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基準１．建学の精神・大学の基本理念及び使命・目的 

１－１．建学の精神・大学の基本理念が学内外に示されていること。 

《１－１の視点》 

１－１－① 建学の精神・大学の基本理念が学内外に示されているか。 

 

（１）１－１の事実の説明（現状） 

本学園の建学の精神については、学生には学生便覧、保護者には後援会発刊の「Campus 

Guide」、受験生には大学案内、学外者には本学ホームページ等を通じて、学内外に幅広く

周知している。また、本学園の教職員には、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」を配付し、携帯を義務付けてい

る。 

さらに、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すべく、これら内

容を映像化し分かり易く解説したDVDを平成17(2005)年度に作成し、学園の役員・教職員、

校友等に配付した。 

 

（２）１－１の自己評価 

建学の精神や大学の基本理念は、学生便覧、本学ホームページなどに掲載することで学

内外への周知が十分に図られている。 

 

（３）１－１の改善・向上方策（将来計画） 

学内者には、今後も現状の方法で建学の精神や大学の基本理念について周知徹底を図っ

ていく。学外者には、継続して本学ホームページに掲載していくほか、公開講座、入試説

明会、セミナーなど種々の機会を捉えて発信し、より一層の理解を促していく。 

 

１－２．大学の使命・目的が明確に定められ、かつ学内外に周知されていること。 

《１－２の視点》 

１－２－① 建学の精神・大学の基本理念を踏まえた、大学の使命・目的が明確に定めら

れているか。 

１－２－② 大学の使命・目的が学生及び教職員に周知されているか。 

１－２－③ 大学の使命・目的が学外に公表されているか。 

 

（１）１－２の事実の説明（現状） 

本学は、建学の精神に則った教育理念の実現に向けて、大学の目的を次のように学則の

第 1 条に規定している。 

本大学は、時代と地域の要請に基づき、深く専門の学術とその応用を教授研究すると

ともに、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し、もって社会の発展と学術・

文化の向上をはかることを目的とする。 
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この大学の使命・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、研究科・学科ごとの「教育研究上の目的」を学則上に定めた。こ

の教育研究の目的実現に向けて必要な教育課程を編成するとともに、多様な学生に対応す

るため、さまざまな学習支援やキャリア形成支援の仕組みを整えて全学生の理解へとつな

がるよう努力している。 

また、大学の使命・目的を学生に周知するため、学生便覧やシラバスに掲載するととも

に、新入生ガイダンスや履修ガイダンスで説明している。平成 23(2011)年度より Web シラ

バスを導入したことで、授業の進度に応じて授業内容の変更を即時に反映し、学生に知ら

せることが可能となった。学生の保護者には、後援会発刊の「Campus Guide」に掲載する

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説明している。現職の教職員に

は、学園広報誌に掲載するなどして周知徹底を図っているほか、新任の教職員には着任時

のオリエンテーションで説明している。受験生を含む学外者には、本学のホームページや

大学案内に掲載して広く周知が図れるよう努めている。 

 

（２）１－２の自己評価 

大学の使命・目的は、その内容を学則に定めるとともに、学生便覧やシラバスへの掲載、

各種ガイダンスでの説明などを通して、学生及び教職員に十分に周知できている。 

また、後援会発刊の冊子や本学ホームページに掲載することで、学外者にも広く周知で

きている。 

 

（３）１－２の改善・向上方策（将来計画） 

学内者には、現状の方法で継続して周知を図っていく。学外者には、本学ホームページ

への掲載だけでなく、公開講座、入試説明会、セミナーなど種々の機会を捉えて積極的に

発信することで、本学の使命・目的についてより一層の理解を促していく。 

 

［基準１の自己評価］ 

本学では、建学の精神、教育の理念・方針・方法、教育研究上の目的は明確に定められ

ており、これら内容は、学生に配付する各種刊行物に掲載するとともに、本学ホームペー

ジで公表することで学内外に広く周知が図られている。 

 

［基準１の改善・向上方策（将来計画）］ 

学内外により周知していくため、現在、実施している方策を根気強く継続していくこと

で、本学に対する理解を一層促していく。 



摂南大学 

基準２．教育研究組織 

２－１．教育研究の基本的な組織（学部、学科、研究科、附属機関等）が、大学の使命・

目的を達成するための組織として適切に構成され、かつ、各組織相互の適切な関

連性が保たれていること。 

《２－１の視点》 

２－１－① 教育研究上の目的を達成するために必要な学部、学科、研究科、附属機関等

の教育研究組織が、適切な規模、構成を有しているか。  

２－１－② 教育研究の基本的な組織（学部、学科、研究科、附属機関等）が教育研究上

の目的に照らして、それぞれ相互に適切な関連性を保っているか。 

 

（１）２－１の事実の説明（現状） 

本学園は、経営を担当する法人本部、教育研究を担当する設置各学校で図 2-1-1「学園

組織図」のとおり構成している。 

 

図２－１－１ 学園組織図 
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このうち本学の組織は、図 2-1-2「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。 

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する。 
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図２－１－２ 摂南大学組織図 

※平成 23(2011)年 4 月現在 
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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貢献活動や産官学

連携活動等を行う「地域連携センター」、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「薬草園」、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」を設けており、それぞれ適切に運営している。平成 23(2011)年 4 月には、大学の機能

の一つである研究活動を一層活発化させるとともに社会に対して研究成果を還元すること

を目的として、学内における研修支援体制を見直し「研究支援センター」を設置した。 

 

（２）２－１の自己評価 

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。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、現在では 6 学部 12 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、工学研究科博士課程、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の 5 研究科を擁し、高度

な専門知識を持つ人材を養成している。 

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。 

 

（３）２－１の改善・向上方策（将来計画） 

社会的ニーズの変革に即応して、学部・学科の設置及び既設学部の改組を行っていく必

要がある。本学では平成 22(2010)年 4 月、経済学部経済学科を新たに開設したほか、工学

部を理工学部に改組して、生命科学科、住環境デザイン学科及び都市環境工学科を増設す

るとともに既設の都市環境システム工学科、マネジメントシステム工学科については学生

募集を停止した。また、経営情報学部については経営学部に名称を変更した。 

平成 24(2012)年 4 月には、6 年制薬学部が完成年度を迎えるにあたり、高度医療に応え

得る優れた研究能力を有する薬学研究者及び薬剤師の育成を目指し、同学部を基礎とする

4 年制の「大学院薬学研究科医療薬学専攻（博士課程）」を開設することとしている。また

同時期に、時代と地域の要請に基づき地域社会における保健・医療・福祉の向上及び看護

の発展に貢献できる看護職者を養成するべく「看護学部」を開設することとしている。 

 

２－２．人間形成のための教養教育が十分できるような組織上の措置がとられていること。 

《２－２の視点》 

２－２－① 教養教育が十分できるような組織上の措置がとられているか。 

２－２－② 教養教育の運営上の責任体制が確立されているか。 

 

（１）２－２の事実の説明（現状） 
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学長は教育に対する基本方針を示すとともに、同方針に教養教育にかかる指針を次のと

おり示している。 

①入学から卒業まで一貫した少人数ゼミ教育を行い、対人能力や人との係わりを重視した

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教養教育においては、学ぶことや充実した人生を確立するための主体的な態度を身に付

けさせ、何事にも真摯に取り組む意欲を育てる。 

これら教養教育の指針を基に、教務部長を委員長とする全学の「教務委員会」「学習支援

センター運営委員会」「インターンシップ制度推進委員会」が連携し、次のような具体的方

策を立案、実現へのサポートを行っている。 

＜知識＞ 

教養科目の中に「教養特別講義」を設け、実践的で社会のニーズに即応した特色ある授

業を開講している。この科目は、学生にその時々の社会的な話題を取り上げ、研鑚する機

会を提供する趣旨で開講している。平成 22(2010)年度は、「PBL 型学生プロジェクト」「社

会と人権」「摂南大学とこの地域を学ぶ―北河内学―」「就職実践基礎」などのテーマで開

講している。 

＜技能＞ 

平成 22(2010)年度の新入生を対象として日本語力ならびに英語力にかかるプレースメ

ントテストを実施した。目的は、入試の多様化等により本学入学生の学力にバラツキが生

じていることに伴い、授業の進行が年々難しくなってきており、特に日本語能力は、入学

後早期に適切なレベルまで引き伸ばす必要があるためである。テスト結果については個人

別、所属学部・学科別ならびに入試種別に結果を集計し、各学部に提供した。またこのよ

うな日本語能力の低下への対策として、「日本語能力養成講座」を開講している。本講座

は薬学部を除く 5 学部で開講し、平成 22(2010)年度の履修者は 320 人であった。 

＜態度・創造的思考力＞ 

リーダーシップ向上の取り組みの一つとして、「地域連携教育活動」を開講している。

これは本学と寝屋川市の幼稚園 3 園、小学校 6 校、中学校 3 校が連携し、その教育活動を

支援するプログラムであり、社会的な役割と責任、組織人としてのあり方、プレゼンテー

ション能力などを身に付けさせる。これまでの履修学生は 350 人に達している。 

また、平成 21(2009)年度から「青少年育成ファシリテーター養成プログラム」を開設し

た。この講座は、大学の講義と地域で行われる奉仕活動への参加を組み合わせたサービス・

ラーニングであり、青少年活動に参加している児童・生徒・青年たちが、自立的に考え行

動することを支援するため、必要に応じて役割や立場を超えて柔軟に課題を解決できるよ

うに手助けする役割を担う人材を育成することを目的としている。 

 さらに、平成 22(2010)年度から「PBL 型学生プロジェクト」科目を教養特別講義の一つ

の正規の授業科目として設定した。このプロジェクト科目は、本学の教育理念である「自

ら課題を発見し、そして解決することができる知的専門職業人の育成」を実践するための

学生支援プログラムである。取組みの特徴は、学生の「ヤル気」を具体的な「形」にする

ために実践的な社会活動「学生プロジェクト」を通して得た成果や問題意識を教育の場に

持ち込み、自ら原因解明を行い、その解決策を社会に還元・提案・実践することで主体的
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に行動する力を身に付けさせることである。平成 22(2010)年度は 5 つプロジェクトを立ち

上げ、33 人の学生が履修している。 

 また、平成 22(2010)年 4 月から学長直轄の全学共通科目検討 WG を新たに設置し、教養

教育全体の見直しと共に、大学設置基準改正（社会的及び職業的自立を図るために必要な

能力を培うための体制）への対応について検討を開始した。 

 

（２）２－２の自己評価 

「教務委員会」「学習支援センター運営委員会」「インターンシップ制度推進委員会」の

連携によって教養教育の向上に努めており、一定の成果を上げている。また、卒業に必要

な単位数、学部横断科目の設定、他学部専門科目の教養科目への取り込みなど、平成

20(2008)年度に教養科目全体の見直しを図った。 

全学共通科目検討 WG については、教員ならびに事務職員から委員を選出し、積極的な

意見交換を行い、学長宛の答申書提出に向け有意義な検討を行っている。 

 

（３）２－２の改善・向上方策（将来計画） 

今後、初年次教育やキャリア教育について審議・検討を深めるため、各種委員会と連携

しながら、学内の横断的な課題に取り組んで教育改革を推し進めていく。 

 

２－３．教育方針等を形成する組織と意思決定過程が、大学の使命・目的及び学習者の要

求に対応できるよう整備され、十分に機能していること。 

《２－３の視点》 

２－３－① 教育研究に関わる学内意思決定機関の組織が適切に整備されているか。  

２－３－② 教育研究に関わる学内意思決定機関の組織が大学の使命・目的及び学習者の

要求に対応できるよう十分に機能しているか。  

 

（１）２－３の事実の説明（現状） 

本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、研究科委員会及び学内各種委員会を設けている。（図 2-1-2「摂南大学組織図」を参

照） 

・部長会議 学長、副学長、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、入試部長及び就職部長により構成され、本

学の重要事項を協議または審議している。 

・大学院委員会 学長、副学長、研究科長、教務部長、学生部長、研究科教授（各研究

科から 1 人）及び学長室長により構成され、大学院に関する重要事項

を審議している。 

・教授会 学部長、当該学部の教授により構成され、必要に応じて教授会の議を

経て当該学部の准教授を加えることができる。教授会では当該学部の

重要事項を協議または審議している。 

・研究科委員会 研究科長、研究科教授、その他研究科長が指名した者により構成され、

当該研究科の重要事項を審議している。 
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・学内各種委員会 上述のほか、以下に示す学内の各種委員会を設け、各学部等の教職員

から選出された委員で構成され、分掌に定められた学内の諸問題を審

議している。 

これら会議等においては、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 22(2010)年度の開催実績は、表 2-3-1「会議等開催実績」のとおりである。 

表２－３－１ 会議等開催実績〔平成 22(2010)年度〕 

会議名等 開催回数 会議名等 開催回数 

部長会議 12 回 評価委員会 0 回 

大学院委員会 7 回 教員選考委員会 5 回 

理工学部教授会 13 回 入試委員会 6 回 

外国語学部教授会 13 回 教務委員会 8 回 

経営学部教授会 15 回 学生委員会 7 回 

薬学部教授会 16 回 就職委員会 4 回 

法学部教授会 16 回 図書館運営委員会 3 回 

経済学部教授会 15 回 情報メディアセンター運営委員会 2 回 

薬学研究科委員会 8 回 個人情報保護委員会 0 回 

工学研究科委員会 6 回 人権侵害防止委員会 2 回 

経営情報学研究科委員会 6 回 地域連携センター運営委員会 2 回 

法学研究科委員会 7 回 学習支援センター運営委員会 2 回 

国際言語文化研究科委員会 6 回 スポーツ振興センター運営委員会 10 回 

FD 委員会 7 回  
 留学生別科運営委員会 6 回 

 教職課程委員会 3 回 

 

（２）２－３の自己評価 

表 2-3-1 に示したように、教育研究に関わる意思決定機関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いえない状況である。しかしながら、全学的な方針について

は、最終意思決定機関である部長会議で決定しており、責任体制は明確になっている。 

 

（３）２－３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、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。 

 

[基準２の自己評価]  

教育研究の基本的な組織については、全人の育成を第一義とする教育の理念に基づき、

文系、理系それぞれバランスの取れた学部・学科構成を有している。大学院各研究科及び

附属施設についても適切な規模・構成であり、総合大学として適切な教育研究組織を構築

している。学内の意思決定機関として、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、必要に応じてワーキンググループを
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設けることとしており、部局横断的な大学全体の課題を検討する体制を構築した。 

 

[基準２の改善・向上方策（将来計画）]  

時代と社会の変革が進む中、本学においても社会の要請に応え得る学部・学科の設置及

び既設学部の改組を計画しており、平成 22(2010)年には、経済学部経済学科の設置、工学

部の理工学部への改組、経営情報学部の経営学部への名称変更を行った。さらに平成

24(2012)年には、4 年制の大学院薬学研究科医療薬学専攻（博士課程）及び看護学部の開

設を予定しており、今後も大学を取り巻く環境の変化に応じて、学部・学科の設置や改組

の検討を行う。 

また、平成 22(2010)年度から教養科目全体の見直し、大学設置基準の改正に基づく検討

組織として学長直轄のワーキンググループ「全学共通科目検討 WG」を新たに設置し、引き

続き教養科目の見直しを図る。 



摂南大学 

基準３．教育課程 

３－１．教育目的が教育課程や教育方法等に十分反映されていること。 

《３－１の視点》 

３－１－① 建学の精神・大学の基本理念及び学生のニーズや社会的需要に基づき、学部、

学科又は課程、研究科又は専攻ごとの教育目的が設定され、学則等に定めら

れ、かつ公表されているか。  

３－１－② 教育目的の達成のために、課程別の教育課程の編成方針が適切に設定されて

いるか。  

３－１－③ 教育目的が教育方法等に十分反映されているか。  

 

（１）３－１の事実の説明（現状） 

学園の建学の精神ならびに本学の教育の理念に基づいて、学部・研究科ごとに教育目的

をそれぞれ表3-1-1、表3-1-2のとおり明文化し、学則に明記している。 

表３－１－１ 学部各学科の教育目的 
工学部 

都市環境システム 

工学科 

環境を保全しつつ都市基盤を整備するための建設技術と環境計画に関わる教育研究に

重点を置き、都市基盤の機能的なシステムづくりに活躍する実務技術者を養成する。 

建築学科 

建築及び都市環境に関わる計画・デザイン・建設・管理などの創造的な教育研究に重点

を置き、これからの多様な社会動向に対応した建築の技術やデザインの担い手として社

会に貢献できる人材を養成する。 

電気電子工学科 
電気・電子・情報・通信分野において、基盤となる専門知識とともに、今後の技術発展に

対応できる能力を身に付けて、社会に貢献できる人材を養成する。 

機械工学科 
材料・制御・熱・流体・生産・メカトロニクス分野の専門知識と技術を身に付け、ものづくり

で直面する諸問題を解決できる能力と人間力を備えた実践的機械技術者を養成する。 

マネジメントシステム  

工学科 

経営・生産・情報・環境分野を横断的に教育研究し、諸問題に対する総合的な視点を備

え、マネジメントの知見とコンピュータ技術により最適なシステムをデザインできる人材を養

成する。 

理工学部 

生命科学科 

バイオに関する高度な知識と技術を持ち、生命機構の真理の追究により、人が健康で安

全な生活を営むための医療や食品や環境に関する分野で活躍する基礎研究者および研

究開発従事者を養成する。 

住環境デザイン 

学科 

生活環境を取り巻く諸問題について、人の環境に必要な多様なデザイン感性と実践的技

術を基礎から応用まで学習することで、倫理観をもって、住環境に存在する様々な問題

点を的確に捉え、改善・創造することができるプランナー、デザイナー、エンジニアを養成

する。 

建築学科 

建築および都市環境に関わる計画・デザイン・建設・管理などの創造的な教育研究

に重点を置き、これからの多様な社会動向に対応した建築の技術やデザインの担い

手として社会に貢献できる人材を養成する。 

機械工学科 
材料・制御・熱・流体・生産・メカトロニクス分野の専門知識と技術を身につけ、ものづくり

で直面する諸問題を解決できる能力と人間力を備えた実践的機械技術者を養成する。 

電気電子工学科 
電気・電子・情報・通信分野において、基盤となる専門知識とともに、今後の技術発展に

対応できる能力を身につけて、社会に貢献できる人材を養成する。 

都市環境工学科 

環境を保全しつつ都市基盤を整備するための建設技術と環境計画に関わる教育研究に

重点を置き、都市基盤の建設・維持管理・リニューアルに活躍する実務的技術者を養成

する。 
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外国語学部 
 

外国語学科 
外国語のコミュニケーション能力を鍛えると同時に、世界の文化を学びながらグローバル

な視野を身に付け、国の内外で広く社会に貢献できる人材を養成する。 

経営情報学部・経営学部 

経営学科 
経営に関する知識や理論を身に付けるとともに、幅広い経営視野を備え、主体的に企

業・地域・環境経営の一翼を担うことのできる人材を養成する。 

 

経営情報学科 
経営と情報に関する最新の知識・技術を身に付け、具体的に活用できる能力を養い、革

新的で効率的な経営を実践できる人材を養成する。 

薬学部 

薬学科 
高い倫理観、心豊かな人間性、実践的能力を備え､わが国の医療の進化､健康・福祉の

増進、生活環境の保全に貢献する薬剤師を養成する。 

法学部 

法律学科 
幅広い教養と法学・政治学に関わる専門的知識に裏打ちされた問題解決能力を有し、良

き市民として主体的に社会貢献をなしうる人間力をもつ人材を養成する。 

経済学部 

経済学科 
発展した経済理論を基礎にして、幅広い見識と豊かな人間性を涵養しながら、現代の経

済社会の諸問題に積極的に取り組むことができる知的・専門的経済人を養成する。 

 
表３－１－２ 研究科各専攻の教育目的 

薬学研究科 

 薬学専攻 
薬学分野の高度な知識、技能及び態度を修得し、独創的な発想力と問題解決能力を

備えた薬学研究者、医療人を養成する。 

工学研究科 

社会開発工学専攻 
建設及び建築に環境保全を加えた社会開発について、高度な専門能力を持つ人材を

養成する。 

機械・システム工学

専攻 
システム制御、加工・生産、熱・流体、材料等の広範囲の領域について、高度な専

門能力を持つ人材を養成する。 

電気電子工学専攻 
物性、制御、情報、通信、光・電磁波、エネルギーシステム等の広範囲の領域につ

いて、高度な専門能力を持つ人材を養成する。 

 

創生工学専攻 
工業製品から都市・建築に関わる構造物までの広範囲なモノづくりにおいて、新し

い価値の創生と技術革新を担い得る高度な知的専門職業人を養成する。 

経営情報学研究科 

 経営情報学専攻 
国際化社会において不断に発展しつつある経営情報分野の諸課題を、創造的に解決

しうる専門知識と広い識見を身に付けた高度専門職業人と研究者を養成する。 

法学研究科 

 法律学専攻 
高度の法学知識を身に付けた専門職業人として、実務と理論に強い組織内型法律実

務専門家及びパラリーガルと呼ばれる広義の独立型法律実務専門家を養成する。 

国際言語文化研究科 

 国際言語文化専攻 
国際化により世界が直面している複雑な諸問題の解決に貢献できるよう、語学力を

身に付けるとともに異文化を深く理解し、高度な専門知識を持つ人材を養成する。

 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。 

＜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、専門関連科目、基礎科目、

教養科目で構成する。 

・都市環境システム工学科では、2 年次から志望する進路先に応じて、「建設システムコー

ス」「環境計画システムコース」「都市環境システム総合コース」に分かれて、各コース
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に関連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。 

・建築学科では、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」、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。 

・電気電子工学科では、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」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。 

・機械工学科では、2 年次から学生の適性に応じて「機械工学総合コース」もしくは「機

械生産コース」のいずれかを選択させる。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。 

・マネジメントシステム工学科では、2 年次から学生の適性や志向に応じて「マネジメン

トシステム総合コース」「情報コース」「経営コース」のいずれかを選択させ、各コース

に関連する分野の授業科目を履修できるよう教育課程を編成している。 

＜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）で構成する。 

・生命科学科では、2 年次から主に創薬科学者を目指す「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、各コースに関連する

科目を履修できる教育課程を編成している。 

・住環境デザイン学科では、生活と住環境にかかわる知識やデザイン技能について幅広く

学ばせる「共通系」と、住居･インテリアから地域環境までを計画する専門知識と技術

を学ばせる「空間デザイン系」、人間生活における幅広い知識と生活を豊かに展開する

ための専門知識と技術を学ばせる「生活デザイン系」の 3 つの系で構成し、学生自身が

目標を持って科目選択を行えるように設定している。 

・建築学科では、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」、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。 

・機械工学科では、3 年次から学生の適性に応じて「機械工学総合コース」もしくは「機

械生産コース」のいずれかを選択させる。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。 

・電気電子工学科では、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。 

・都市環境工学科では、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。 

＜外国語学部＞ 

4 年間一貫した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
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あたりの担当学生数は、1 年次及び 2 年次では 10 数人、3 年次及び 4 年次では 6 人前後と

している。 

1 年次から、実践的語学力を伸ばすことを目指した「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させる。3 年次以降は、専門性

の高い授業科目を配置している。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＞ 

企業など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系

統的に専門領域を学べるよう経営学科では「企業経営コース」「地域経営コース」「会計ファ

イナンスコース」を、経営情報学科では「IT 戦略コース」「人材開発コース」「ネットビジ

ネスコース」を設け、それぞれに重点を置いた教育を行っている。 

また、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、専門科目で構成し、教養科目では医療倫理や臨床心理

学などの医療人として必要不可欠な知識も習得させている。長期実務実習を取り入れ、そ

の実習条件として知識、技能、態度を計る共用試験（CBT、OSCE）を義務付けている。また、

５年次生を対象に薬剤師国家試験対策の模擬試験を実施している。なお、薬学教育におけ

る教育課程については、「薬学教育モデル･コアカリキュラム」として日本薬学会が定めて

おり、それ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、衛生化学

分野の研究者・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＞ 

法学部では、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。 

＜経済学部＞ 

 教育課程は「教養科目」と「専門科目」からなる。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

理論教育においては、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

部分に分けて、前者を必修科目、後者を選択科目としている。これによって、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 年次に進級する際に「地域経済」と「観光経済」の 2 つの主専攻のいずれかを

選択し、それぞれ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。 
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特に、初年次前期に配置された「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。 

＜薬学研究科＞ 

新規医薬品を創製することを目的とする「創薬科学」、環境・食品・人体に対する薬物

や化学物質の影響を探究する「衛生薬学」、医療の現場における薬物療法やその薬物の生体

に対する反応を探究する「医療薬学」の 3 分野について専門性の高い教育研究を展開する。 

博士前期課程は、現在、学生募集を停止している。博士後期課程では、研究者として自

立して研究活動を行うために必要な高度な研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養え

るよう教育課程を編成している。 

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

に移行する予定である。 

＜工学研究科＞ 

博士前期課程には、社会開発工学専攻、機械・システム工学専攻及び電気電子工学専攻

の 3 専攻を、博士後期課程には創生工学専攻の 1 専攻を設けている。 

博士前期課程の教育課程は、ゼミナール及び工学特別研究のほか、すべての専攻に共通

する授業科目と、各専攻固有の授業科目を配している。共通科目は、数学・物理学など、

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。博士後期課程の教育課程は、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。 

＜経営情報学研究科＞ 

本研究科の教育研究は、時代の要請に応えていくため、経営学、経済学、情報科学など

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。 

博士前期課程は、経営管理や会計の諸学を含んだ経営領域、情報科学や意思決定の諸学

を含んだ情報領域、社会環境や経済環境の研究を中心とした環境領域を設け、それぞれの

領域に講義科目及び演習科目を配している。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。 

＜法学研究科＞ 

本研究科の教育課程は、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

講義と演習で構成されている。講義と演習では、税理士・司法書士・公務員職・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。また、法科

大学院既習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を習

得することも可能となるように教育課程を編成している。 

＜国際言語文化研究科＞ 

本研究科の教育課程は、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」
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「上級中国語」を含んでいる。 

＜教職課程＞  

教職課程の教員養成に対する大学の理念は｢憲法およ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

い教師の養成｣である。本理念及び教職課程を有する各学部学科の教員養成に対する理念に

基づき、それぞれの教科を担当できる教員の養成を目指している。 

 

（２）３－１の自己評価 

＜大学全体＞ 

・教育目的・目標、教育の方針を本学ホームページや学生便覧で広く一般に公表している。 

・教育方法については、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。 

・毎年度、学部・学科ごとに教育目標を設定し、具体的な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ており、これを部長会議ならびに各学部の教授会を

通じて全教職員に周知している。 

・大学全入時代を迎え、学生の基礎学力の向上、キャリア意識の形成、社会人としてのマ

ナーや教養を高めるシステムが求められるが、これらを体系化して教育できるような全

学的な仕組みの整備も進めている。 

・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、シラバスは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。 

＜工学部・理工学部＞ 

・学部・学科で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

した教育を実施している。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学科においてはJABEE認定を目標とした教育改善を実施してい

る。 

・学科共通の課題である数学・物理学教育について、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」などの改善を進めている。具体的には、専門につな

がる基礎を習得させるため、基礎理工学機構と各学科との間で緊密な連携をとっている。

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合うことで、数学・物理学

教育に関するシラバスの改訂を行い、基礎力向上をもたらす学習効果を高める工夫を重

ねている。英語教育においては、世界で活躍できる科学技術者に必要な語学能力の基礎

固めを重視して、学部共通の単語帳を活用し、成績評価においてはTOEICブリッジのス

コアも考慮している。また、技術系5学科においては、新入生が大学生活になじむこと

とものづくりの入門教育として「理工学基礎実験」を開講しているほか、3年次におい

てはインターンシップ科目の充実を図っている。さらに、学習支援センターにおける補

習授業や学習相談などきめ細かな対応を行っている。 

・住環境デザイン学科を除く各学科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を行っている。しかし、学部の教育理念や学習・教

育目標の浸透がこれからの課題である。また、各コースに求められる社会的ニーズを学

生が十分理解できていないため、教員が履修することが望ましいと考える授業科目であ
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るにもかかわらず、コースの必修科目に指定されていないなどの消極的な理由で履修し

ない場合があり、履修指導の強化などを行っている。 

＜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している。また、国際人にふさわしい教養と知性を学生に着

実に習得させるべく、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などを通じて、きめ細かな指導に努めている。 

・特色として、長い伝統に育まれてきた多岐にわたる分野を研究する教員スタッフを備え

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、既定の教育課程では補え切

れない多彩なジャンルのゼミナールを40クラス程度開いている。 

＜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付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、留学生指導委員会等の委員会を

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継続して協議している。 

＜薬学部＞ 

・学部の人材養成の目的に沿った、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。 

・専門分野の配当年次を見直すとともに、教養科目の内容の充実等を行い、学年ごとのバ

ランスを考慮した薬剤師養成のための教育課程を編成している。 

・共用試験（CBT、OSCE）の対策も十分に行っている。 

＜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を中心に教育課程の見直しを行ってきた。 

・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」

（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、特色のある選択科目、フィール

ドワークやインターンシップなどの実地に即した少人数教育によって建学の精神・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教育レビュー会議

を開催してその具体化及び調整を図っている。 

・初年次、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」との履修に       

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してい
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る。 

・4年間を通じた少人数教育を「主専攻」に対応した「専門科目」の履修と結び付け、相

互に支えあうことによって、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。 

＜薬学研究科＞ 

・教育または研究に特化した委員会が少なく、薬学研究科の特色を最大限発揮できていな

い状況であり、教育研究の目標設定は学部に比べて十分でない。 

＜工学研究科＞ 

・教育課程では、担当教員の専門に関わる内容が重視されることが多く、それが社会の

ニーズにマッチした教育内容となっている。 

＜経営情報学研究科＞ 

・各専攻分野における専門性を高めることを重視し、学生の専攻が多岐にわたるうえに、

修業年限が短いため、目標設定は研究科全体としてみると、学部に比べて整合性を確保

するという意味で十分でない。 

＜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。 

＜国際言語文化研究科＞ 

・入学者数が少なく、毎年、用意した教育課程の約半数は不開講となっている。また、近

年、中国人留学生の占める割合が高く、本来のシラバス到達目標とは別に、学生の学力

レベルに合わせた授業を行っているのが現状である。 

＜教職課程＞ 

・平成 21(2009)年度の文部科学省による教職課程認定大学実地視察において、教職課程に

おける全学的な組織運営、カリキュラム構成、教員組織の充実に努めるよう指摘があっ

た。これを受けて、教職課程委員会において全学部での指導体制の充実を図ることを推

進するとともに、教務課と教職教室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 回開催している。また、同実地視察においてシラバスの内容について

指摘されたことを受け、平成 23(2011)年度の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、教職教室を中心に当該学

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

設置した。 

 

（３）３－１の改善・向上方策（将来計画） 

＜大学全体＞ 

・各学部や全学のFD委員会などを通した教員研修と教員間の交流の機会も十分活用しつつ、

より教育効果の上がる教育課程編成を今後も検討し、その内容を絶え間なく改善する。 

・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、履修ガイダンスなどを通じてシラバ

スの活用方法について学生に分かり易く解説する。 
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・新入生の基礎学力の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

目の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、これと併せ

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な教育課程を検討する。 

＜工学部・理工学部＞ 

・学部・学科・コースに求められる社会の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において徹底し、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うよう指導の強化を引き続き行う。 

＜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を2本の柱

としてきたが、平成21(2009)年度からはさらに学生個々のライフ・プランニング支援を

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

＜経営情報学部・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などを行い、教育方法の改善に向けて検討、具体的

施策の策定を行う。 

＜薬学部＞ 

・キャリア科目の充実を図るため、平成20(2008)年度から教養科目として「薬系インター

ンシップ･ボランティア」（3年次）を開講し、平成21(2009)年度からは同様に「薬系キャ

リア形成」（2年次）を開講しており、今後も引き続きこの2科目を開講する。 

＜法学部＞ 

・初年次教育充実のため、基礎演習のあり方について検討委員会を設け改善に取り組むほ

か、将来の職業選択を意識させ能動的な学習への取組みを育むため、キャリア形成科目

を設けたところであるが、さらなる充実を図る。 

・コースについて改良を加えるとともに、教養教育についても開講科目にバリエーション

をもたせて、法学的センスと幅広い教養を備えた人材育成のための教育を充実させる。 

＜経済学部＞ 

・開設2年目を迎えた経済学部では、まず完成年度に向け教育課程を実施していくこと自体

が課題であるが、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教育レ

ビュー会議での協議により、教育改善とカリキュラムの再検討について、年次進行中に

も取り組む。特に、学生による授業評価や教員による授業参観などの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、専門演習で予定されている「インターンシップ」や「フィールドスタディ」
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の実施法を検討する。 

・経済学部生に必要な教養科目「数学・語学」能力とその教育手法等について、他学部担

当教員とも連携した検討を進めている。平成23(2011)年度は、語学（英語）教育におい

て学部として学力到達度の要望を担当教員に示し、また数学においては授業担当教員か

ら教育手法を確認し、経済学部生として必要な知識・能力について意見交換を行った。

今後、学力不足の学生対応について、学習支援センター等での具体的施策の策定を検討

する。 

＜薬学研究科＞ 

・6年制の薬学部を基礎に置く修業年限4年の博士課程の開設に向けて、具体的な教育課程

や教育方法について薬学研究科委員会小委員会を中心に検討するほか、教育または研究

に特化した委員会を設置するとともに、キャリア教育の充実を図るために具体的施策の

策定を行う。 

＜工学研究科＞ 

・教育内容を担当教員の専門に特化したものに偏らせず、技術者を育成する社会のニーズ

に適合するよう改善を継続する。 

＜経営情報学研究科＞ 

・教育研究の目標の明確化を図り、研究科内の委員会で改善に向けて検討及び具体的施策

の策定を行う。 

＜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。 

＜国際言語文化研究科＞ 

・基盤とする学部が平成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」系統の教育課程等が存在している。このため、現状の学部名称に

呼応した研究科名称変更などの機構改革について検討する。 

＜教職課程＞ 

・教職課程においては、継続して教職課程の全学的組織づくりを図るため、各学部と教務

部との連携を強化していく。 

・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、教職教

室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ているが、さらに充実を図る。 
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３－２．教育課程の編成方針に即して、体系的かつ適切に教育課程が設定されていること。 

《３－２の視点》 

３－２－① 教育課程が体系的に編成され、その内容が適切であるか。 

３－２－② 教育課程の編成方針に即した授業科目、授業の内容となっているか。 

３－２－③ 年間学事予定、授業期間が明示されており、適切に運営されているか。 

３－２－④ 単位の認定、進級及び卒業・修了の要件が適切に定められ、厳正に適用され

ているか。 

３－２－⑤ 履修登録単位数の上限の適切な設定など、単位制度の実質を保つための工夫

が行われているか。 

３－２－⑥ 教育内容・方法に、特色ある工夫がなされているか。  

３－２－⑦ 学士課程、大学院課程、専門職大学院課程等において通信教育を行っている

場合には、それぞれの添削等による指導を含む印刷教材等による授業、添削

等による指導を含む放送授業、面接授業もしくはメディアを利用して行う授

業の実施方法が適切に整備されているか。（該当なし） 

 

（１）事実の説明（現状） 

＜大学全体＞ 

・本学では、大学設置基準に基づき、成績判定にかかわる定期試験を含めて半期15回の授

業を行うことを前提に授業計画を組んでいる。また、特別教育期間を設け、通常の授業

期間では実施できない工場見学、裁判所見学、外部講師による特別講演会、通常の授業

内容の補完的意味合いの補習授業等を実施している。 

・学則では前期を4月1日から9月30日まで、後期は10月1日から3月31日までと定めている

が、前期と後期の曜日別授業実施回数を平均化するため、後期開始時期を調整している。 

・年間学事日程、授業期間等については、前年度中に教務委員会で審議・承認され、部長

会議及び大学院委員会で審議・決定した後、年間行事予定表を作成している。この年間

行事予定表は、履修ガイダンス時に学生に配付し周知している。 

・1年次から少人数によるゼミナールあるいは担任制（薬学部）を実施し、学生個々が目

的意識を持ち、段階的に学べるような教育システムを構築している。 

・実践的教育推進の一環として、特別教育期間や休業期間等を利用し、学外研修、見学会、

合宿研修等のフィールドワークを取り入れた教育を行っている。 

＜工学部＞ 

・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付けさせ、その上に立って専門分野の授業科

目を履修させている。 

・学部全体として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：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。 

・学科ごとに複数のコースを設け、少人数ゼミや講義、現場見学会などを通じて、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。 

・専門の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。また、一
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部の科目では前期、後期とも同一内容の授業を繰り返して開講しており、単位を修得で

きなかった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、毎週の講義ごと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、その時間の内容を復習する機会を設けている。 

・都市環境システム工学科の専門科目では、1年次からゼミを通して社会人基礎力を身に

付けた技術者として必要な素養・技能を磨くため、礼儀作法・倫理、発表方法等の訓練

を行い、2年次以降、専門的な授業科目を配置している。 

・建築学科における計画系、環境系、構造系の3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計画に対応する柔軟な

教育課程編成を目指して繰り返し改編している。2年次以降「建築デザインコース」「建

築工学コース」「建築総合コース」の3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。 

・電気電子工学科では、1年次に大学での学び方や技術者として必要な素養を身に付ける

授業科目を主に配置している。2年次以降、「電気電子コース」と「情報通信コース」の

2コースを見据えて各専門科目を修得し、学生実験や演習によって知識の実践的活用能

力を養っている。 

・機械工学科では、1年次から「技術者への道」や「機械ベーシックセミナー」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。2年次以降、学生の適性に応じて「機

械工学総合コース」と「機械生産コース」の2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。 

・マネジメントシステム工学科では、教育の理念・目的を実現するために必要な授業科目

として、幅広い人文・社会系の教養科目、外国語とスポーツ科学を含む基礎科目、数学、

物理学、化学、生物学などの専門関連科目、経営管理、生産管理、環境管理、情報・シ

ステムなどに関する専門科目を体系的かつ各年次に均等に配置している。 

＜理工学部＞ 

・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付けさせ、その上に立って専門分野の授業科

目を履修させている。 

・教育の質の保証のために、学部レベルのPDCAシステムを整備し、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、都市環境工学科においてはJABEE認定を目標

とした教育改善を実施している。 

・学部全体として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：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。 

・住環境デザイン学科を除く学科では複数のコースを設け、少人数ゼミや講義、現場見学

会などを通じて、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。 

・専門の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。また、一

部の科目では前期、後期とも同一内容の授業を繰り返して開講しており、単位を修得で

きなかった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、毎週の講義ごとに小演習や小レポートを課しており、授
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業時間の終りや宿題形式で、その時間の内容を復習する機会を設けている。 

・生命科学科では、初年次教育で専門職業人として成長するための知的な好奇心の基盤と

なる学力を養っている。2 年次以降、「生物系コース」と「環境系コース」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。 

・住環境デザイン学科における「共通系」「空間デザイン系」「生活デザイン系」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、さらにそれらの知識を有機的

に統合するための実験実習系科目及び1年生前期から4年生後期まで連続した少人数教

育によるゼミ系科目を体系的に設定している。 

・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「建築デザインコース」「建築工学コー

ス」「建築総合コース」の3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。 

・機械工学科は、1年次から「技術者への道」や「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。2年次以降、学生の適性に応じて「機械工

学総合コース」と「機械生産コース」の2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。 

・電気電子工学科では、1年次に大学での学び方や技術者として必要な素養を身に付ける授

業科目を主に配置している。2年次以降、「電気電子コース」と「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」を加えた3コー

スを見据えて各専門科目を修得し、学生実験や演習によって知識の実践的活用能力を

養っている。 

・都市環境工学科の専門科目では、1年次からゼミを通して、将来の職業イメージを具体化

させ、また社会人基礎力を身に付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年次以降は、「都市建設コース」「環

境計画コース」「都市環境総合コース」に分かれた専門的な授業科目を配置している。

すべての科目は、学習・教育目標に応じた群に分類されており、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＞ 

・「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」

「国際文化コース」の5コースを設け、外国語運用能力の強化と世界の文化についての

理解を深めるために必要な教育課程を体系的に編成している。また、ライフ・プランニ

ング支援のためのキャリア形成支援科目を開講している。 

・主言語科目は、英語、中国語、スペイン語、インドネシア･マレー語のいずれかを選択

することとし、それぞれ｢『読む・書く・聞く・話す』＋『発信型』」の授業科目を年次

別・レベル別に4年次まで最大約60単位まで修得できるよう配当している。 

・主言語の英語、中国語、スペイン語、インドネシア･マレー語の授業は、習熟度別クラ

ス編成を徹底し、実践的語学力の向上を図っている。1年次と2年次に集中的に主言語を

鍛え、TOEICの高得点や英語技能検定、中国語検定、スペイン語技能検定、インドネシ
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ア語技能検定で上位級合格を目指している。 

・主言語の授業科目は、「発信型授業」も豊富に取り入れている。代表例として「ドラマ」

という科目があり、日常生活などを設定して英語でセリフを覚え、感情を表現するもの

で、教員による演技指導も英語で行っている。 

・世界各国の専門知識を身に付けるための一助として、英語、中国語、スペイン語、イン

ドネシア語、フランス語、韓国語の6言語を共通言語科目として開講している。 

・1年次前期から4年次後期まですべての学年に必修のゼミナール科目を配当し、導入教育

から専門基礎教育、専門教育まで順次体系的に学修させている。 

・海外留学・海外実習は履修内容に基づき、主言語科目または文化科目の単位として算入

している。 

・教室での学習だけでなく、イングリッシュパーティーや日中学生交流パーティーなど学

生にとって有益な課外イベントを年間を通じて多数開催している。 

＜経営情報学部・経営学部＞ 

・経営学科に「企業経営」「地域経営」「会計ファイナンス」の3コース、経営情報学科に

は「IT戦略」「人材開発」「ネットビジネス」の3コースを設け、キャリア教育や地域と

の連携なども取り入れ、人間力の向上をも目指した実践教育によって教育理念の実現を

目指した教育課程を設定している。また、学部の教育の柱の1つにキャリア教育を位置

付け、キャリア形成支援科目の開講、特別教育プログラムの実施、4年間一貫のゼミ教

育での個別指導の3つを中心にしたキャリア教育を実施している。 

・教育課程の概要は、学生便覧及び履修申請要領に、授業科目の具体的な内容はシラバス

に明記している。履修申請要領には、両学科の各コースに職業別履修モデルを記載し、

学生に職業を意識した授業科目を体系的に履修できるようにしている。 

・「企業経営コース」は一般ビジネスパーソン、「地域経営コース」では公務員、「会計ファ

イナンスコース」においては職業会計人等、「IT戦略コース」はシステム開発者等、「人

材開発コース」はキャリアカウンセラー等、「ネットビジネスコース」ではコンピュー

タ利用技術者等をそれぞれのコースの職業モデルとして想定している。 

・授業科目は教育課程編成の方針に従い、また学部・学科における学習教育目標との整合

性は学部の科長会、教務委員会により、確認・調整が図られている。 

・「何を知っているか」よりも「何ができるか」に重点を置き、経営事例研究、ビジネス

プラン、インターンシップ等の実践的科目の開講や社会・企業との連携教育等により、

現代のビジネスや地域経営に求められる実践的手法と最新経営理論の両方を学びなが

ら実践的能力を身に付けさせる教育を展開している。 

＜薬学部＞ 

・教育目的を実現するための代表的な基幹科目として、また導入教育として、1年次に「薬

剤師になるために」（必修4単位）の授業を実施し、入学当初から医療人としての意識醸

成に努めている。またそれと並行して、高校における科目の復習を含めて物理、生物、

化学、数学の基礎能力を養う科目があり、その後、化学系、生物系、衛生系、医療系等

の専門科目を講義及び実習により段階的に学習していく内容としている。 

・キャリア教育では、1・2年次を「なりたい自分をさがす」期間、3・4年次を「なりたい

自分を決める」期間、5・6年次を「なりたい自分に向かう」期間とし、それに応じた授
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業科目ならびにガイダンスを実施している。 

・教育課程の編成については、カリキュラム改定ワーキンググループ及び本学部教務委員

会で検討し、教授会で承認されている。 

・医療人として必要不可欠な高い倫理観を身に付けるため、「医療倫理」「臨床心理学」な

どの教養科目も充実している。 

・授業科目の具体的な内容をシラバスに明記し、Web上で公開している。また、授業科目

が「薬学教育モデル･コアカリキュラム」に規定されたどの項目に該当するかについて

もシラバスに明記している。 

・1年次には、車椅子、ブラインド障害、介護補助などを体験する「ハンディキャップ体

験学習」を取り入れている。また、キャリア形成ガイダンスを実施しており、企業のトッ

プを招いて「薬」業界の動向についての講演、薬害、医療過誤に関する講演を実施して

いる。 

＜法学部＞ 

・教育課程については、履修申請要領に詳細に示しているほか、履修ガイダンスを通じて

学生に周知している。教育課程の編成は、学部の教育目標に基づいて本学部教務委員会

が案を策定し、教授会で決定している。平成22(2010)年度入学生から「司法・行政コー

ス」「ビジネス法務コース」「地域政策コース」の3つのコースを設定し学修の体系化を

図っており、学生は2年次に進路に応じて3つのコースに分かれる。 

・学生のキャリア指導と進路指導を兼ねて、平成19(2007)年4月に「法学部キャリアルー

ム」を設置した。キャリアルームには、公務員試験対策のためのビデオや書籍を配架し

ているほか、モニターやパソコンを設置して自習できるようにしており、要員を配置し

て各種相談ができるように配慮している。さらに、専門教育に対する関心を高めるため、

1年次生のゼミ科目「法学基礎演習」に裁判所見学を組み込んでいる。また、「法律と政

策の仕事」の授業では、元裁判官、弁護士、行政書士、警察官、市役所職員、法務部門

に就職した卒業生等を招き、法律と政策に関わる職場や仕事の実際を語ってもらい、学

生たちの進もうとする分野に必要な知識に触れさせ、専門への興味と動機づけを図って

いる。 

＜経済学部＞ 

・現代経済学の基礎理論を確実に修得させるための適切な導入教育と基礎教育を施し、2

年次進級時に「地域経済」と「観光経済」の2つの主専攻のいずれかを選択し、それぞ

れの専門領域に重点を置き系統的な教育を行っている。 

・導入教育として、生活の中での経済の基礎知識、経済学及びITによる情報活用の基礎知

識（エコノミック・リテラシー、ITリテラシー）を習得させ、それを少人数の「基礎演

習」において確認している。また、現代経済学のエッセンスを必修科目（「ミクロ経済

学Ⅰ」「マクロ経済学Ⅰ」「社会経済学Ⅰ」「日本経済史」など）によって習得させるが、

それらによって得られた知識と関心を選択科目によって発展させ、専門エコノミストへ

その能力を発展させることを可能にしている。さらに、1年次の「基礎演習」で始まる

少人数教育によって、担当教員が一人ひとりの学生に対して適切なキャリア教育及び必

要に応じた生活指導を徹底している。 

・1年次の「経済キャリア入門」によって、学生のキャリア意識を高め、学生が学習とキャ
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リア準備を意識的に結合するように指導している。また、3年次には、演習において

フィールド調査やインターンシップなどにより現場に接する機会を提供する計画で、現

場で活躍できる専門職業人育成に努めている。 

・授業の目的や進め方、成績評価等の情報をシラバスに記載し、また希望する進路に応じ

た履修モデルを履修申請要領に記載するなどして、履修科目を適切に選択できるように

ガイドしている。教員も、学生が研究室に自由に相談に訪れることができるスチューデ

ントアワーを設けているほか、履修申請時や成績表交付時に指導教員がかかわることに

よって学生に対して個別に履修指導・生活指導を行うようにしている。 

＜大学院＞ 

・高度な専門知識を習得させるべく、適切な科目を設定している。また、各研究科長・大

学院担当教員による学生の研究テーマ及び学力レベルの確認と調整により、研究科・専

攻における教育課程の編成方針に即した授業科目、授業内容としている。平成19(2007)

年度から、全学で統一した様式のシラバスを作成した。 

・法学研究科、国際言語文化研究科など比較的入学者数が少ない研究科や外国人留学生に

対しては、入学生一人ひとりの専攻分野及び専門知識・能力などに応じて、指導方法を

臨機応変に変えながら、きめ細かな指導を行っている。 

・大学院の教育は、個々の学生にとって必要な研究指導ならびに授業科目の履修と学位論

文の作成からなっている。法学研究科を除いた大学院の教育課程は、選択した専攻分野

科目を主として修得することになっており、それぞれの分野で専門性の高い科目が配置

されている。法学研究科は、選択した演習科目の基礎となる科目と関連する科目を修得

することになっており、専門とする分野と関連する分野とでバランスよく科目が配置さ

れている。 

・薬学研究科博士後期課程では、研究と学位論文の作成を主として、高度な研究能力を養

うことに重点を置いている。なお、同研究科は平成24(2012)年度に6年制薬学部を基礎

とする4年制博士課程に移行することとしており、旧来の博士前期課程は平成22(2010)

年度入試より、同後期課程は平成24(2012)年度入試よりそれぞれ学生募集を停止してい

る。設置する予定の4年制博士課程については、文部科学省への設置手続きに向けて学

内の関係部署等と調整を図りつつ、本学の教育理念・方針に適う教育課程や教育研究内

容・方法などの検討及び作成を推し進めた。 

・工学研究科博士前期課程では、社会開発工学専攻の中に「都市・地域計画学」「環境・

水工学」「構造工学」「土質・地盤工学」の4分野、機械・システム工学専攻の中に「シ

ステム制御工学」「加工・生産システム工学」「熱・流体システム工学」「材料工学」の4

分野、電気電子工学専攻の中に「電子物性学」「電力・制御工学」「光・電磁波工学」の

3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、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」などの数学、

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。同博士

後期課程では、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。 

・経営情報学研究科では、基礎となる学部における各コースの専門領域を基礎とし、新た

な時代の要請と研究活動の進展に対応して、さらに高度な専門性と幅広い識見、実践力
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を有する人材の育成に応えていくため、高度かつ複合的な授業内容の授業科目を配置し

ている。平成21(2009)年度以降、「企業経営」「地域経営」「会計ファイナンス」「IT戦略」

「人材開発」「ネットビジネス」の各コースの専門領域を基礎として、一部授業科目の

講義内容を整合性のあるものに改めた。 

・経営情報学研究科博士前期課程では「経営領域」「情報領域」「環境領域」の3つの教育研

究領域を設け教育課程を編成しており、経営情報学の教育研究を推し進めていくために、

経営、情報、環境に関する諸学を一段と高度なレベルに統合し、近年の経営環境の変化

に適切に対応できる高度で幅広い経営情報学の専門的知識を持つ人材の養成という目

的に適う内容となっている。同博士後期課程では、経営情報学のさらなる発展と経営情

報学を高度かつ複合的に身に付けた専門家や専門的職業人の養成を目的とし、「経営領

域」「情報領域」「地域領域」の3つの教育研究領域を設けた教育課程を編成している。

それぞれの領域に研究指導と論文作成指導を中心とした演習科目を配置し、これを教育

課程上のコア科目と位置づけ、各領域に体系的に授業科目を配置している。 

・法学研究科修士課程では、教育目標を「高度の法学的知識を修めた広義の法律実務専門

職を養成する」「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職の養成を図る」としている。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、指導教員の指導の下、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。 

・国際言語文化研究科修士課程では、「英米言語文化研究領域」と「東アジア文化研究領

域」のそれぞれに特論24科目と総合演習4科目（研究・論文指導含む）を配当し、さら

に共通授業科目10科目を配置している。共通授業科目のうち「異文化理解Ⅰ・Ⅱ」は6

人の異なる専門領域の授業担当者がリレー講義を行い、多彩なジャンルの異文化を教授

している。 

 

表３－２－１ 年間履修上限単位数 
学部 工・理工学部 外国語学部 経営情報・経営学部 薬学部 法学部 

年間履修申請 

上限単位数 
56単位以内 

48単位以内 
(平成22年度入学者) 

52単位以内 
(平成21年度以前入学者) 

52単位以内 55単位以内 48単位以内 
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表３－２－２ 上位年次配当科目の履修要件 

＜工学部＞ 

 第2年次配当授業科目履修要件（学部共通） 1年次配当授業科目のうち、総計20単位以上を修得。 

 第3年次配当授業科目履修要件（学部共通） 1・2年次配当授業科目のうち、総計58単位以上を修得。 

 

第4年次配当授業科目履修要件 

都市環境システム

工学科 

(1) 1～3年次配当授業科目のうち、専門科目54単位以上を含めて総計110単位以上を修得。 

(2) 1・2年次配当授業科目のうち、専門科目の必修科目21単位を修得。 

(3) 都市環境システム総合コースは、専門科目の選択必修科目のうち「水理学Ⅰ」「地球環境学」2科目4

単位を修得。 

建築学科 

1～3年次配当授業科目のうち、専門科目の必修科目45単位、専門関連科目20単位以上(選択必修科

目6単位以上を含む)、基礎科目10単位以上(外国語8単位以上を含む)及び教養科目10単位以上を含

めて総計110単位以上を修得。 

電気電子工学科 

専門科目66単位以上（必修科目28単位以上、選択必修科目2単位以上及び選択したコースと同名の

系統・分野の授業科目から24単位以上をそれぞれ含む）、専門関連科目14単位以上（必修科目6単位

を含む）、基礎科目10単位以上（外国語8単位以上を含む）及び教養科目12単位以上を含めて総計

110単位以上を修得。 

機械工学科 

(1)1～3年次配当授業科目のうち、専門関連科目18単位以上、基礎科目10単位以上(外国語8単位以

上を含む)及び教養科目12単位以上を含めて総計110単位以上を修得。 

(2)「設計製図Ⅰ」「設計製図Ⅱ」「設計製図Ⅲ」「設計製図Ⅳ」「機械工作実習Ⅰ」「機械工作実習Ⅱ」

「機械工学実験a」及び「機械工学実験b」のうちから10単位以上ならびに「機械ベーシックセミナー」

及び「機械創成演習」を修得。 

マネジメント 

システム工学科 

1～3年次配当授業科目のうち、専門科目72単位以上、専門関連科目「微積分Ⅰ」「微積分Ⅱ」「線形代

数Ⅰ」「線形代数Ⅱ」のなかから6単位以上、基礎科目外国語8単位以上を含めて総計110単位以上を

修得。 

＜理工学部＞ 

 第2年次配当授業科目履修要件（学部共通） 1年次配当授業科目のうち、総計20単位以上を修得。 

 第3年次配当授業科目履修要件（学部共通） 1・2年次配当授業科目のうち、総計58単位以上を修得。 

 

第4年次配当授業科目履修要件 

生命科学科 1～3年次配当授業科目のうち、総計110単位以上を修得。 

住環境デザイン 

学科 
1～3年次配当授業科目のうち、総計110単位以上を修得。 

建築学科 1～3年次配当授業科目のうち、必修科目のすべてを含んで総計110単位以上を修得。 

機械工学科 1～3年次配当授業科目のうち、総計110単位以上を修得。 

電気電子工学科 

1～3年次配当授業科目のうち、総計110単位以上を修得。 

ただし、専門科目について、つぎの条件のすべてを満たすものとする。 

(1)専門基礎群の科目から16単位以上(平成22(2010)年度入学者は必修科目2科目6単位、平成

23(2011)年度入学者は必修科目3科目7単位および、数学系の「微積分Ⅱ」、「線形代数Ⅱ」、「電気

数学I」、「電気数学Ⅱ」から１科目以上、科学系の選択科目から3単位以上、情報系の科目から2単位

以上をそれぞれ含む)を修得。 

(2)専門コア群と少人数教育群の科目から必修科目23単位以上、平成22(2010)年度入学者は選択必修

科目2単位以上を修得。 

(3)平成22(2010)年度入学者は専門コア群の電気電子系または情報通信系いずれかの系の科目から14

単位以上を修得。平成23(2011)年度入学者は専門コア群の科目について、電気電子コースは電気

設備系および電子応用系の科目から16単位以上、情報通信コースは情報処理系、通信基礎系およ

び通信設備系の科目から１６単位以上、電気・通信システム総合コースは電気設備系および通信設

備系の科目から16単位以上を修得。 

都市環境工学科 

1～3年次配当授業科目のうち、総計110単位以上を修得。 

ただし、専門科目について、つぎの条件のすべてを満たすものとする。 

(1)70単位以上を修得。 

(2)1・2年次配当授業科目の必修科目21単位を修得。 
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＜外国語学部＞ 

〔平成22(2010)年度以降入学者〕 

第2年次配当授業

科目履修要件 

1年次配当授業科目のうち、専門科目(「初年次ゼミナール」2単位、「基礎ゼミナール」2単位を含む)及

び教養科目の中から総計24単位以上を修得。 

第3年次配当授業

科目履修要件 

1・2年次配当の授業科目のうち、専門科目(「初年次ゼミナール」2単位、「基礎ゼミナール」2単位、「基

礎演習Ⅰ・Ⅱ」4単位を含む)及び教養科目の中から総計60単位以上を修得。 

第4年次配当授業

科目履修要件 

1～3年次配当の授業科目のうち、専門科目(「初年次ゼミナール」2単位、「基礎ゼミナール」2単位、「基

礎演習Ⅰ・Ⅱ」4単位、「文化演習Ⅰ・Ⅱ」4単位を含む)及び教養科目の中から総計100単位以上を修

得。 

〔平成21(2009)年度以前入学者〕 

第2年次配当授業

科目履修要件 

1年次配当授業科目のうち、専門科目(「基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ」4単位を含む)及び教養科目の中から総

計24単位以上を修得。 

第3年次配当授業

科目履修要件 

1・2年次配当の授業科目のうち、専門科目(「基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ」4単位、「プレゼミナールⅠ・Ⅱ」4単

位を含む)及び教養科目の中から総計50単位以上を修得。 

第4年次配当授業

科目履修要件 

1～3年次配当の授業科目のうち、専門科目(「基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ」4単位、「プレゼミナールⅠ・Ⅱ」4

単位、「文化演習」4単位を含む)及び教養科目の中から総計100単位以上を修得。 

＜経営情報学部・経営学部＞ 

第2年次配当授業

科目履修要件 

1年次配当の授業科目のうち、専門科目及び教養科目において、「キャリアデザイン入門」「基礎演習」

及び「専門基礎演習」を含め総計30単位以上を修得。 

第3年次配当授業

科目履修要件 

1・2年次配当の授業科目のうち、専門科目及び教養科目において、「キャリアデザイン入門」「基礎演

習」「専門基礎演習」及び「演習Ⅰ」を含め総計62単位以上を修得。 

第4年次配当授業

科目履修要件 

1～3年次配当の授業科目のうち、「キャリアデザイン入門」「基礎演習」「専門基礎演習」「演習Ⅰ」及び

「演習Ⅱ」を含む専門科目74単位以上、A群コミュニケーション科目l0単位以上(「英語基礎会話a、b」2

単位を含む)を含む教養科目26単位以上の総計l00単位以上を修得。 

＜薬学部＞ 

第2年次配当授業

科目履修要件 

1年次配当の授業科目のうち、専門科目において、必修の講義科目4単位、A群選択科目のうちから7.5

単位以上及び実習・演習科目4単位、計15.5単位以上を修得。 

第3年次配当授業

科目履修要件 

2年次配当授業科目を履修し、1・2年次配当の授業科目のうち、専門科目において、必修の講義科目6

単位、A群選択科目のうちから25.5単位以上及び実習・演習科目12単位、計43.5単位以上を修得。 

第4年次配当授業

科目履修要件 

3年次配当授業科目を履修し、1～3年次配当の授業科目のうち、専門科目において、必修の講義科目

6単位、A群選択科目のうちから49.5単位以上及び実習・演習科目20単位、計75.5単位以上を修得。 

第5年次配当授業

科目履修要件 

4年次配当授業科目を履修し、1～4年次配当の授業科目のうち、専門科目において、必修の講義科日

7単位、選択必修科目の内から1.5単位以上、A群選択科目のうちから69単位以上、B群選択科目のうち

から4.5単位以上及び実習・演習科目25単位の計107単位以上、基礎科目9単位以上及び教養科目16

単位以上(必修6単位を含む)を修得。 

第6年次配当授業

科目履修要件 
第5年次の配当授業科目を履修する要件を充足。 

＜法学部＞ 

第2年次配当授業

科目履修要件 

1年次配当の授業科目のうち、「法学基礎演習Ⅰ」及び「法学基礎演習Ⅱ」を含め、専門科目ならびに

教養科目から総計24単位以上を修得。 

第3年次配当授業

科目履修要件 

1・2年次配当の授業科目のうち、「法学基礎演習Ⅰ」、「法学基礎演習Ⅱ」、「専門演習Ⅰ」および前記3

科目以外の必修科目から2単位以上、キャリア形成科目の「キャリアデザインⅠ」あるいは「キャリアデザイ

ンⅡ」を含む2単位以上を含め、専門科目ならびに教養科目から総計60単位以上を修得。 

第4年次配当授業

科目履修要件 

1～3年次配当の授業科目のうち、「法学基礎演習Ⅰ」、「法学基礎演習Ⅱ」、「専門演習Ⅰ」、「「専門演

習Ⅱ」および前記4科目以外の必修科目から4単位以上を含め、専門科目80単位以上ならびに教養科

目16単位以上および「キャリアデザインⅠ」、「キャリアデザインⅡ」2単位を含め、キャリア形成科目4単位

以上の総計100単位以上を修得。 

 

 28



摂南大学 

＜経済学部＞ 

第2年次配当授業

科目履修要件 

1年次配当の授業科目のうち、専門科目および教養科目において、「基礎演習」を含め総計24単位以

上を修得。 

第3年次配当授業

科目履修要件 

1・2年次配当の授業科目のうち、専門科目および教養科目において、「基礎演習」「専門演習Ⅰ」および

「経済キャリア入門」を含め総計60単位以上を修得。 

第4年次配当授業

科目履修要件 

1～3年次配当の授業科目のうち、専門科目及び教養科目において、「基礎演習」「専門演習Ⅰ」「経済

キャリア入門」ならびに、Ａ群コミュニケーション科目10単位以上（「英語基礎会話ａ」「英語基礎会話ｂ」を

含む）を含め総計90単位以上を修得。 

 

表３－２－３ 所属学部学科の卒業に必要な単位数 

＜工学部＞ 
学 科 専門科目 専門関連科目 基礎科目 教養科目 計 

都市環境システム工学科 80単位以上 18単位以上 16単位以上 

建築学科 84単位以上 20単位以上 10単位以上 

電気電子工学科 84単位以上 14単位以上 16単位以上 

機械工学科 80単位以上 18単位以上 16単位以上 

マネジメントシステム工学科 82単位以上 16単位以上 

10単位以上 

(外国語8単位 

以上を含む) 

16単位以上 

124単位

以上 

＜理工学部＞ 
学 科 専門科目 教養科目 計 

生命科学科 96単位以上 28単位以上 

住環境デザイン学科 96単位以上 28単位以上 

建築学科 96単位以上 28単位以上 

機械工学科 96単位以上 28単位以上 

電気電子工学科 
96単位以上 

（ただし2011年度入学者は98単位以上）
28単位以上 

（ただし2011年度入学者は26単位以上） 

都市環境工学科 98単位以上 26単位以上 

124単位

以上 

＜外国語学部＞ 

〔平成22(2010)年度以降入学者〕 
専門科目 

選択必修科目 コース 
必修科目 

主言語 コース 
選択科目 

教養科目 計 

英語コース  12単位 16単位 64単位以上 

中国語コース  24単位 － 68単位以上 

スペイン語コース 16単位 14単位 － 78単位以上 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ･ﾏﾚｰ語コース  12単位 － 80単位以上 

国際文化コース  12単位 － 80単位以上 

16単位 

以上 

124単位

以上 

〔平成21(2009)年度以前入学者〕 
専門科目 

選択必修科目 コース 
必修科目 

主言語 コース 
選択科目 

教養科目 計 

英語コース 20単位 64単位以上 

中国語コース 24単位 60単位以上 

スペイン語コース 6単位 78単位以上 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ･ﾏﾚｰ語コース 10単位 74単位以上 

国際文化コース 

16単位 8単位 

－ 84単位以上 

16単位 

以上 

124単位

以上 

＜経営情報学部・経営学部＞ 
専門科目 教養科目 

必修科目 選択必修科目 選択科目 必修科目 選択科目 
計 

28単位 4単位 

66単位以上 

（所属コースの科目 

16単位以上含む） 

2単位 

24単位以上 

(A群コミュニケーション 

10単位以上を含む) 

124単位

以上 
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＜薬学部＞ 
専門科目 教養科目 

必修科目 

講義 
実習･演習科
目､特別研究 

選択必修 
科目 

Ａ群 
選択科目

Ｂ群 
選択科目

Ｃ群 
選択科目

基礎 
科目 必修 選択 

計 

9単位 72単位 
1.5単位 

以上 

73.5単位

以上 

4.5単位

以上 

4.5単位

以上 

9単位 

以上 
6単位 

10単位 

以上 

190単位

以上 

＜法学部＞ 

専門科目 ｷｬﾘｱ形成科目 

必修科目 選択必修科目 選択科目 
教養科目 

必修科目 選択必修科目 選択科目 
計 

2 単位 
選択必修 3 単位を含む 4 単位

以上 20単位 40単位 36単位以上 
22単位以上

(外国語4単

位以上含む) 6 単位以上 

124単位

以上 

＜経済学部＞ 
専門科目 教養科目 

必修科目 選択必修科目 選択科目  
計 

36単位 14単位 

46単位以上 

（地域経済群または観光経

済群の中から10単位以上

及びアドバンスト科目群Ｂ

の中から4単位以上、その

他科目から32単位以上） 

28単位以上 

(A群コミュニケーション科目 

10単位以上を含む) 

124単位

以上 

 

・大学院については、全課程において、進級要件は設けていない。 
 

表３－２－４ 研究科の修了要件 

＜博士前期課程・修士課程＞ 
研究科 授業科目 修士論文審査 最終試験 研究科委員会判定 

全研究科 30単位以上 合格 合格 合格 

・在学期間2年を有すること。ただし、優れた研究業績を上げた者については、1年以上在

学すれば足りるものとしている。 

＜博士後期課程＞ 
研究科 授業科目 博士論文審査 最終試験 研究科委員会判定 

薬学研究科 － 合格 合格 合格 

工学研究科 22単位以上 合格 合格 合格 

経営情報学研究科 20単位以上 合格 合格 合格 

・博士課程の在学期間は、当該課程に大学院設置基準（昭和49年6月20日文部省令第28号）

第17条に定める期間以上在学することとしている。 

・博士の学位については、本大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格し、かつ、本大

学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力があると確認された者には研究科委員

会の審議を経て、博士の学位が授与されており、平成23(2011)年度における博士の学位

授与数は表3-2-5のとおりである。 

表３－２－５ 博士授与数 
研究科 甲 乙 

薬学研究科 20 25 

経営情報学研究科 7 2 

工学研究科 2 － 
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備考：「甲」は学位規定第3条第1項の規定により授与された学位（課程博士） 

            「乙」は同規定第3条第2項の規定により授与された学位（論文博士） 

・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。 

・シラバスを作成する際、評価基準や評価方法について明記している。各授業科目の成績

はシラバスで公表されている評価方法に基づいて適正に評価されている。学部ごとの科

目の成績評価基準を表 3-2-6 に、大学院の成績評価基準を表 3-2-7 に示す。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。 

 
表３－２－６ 学業成績の評価基準（学部） 

点数区分 
学 部 

100～90 89～80 79～70 69～60 59～40 39～0 受験せず

工学部・理工学部 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｆ × 

外国語学部 ５ ４ ３ ２ １ × 

平成17年度以前入学生 ５ ４ ３ ２ １ × 

平成18～20年度入学生 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ × 
経営情報学部・

経営学部 
平成21年度以降入学生 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ × 

薬学部 ５ ４ ３ ２ １ × 

平成17年度以前入学生 ５ ４ ３ ２ １ × 
法学部 

平成18年度以降入学生 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ × 

経済学部 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ   Ｄ Ｅ   × 

合 否 合 否 

表３－２－７ 学業成績の評価基準（大学院） 
点数区分 100～80 79～70 69～60 59～0 受験せず 

全研究科 5 4 3 2 × 

合  否 合格 不合格 受験せず 

 

・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。 

・学業成績は保証人へ成績表の見方を詳細に示した解説書とともに、毎回郵送している。 
 

○他大学等での既修得単位の取扱い 

「他大学を卒業あるいは2年以上在籍して中途退学した者」「外国において学校教育にお

ける14年の課程を修了した者」「短期大学・高等専門学校・旧国立工業教員養成所また

は国立養護教諭養成所を卒業した者」「学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)

第92条の3に定める従前の規定による高校、専門学校または教員養成諸学校等の課程を

修了または卒業した者」「専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の

文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る)を修了した者」「本大学以外の大学に入

学し履修歴のある者」「外国の大学に入学し履修歴のある者」については、それまでに

修得した単位の取扱いは、当該学生の単位認定申請に対し、その学習教育内容及び単位

数を本学の教育課程と照合のうえ、学則第21条に基づき、学部長が教授会の議を経て、

卒業の要件となる単位として認定している。 

このほか、外国語学部では、本学の留学制度によって提携先大学へ半年または1年間留
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学した学生に、留学先の成績に基づき、30単位を上限に単位を認定している。 
 

○転学部・転学科における既修得単位の取扱い 

転学部・転学科の制度を設けており、志望先の学部または学科に欠員がある場合に限り、

1年次もしくは2年次（薬学部は1年次のみ）への転学部・転学科を許可している。その

際は、各学部において在学中の成績や試験の実施により判定を行っている。在学中に履

修した授業科目及び修得した単位の認定については、教授会の議を経て学部長が定めて

いる。 

 

（２）３－２の自己評価 

＜大学全体＞ 

・各学部における教育課程は、年次進行に応じて体系的にバランスよく適切に編成されて

いる。 

・1年次から4年間一貫の少人数によるゼミナール教育あるいは担任制を実施していること

で、学部それぞれの教育方針に基づいた導入教育からキャリア支援へ至る指導を行うこ

とができている。 

・大学で授業を受ける際の基本的な姿勢や社会ルールの欠落している新入生が増加傾向に

ある。この対策は各学部のゼミナール教育で行っているが、これは学部を問わない共通

した問題であり、全学的な対策を検討する必要がある。 

・成績評価は、履修規定に基づき適切に実施されている。 

・成績評価結果に異議がある場合の申し立ては、期間を定めて受付けを行っており、評価

の厳正化に努めている。 

・公的資格取得による単位認定及び既修得単位の認定は、教授会の審議を経て適正に行わ

れている。 

・「行事予定表」は、全体の学事日程だけでなく、語学検定試験など、学部独自の学部生活

における必要事項が網羅されている。また外国語学部では、学部独自のホームページの

活用により、学外（海外含む）にいる学生にとっても主要な行事を確認できるよう配慮

している。 

・基礎学力の向上やキャリア形成教育の必要性に鑑み、平成20(2008)年度から「キャリア

デザインⅠ(BASIC)」と「日本語能力養成講座」を、平成21(2009)年度から「キャリア

デザインⅡ(ADVANCED)」などを新たに開講した。 

＜工学部・理工学部＞ 

・GPA評価による学生へのきめ細かな指導は、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。 

・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ような編成となっている。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たことにより、各学生へ

個別の学習指導ができている。 

・住環境デザイン学科では、すべての学生がすべての教員に少人数ゼミで教育を受けられ
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るように1年次から基礎ゼミを行っている。 

・都市環境システム工学科（現 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、授業進行にも良

い影響を与えている。そして、その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など、素晴らしい研究を成し遂げる学

生が多くなっている。 

・建築学科の教育課程については、建築学の学問体系に対応しているものであり、近年進

むそれぞれの境界領域での学問の深化への対応に関する検討が不足している。また「設

計演習」では、基本が習得できていないために図面のコピーができない学生も出てきて

いる。建設現場の見学は研究室配属の少人数学生を対象として毎年実施されているほか、

キャンパス内に建設工事がある場合には、全学年を対象に見学が実施している。特別教

育期間には学外コンペ受賞学生による講演会などを実施している。 

・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に重点

を置いている。特に「電磁気学」「電気回路」「微積分」において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。ただし、学生の

学力が低下傾向にあり、「電気回路」などの基礎科目を数回履修しても単位を修得でき

ないケースがあり、実効的な対応が求められる。 

・機械工学科では、少人数クラス単位における1年次の「機械ベーシックセミナー（機械

創成基礎演習Ⅰ）」や3年次後期の「機械工学セミナー（機械創成基礎演習Ⅲ）」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

編成で開講している専門基礎科目において、きめ細かい指導を行うことにより、学生の

理解度が増し、教育効果が向上している。 

・マネジメントシステム工学科の教養科目、基礎教育科目、専門教育科目は、体系的かつ

効果的に配当されており、実践的な情報技術と幅広い管理技術を統合的に学習できる教

育課程となっている。また、社会のニーズに即応して選択できる科目の幅を広くした編

成となっている。 

＜外国語学部＞ 

・主言語の英語、中国語、スペイン語、インドネシア･マレー語の教育課程は他大学の同

系学部でも類をみないほど高密度な内容である。習熟度別クラス編成の徹底により、教

育の成果は年々高まり、語学検定実績も着実に成果を上げている。 

・各年次における少人数制ゼミナールは、学習面だけでなく学生生活全般にわたり、きめ

細かな指導が徹底できている。 

・外国語の授業に関しては、視聴覚機器が標準配備された少人数式の語学ゼミ室、CALL教

室、小スタジオ等を活用して、最新のマルチメディア機器を駆使して効果的な学習が行

われている。 

・低学年から進級要件を定めており、4年間順調に学習しているかどうかを客観的に示す

ことができていることから、進級要件は適切であると言える。進級に必要な必修科目の

中に、数値による結果を出すテスト評価が困難なゼミ科目があり、そのゼミの明解な合

否判定基準が示せず、教員の会議やFDフォーラムで検討課題となっている。 
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＜経営情報学部・経営学部＞ 

・少人数教育、実践教育の授業科目を体系的、段階的に配置した履修モデルの設定により、

学生に目的意識を持たせ、学部の教育目的に沿った人材を養成する教育を行う努力がな

され、一定の効果をあげている。 

＜薬学部＞ 

・教育目的に基づき、学年ごとのバランスに配慮した教育課程を編成している。授業内容

については、日本薬学会が定めた「薬学教育モデル･コアカリキュラム」に基づいて適

切に設定されている。 

＜法学部＞ 

・少人数教育は、学生との意思疎通などの観点においても効果があり、学生と教員とのコ

ミュニケーションは十分に図られているといえる。 

・平成20(2008)年度から資格取得奨励の一環として「宅地建物取引主任者試験対策講座」、

平成22(2010)年度から「ビジネス実務法務検定3級受験対策講座」を開設し、学習意欲

を向上させている。 

＜経済学部＞ 

・所属ゼミ担当教員による個別指導を「授業・学生生活チェックシート」「履修科目成績

表」などのデータをもとに、学習のみならず学生生活全般にわたってきめ細かな指導を

徹底している。 

・3年次から本格化するフィールド調査、インターンシップなどの準備が2年次の専門演習

で開始されるほか、学外ゲストを招いた「摂南経済ゲストレクチャー」や、オリックス

球団と提携した「ベースボールエコノミックス」などが開講され、実地と結びついた学

習の意欲を向上させている。 

＜大学院＞ 

・大学院における学位授与は、博士（甲）、博士（乙）とも所定のプロセスに従い適正に行

われている。 

・法学研究科及び国際言語文化研究科の学生数は、比較的少なく、学生一人ひとりに対し

てきめ細かな指導体制となっている。指導教員の直接指導の下、他の教員たちからの助

言・指導を受けられる内容となっており、大学院教育本来の、師の日常に接した指導を

仰げる環境にある。 

 

（３）３－２の改善・向上方策（将来計画） 

＜大学全体＞ 

・教育課程の編成は、社会の変化に対応できる基礎的能力を身に付けた人材を育成できる

よう、さらなる改善や再編を検討する。 

・入学前から卒業へ至る、個々の学生のキャリア意識を育成すべく、初年次教育の体系化

と教養教育の充実を図る。 

・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、

検討を進めていく。 

＜工学部・理工学部＞ 

・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
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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。 

・英語や教養系科目との意見交換などを経て、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の

できる自由科目として内容の充実を図る。 

・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。この特徴を活かして、

教育プログラムをさらに特色あるものに発展させるための検討を行っている。そのよう

な議論を経て、将来のカリキュラム構成、コース分け、JABEE受審などに反映させて計

画的に実行する予定である。また、1年次から3年次までにわたる少人数ゼミの効果を上

げるために、すべての学生がすべての教員に3年次前期までに少人数ゼミで教育を受け

られるよう工夫を行っている。これにより、各教員の専門や人間性をより深く理解でき

ることになり、大学の教育理念である「全人の育成、知的専門職業人としての心構え」

などについて高い教育効果を得ることができる。 

・都市環境システム工学科（現 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ていく。 

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

低い学生には「設計演習Ⅲ」において基礎の復習的指導、やる気のある学生には「設計

演習Ⅲs」においてさらに高度な指導を行い、学生の多様なニーズに対応している。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とする。同一教科書及

び同一試験による評価を行う。 

・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

件の見直しを引き続き行う。また、入学者の多様化に伴い、本来、高校で履修されてい

るべき数学、物理に慣れ親しんでいない学生が入学している。これに対し、現在は、高

校物理の復習科目である「物理の基礎」や高校数学の復習である「電気工学基礎演習」

（平成23(2011)年度からは「電気工学基礎導入演習」）など1年次向けの科目を開講して

対応している。しかし、学生の学力レベルの変化が予想よりも早く、教育課程改訂に追

われている。学生の質の変化を見極めながら、将来的には、文章読解力の涵養を図る科

目、中学校レベルまで立ち戻った数理的基礎力を演習する科目などの新設を検討する。 

・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。 

＜外国語学部＞ 

・平成22(2010)年度入学生から、従来の教育方針である「外国語運用能力」と「世界の文

化についての理解」の強化の2本柱に加え、3つ目の柱として「ライフプランニング支援」

を新たに掲げ、キャリア形成支援教育を拡充させるため、言語科目と文化科目の修得要
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件等を見直し、各コース（特に「国際文化コース」）の教育内容をより明確にした。今

後、新カリキュラムの実質的な効果を随時点検し、継続して改善を行う。 

＜経営情報学部・経営学部＞ 

・平成18(2006)年4月の改組時に学生の職業意識を高めるため、キャリア教育に関する科目

を正規の教育課程に配当した。今後は、専門科目においても実社会との結び付きや職業

との関連性を意識させながら授業を行うことにより、広義のキャリア教育を展開してい

く。また、グローバル化、ITをはじめとする科学技術の発展、地球環境問題の深刻化な

どに伴う企業経営の急激な変化に対応できる理論と技術を涵養し、複眼的な思考能力や

実践力を有する人材を育成するため、学部改革ワーキンググループを設けて平成

24(2012)年度施行を目指し教育課程の改変を検討している。 

＜薬学部＞ 

・今後、キャリア科目の充実を図るため、正課科目として導入することを検討している。

これにより、教育課程、進級・卒業要件などは改正する必要がある。また教育課程は完

成年度を待って改善･改革することになるが、内容が体系的かつ適切かどうかは本学部

教務委員会が中心となって随時精査し、教授会で議論していく。 

＜法学部＞ 

・ゼミにおける基礎教育と専門教育を充実して、コミュニケーション能力豊かな自立した  

学生を育て、学生の積極性を引き出すようにする。また、学年を超えた学生の縦のつな

がりを図ることができるよう、複数学年参加のゼミを開講するなど工夫する。ディベー

トやプレゼンテーションの訓練は基礎ゼミの共通課題とし、1年次から基本的な力を段

階的に鍛えるような教育課程を編成し、そのための共通教材を作成する。教育課程につ

いては、社会と学生のニーズの変化に応じて、柔軟に教育課程の改善を行っていく。さ

らに、学生のニーズを一層精緻に調査するとともに、キャリアルームを積極的に活用し、

法学部独自のキャリア・進路指導に役立てていく。 

＜経済学部＞ 

・ゼミでは、「担任学生カード」や学部で独自に作成した「授業・学生生活チェックシート」

により個別指導を行っている。成績表も教員から手渡し、その際に指導を与えているが、

今後、欠席がちな学生やゼミが開講されない1年次後期の学生指導についての対応を検

討していく。 

・「地域経済」「観光経済」の教材開発や教育カリキュラムの細目検討を行うとともに、実

地に近い教育の実施方法（インターンシップやフィールドスタディの達成目標と実施プ

ログラムなど）について具体化を図り、実施に向けて準備を行う。 

・教育の主専攻「地域経済」と「観光経済」は学際的に広がりうるものであり、他学部と

調整して学部横断型の専門的カリキュラムが形成されることが望ましく、今後、全学共

通教育の答申に留意して、具体的に検討していく。 

・学生の授業受容度、試験等で測られる達成度、学部全体での教育成果の整合性などをFD

活動によって検証し、改善する必要がある。 

＜薬学研究科＞ 

・6年制薬学部を基礎とする4年制の博士課程を開設することを文部科学省に届出済みであ

り、今後は幅広く医療関連分野で活躍できる人材を養成するための教育方法・内容を検
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討する。 

＜工学研究科＞ 

・博士前期課程に社会開発工学、機械システム工学、電気電子工学の3専攻があり、それぞ

れ8人の定員を有しているが、その充足率が十分でない。これを充足するために、より

社会ニーズにマッチした教育課程となるよう改善を図るとともに、魅力ある進路の開拓

などに取り組む。 

＜経営情報学研究科＞ 

・経営情報学の発展への寄与、社会的要請への対応、地域振興への貢献、高度専門的職業

人の養成機能の強化などに応えられる研究体制の整備に連動させて授業科目、授業内容

の改善を図る。 

＜法学研究科＞ 

・法曹養成機関であるロースクールとの違いを明確にした研究機関としての位置づけが必

要である。このため、教育研究上の目的である、高度な法学知識を身に付けた専門職業

人、実務と理論に通じた実務型専門家養成機関として、従来の座学を中心とした教育・

研究から、「使える」法学教育・研究機関を目指した展開と変革を展開している。平成

18(2006)年度から、法学部の教育課程の大幅な改定を行い、「使える」法学教育に取り

組んでおり、学部教育と連動した、充実した学部教育の上に立脚した大学院としての体

制整備を今後も図るとともに、充実させていく方針である。 

＜国際言語文化研究科＞ 

・過去3年間、アジア諸国からの外国人留学生の入学が続いており、問い合わせも含め、毎

年度、外国人のための日本語教育の専攻希望者が一定数存在する。今後、これらのニー

ズを積極的に受け入れるための教育課程・教員スタッフの整備について検討する。 

 

３－３．教育目的の達成状況を点検・評価するための努力が行われていること。 

《３－３の視点》 

３－３－① 学生の学習状況・資格取得・就職状況の調査、学生の意識調査、就職先の企

業アンケートなどにより、教育目的の達成状況を点検・評価するための努力

が行われているか。 

 

（１）事実の説明（現状） 

＜大学全体＞ 

・定められた公的資格を取得した場合、申請することでそれぞれに対応した単位を認定し

ており、その都度、部長会議で認定を受けた学生数と認定件数が報告され、情報を共有

している。 

・資格取得や学生のキャリアアップを目的として、様々なエクステンション講座を開講し

ている。 

・全学的な事業として、TOEIC の受験と取得点数の目標を掲げ、年 3 回以上受験の機会を

設け、学内にて TOEIC 試験を実施している。 

・学生の就職状況については、就職部職員が学生一人ひとりに個別面談や電話を中心に、

企業の説明会参加から筆記試験、面接、内定、決定に至るまで、逐一報告を受け、記録
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している。また、その結果を学内関係部署あるいは担当教員にフィードバックし、きめ

細かい就職指導を展開している。また、就職部職員が積極的に企業を訪問し、あるいは

来訪企業との応対の中で企業が求める人物像を中心に採用活動に関する情報、就職した

卒業生の状況や活躍を聴取し、実社会での卒業生の実態を点検・評価するための一助と

している。 

＜工学部・理工学部＞ 

・外部評価の受審などに備えて、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）を発足させた。この委員会の前身である「工学部FD委員会JABEE-WG」では、

都市環境システム工学科（現 都市環境工学科）が平成19(2007)年度にJABEE（日本技術

者教育認定機構）を受審する際に、自己点検書原案に基づく評価を行うことでいくつか

の指摘箇所が挙げられ、卒業研究の審査法などの改善を図った。また、建築学科の作品

展の学内外での開催や寝屋川市ビジネスプランコンテストへの参加など、教育成果を積

極的に外部に公開している。 

・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）は、教育点検におけ

るシステムの構築と活動が最も先行している。本学科では、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、Plan-Do-Check-Action（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システムになっている。

教育改善計画委員会が実施してきた計画改善の具体例として、学習・教育目標、卒業要

件、教育課程、達成度評価方法等の見直し、工学基礎実験や総合演習などの科目の新設、

英語科目の共通試験（TOEICブリッジ）の導入などが挙げられる。また、学科内だけで

なく、基礎理工学機構や英語教室、専門非常勤講師との定期的な意見交換のシステムを

作り上げた。教育システム評価委員会の実績としては、学外の有識者による外部評価会

の実施、授業アンケート集計結果に基づいた専任教員全員による検討会の実施と学生へ

の報告などが挙げられる。また、学外の有識者で構成される外部評価会による点検も数

年に一度実施し、前回の外部評価では、今後の検討課題として、①コース分けの理念と

方法についての継続的な検討、②学習達成度を測るアウトカムズ評価の模索、を行うよ

うにとの評価を受けている。さらに平成19(2007)年度のJABEE受審では、教育改善シス

テムとしての活動は確認できたが、「教育改善計画委員会」や「教育システム評価委員

会」の目的・役割を示す内規等の整備が十分でないとの指摘を受け、それぞれの委員会

の目的と役割等を示す規約を作成した。その結果、平成21(2009)年度の中間審査では、

指摘された項目のすべてにおいて改善効果が評価されて、JABEE認定の継続が認められ

ている。 

・都市環境システム工学科（現 都市環境工学科）に引き続き、生命科学科を除く技術系4

学科においても順次JABEEを受審する準備を進めている。例えば、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、さらに都市環境システム工学科と同様、

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
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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。 

＜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っており、下記①の集計結果は教授会で報告している。 

①主言語英語学生を対象に、7月と1月の年2回、TOEICを実施。 

②主言語中国語学生を対象に、6月と11月の年2回、中国語検定を実施。 

③主言語スペイン語学生を対象に、6月と10月の年2回、スペイン語技能検定を実施。 

④主言語インドネシア･マレー語学生を対象に、7月と1月の年2回、インドネシア語技能

検定を実施。 

・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、

就職・進学状況を基本的に把握できている。出席状況の芳しくない学生に対する電話等

での呼び出しによる個別指導も含め、学生の修学状況の把握は行き届いているといえる。 

・外国人留学生に対しては、大学院に在学している外国人留学生をチューターとして採用

し、学部生に対する学習指導や生活指導に役立てている。 

＜薬学部＞ 

・教育課程は順を追った積み上げ式としており、年次の進行に伴ってより理解が深められ

るように科目を配置している。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（「医療倫理」「情報処理・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。 

・留年確定者及び成績不振者に対して、前・後期末に学生、保護者、担任教員ならびに教

務委員の4者による面談（場合によっては保護者を除く3者による面談）を行い、今後の

修学のアドバイスを行って。また、前・後期の成績表交付時に担任の教員から学生個々

に修学指導を行っている。 

・就職状況については、学部事務室の就職担当者が学生一人ひとりに個別面談や電話相談

を中心に調査を行っている。さらに、企業説明会参加の有無から、面接試験、内定状況

の進捗、希望業種・職種報告を受けデータ化しており、その結果を担当教員にフィード

バックし、教員からの指導に役立てている。 

・就職先企業のニーズについては、就職委員（教員）及び学部事務室の就職担当者が企業、

病院等を訪問しているほか、来訪企業担当者との面談を通して把握している。さらに、

そこから得た情報を記録し、企業の求めるニーズに合わせた学生のキャリア教育を推進

するとともに、就職活動学生への指導に役立てている。 

＜法学部＞ 
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・学生の学習状況については、通常の定期試験に加え、2年次全員が法学検定試験4級を受

験し学習成果を計っている。また、資格取得状況については、学部独自に取得学生を把

握している。さらに就職状況については、就職部と連携して把握に努め、内定状況を毎

月開講されるゼミにおいて帰属学生の状況を教員に伝え、未内定者への指導・アドバイ

スを行っている。 

＜経済学部＞ 

・学生指導にあたり、担当教員による「授業・学生生活チェックシート」「担任学生カード」

を作成し、指導に活用している。またこれらに加え、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。 

・専門科目及び教養科目について、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年次前期には、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。 

＜薬学研究科＞ 

・学生の資格取得の状況については、就職活動の求職申込としての「進路登録カード」に

より個別に調査し、データベース化している。資格取得の内容によっては、「資格取得

奨励金」を支給している。 

＜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いため、学生の学習状況、資格取得状況、

就職状況等が確実に把握できており、この結果を持ち寄り、専攻ごとに意見交換を行っ

ている。また、平成20(2008)年度の博士後期課程の設置を機に、研究科全体の教育の充

実を目指し、授業科目の見直しを進めており、平成21(2009)年度から博士前期課程で一

部授業科目の改廃・新設を実施した。この結果を踏まえ、今後、教育目的の達成状況の

点検・評価に組織的に取り組む予定である。また、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

行っており、将来の工学研究科の改組に向けて平成23(2011)年度から同主任会の構成員

を充実させたのを機に、教育目的の達成状況を点検するシステムの構築にも取り組む予

定である。 

＜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。しかし、学生数が少数であるため、個々の学生に対する教育目的の

達成状況の点検・評価は、現実的には効果的に機能している。 

＜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。 

＜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
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る日常的な対応を通じて把握している。 

 

（２）３－３の自己評価 

＜大学全体＞ 

・平成 22(2010)年度の公的資格による単位認定は、138 人 145 件であり、エクステンショ

ン講座の効果もあり、近年大幅に増加している。 

・学生一人ひとりの就職状況を逐次記録し、その結果を担当教員や関連部署にフィード

バックするなど、学生個々の希望や選考状況に即した的確なアドバイスができる体制を

構築している。 

＜工学部・理工学部＞ 

・学科としては都市環境システム工学科（現 都市環境工学科）が自己評価の仕組みの整備・

活動が進んでいるが、建築学科、機械工学科、電気電子工学科についても JABEE 受審を

目指して急速に組織を改善している。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て工学部全体

の教育の枠組みや教育内容について点検・評価し、その結果をもとに平成 22(2010)年度

から理工学部への改組を実行した。 

＜外国語学部＞ 

・各種語学検定については、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。その一方、進級上の強

制力がないため、年次進行に伴い受験の意義を見出せない学生は、受験を放棄するとい

う事例などが生じており、いかにモチベーションを持続させるかが課題である。 

＜経営情報学部・経営学部＞ 

・成績表交付時の個別面談などにより各学生の修学状況を把握するとともに、成績不振者

への個別指導や保護者を交えた三者面談など必要な指導を行っている。 

＜薬学部＞ 

・積み上げ式の教育課程と上位年次配当科目の履修要件（進級要件）が、年次進行に応じ

てバランスよく適切に設定されている。 

・教育目的を達成するために、全学生対象に「医療倫理」「情報処理・統計学演習」「臨床

心理学」の教養科目を必修科目に設定している。 

・教育の柱であ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面談

など、様々に修学指導を行っている。 

・就職委員及び就職担当教員による企業、病院等の訪問ならびに来訪企業担当者との面談

行っており、そこから得た情報を活用し、企業の求めるニーズと教育目的に合わせた学

生のキャリア教育を進めているとともに、就職活動学生への指導に役立てている。 

＜法学部＞ 

・学習成果は、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

者などにより現れてきており、法学検定の合格者をさらに増やすための指導も行ってい

る。また、学生のアンケート調査を積極的に実施し、そこからうかがえる不満に対して

は、継続的な教育課程改革、大学の設備更新、丁寧でわかりやすい授業、きめ細かなゼ
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ミ指導によって対応する。 

＜経済学部＞ 

・設立間もない学部として、多くのことが試行の段階にとどまっているので、それを逐次、

総括・反省しながら定着を図り、全学年を通じて一貫した教育に練り上げることが課題

である。 

・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行い授業担当教員にフィードバックするという活動を行った。

また、教員全員参加の教育レビュー会議を複数回開催し、それまでの教育成果の評価を

行って授業改善とFD活動に繋げている。 

・個々の学生に対しては、担任または演習指導教員による「授業・学生生活チェックシー

ト」「担任学生カード」への記入内容と履修及び成績状況を通じた個別指導が行える体

制を整えているため、そのきめ細かな実施と高学年向けの実施準備が課題である。 

＜薬学研究科＞ 

・事務室の就職担当者が学生一人ひとりに個別面談や電話相談などを通してきめ細かい

指導を行っている。また、説明会参加の有無から、面接試験、内定状況の進捗、希望業

種・職種の情報を担当教員にフィードバックし、学生の就職指導に役立ており、教職員

一丸となって学生サポートを行っている。 

＜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、ややもすれば個々の教員の努力に依存する傾向が残っており、組織的な

取組みが不十分である。また、育成した人材が社会で活躍できるよう就職先の開拓に本

研究科を挙げてさらに尽力する必要がある。 

＜経営情報学研究科＞ 

・大学院生の教育目的の達成状況の点検・把握は、実質的には機能している。 

＜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ており、このための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。 

＜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。 

 

（３）３－３の改善・向上方策（将来計画） 

＜工学部・理工学部＞ 

・都市環境システム工学科（現 都市環境工学科）以外の技術系学科もJABEE受審へ向けて

準備中であり、建築学科では平成22(2010)年度から、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

ステムの構築などを実施している。機械工学科も具体的な受審手続きを開始する予定で

ある。また電気電子工学科は、平成26(2014)年度のJABEE受審に向け、平成23(2011)年

度入学生から本教育プログラムを実践すべく計画している。ただし、外部評価だけに頼

ることなく、それに先立つ学部内での相互評価を定着させることが必要であり、点検・
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評価委員会が十分機能するように教職員が協力することが重要である。さらに、教育を

具体的に改善するにはFDとの連携が不可欠であるが、本学全体及び本学部のFD活動はか

なり充実しており、ここでの点検・評価システムが機能することによってFDがさらに向

上することが期待される。 

＜外国語学部＞ 

・前述の各種語学検定の受験により、学生の達成度の測定はうまく機能している。今後、

その成果をさらに向上させるよう、いかにして教育方法を工夫するかが継続的な課題と

なる。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。 

・資格取得については、資格取得推進委員会において継続的に検討を重ね、平成23(2011)

年度から単位認定対象資格を見直すこととした。また、販売士検定3級対策講座を開講

し、74人が合格した。今後はエクステンション講座とも連携し、さらに資格取得支援策

を講じていく。 

＜薬学部＞ 

・学生の基礎学力、学習意欲・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に担任制をより活性化させていく必要があるが、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、今後、担任制のあり方を全教職員対象の本

学部全体会議において議論していく。 

＜法学部＞ 

・平成20(2008)年度から宅地建物取引主任者資格試験対策講座を開講し、平成22(2010)年

度も3人が合格した。また、ビジネス実務法務検定試験3級にも21人が合格しており、学

生の資格取得へのニーズが高いことから、公的資格取得の推進と支援策を講じていく。

今後は、他の公的資格や公務員を目指す学生たちに対する支援等について、学部独自の

教育センターを設置するなどの方策を立て、法学・政治学に関わる専門職業人を養成す

るという教育目的の達成に努める。 

＜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、授業方式の改善などに繋

げるPDCAのサイクルを定着させることが課題である。 

・学年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

域連携活動などの実態を把握し、それを充実・促進するために「キャリア・学習支援委

員会」などの活動を通して個別ガイダンス・支援方法について具体化を図る。 

＜薬学研究科＞ 

・データベース化された学生の就職活動状況を関係する教職員で共有し、さらに充実した

就職サポート体制の確立を図る。 

＜工学研究科＞ 
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・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

方法などについても点検・評価を実施していく。また、本研究科の発展のためには、理

工学部完成年度を見据えた教員組織の見直しと充実に加え、学生の確保が必要であるの

で、今後はその方面にも力を入れていく方針である。 

＜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・評価のシステム構築を模索するとともに、

学生の就職率の向上に努める。 

＜法学研究科＞ 

・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、同窓会組織などとも協力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、今後の教育の改善に役立る。また、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。 

＜国際言語文化研究科＞ 

・教育課程見直しの検討に含め、学生の学習状況、資格取得状況の組織的把握に努める。 

 

［基準３の自己評価］ 

・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は設定されている。 

・教育目的実現のために、本学に設置されている学士課程、修士課程（博士前期課程）、博

士後期課程、教職課程それぞれの教育課程編成方針について、全学的な教育の方針に基

づき適切に設定されている。 

・年間行事予定、授業期間は明示されており、適切に運営されている。 

・年次別の履修科目の上限は学部によるが、履修上限単位と進級・卒業・修了要件が適切

に定められている。 

・教育・学習結果の評価は適切になされている。 

 

［基準３の改善・向上方策（将来計画）］ 

・今後、大学設置基準の改正に基づきキャリア教育を今まで以上に推し進めるため、法学

部を皮切りに順次カリキュラム改正を行う予定である。併せて、学生ならびに教職員の

キャリア教育に関する意識改革を促進するために、キャリア関連科目の時間割配当につ

いても工夫を凝らし、毎週金曜日にキャリア関連科目を集中的に配置する予定である。 

・平成21(2009)年度から教員だけではなく職員を交えた「教職員研修ワークショップ」を

開催し、効果的な教育方法について研修を行っており、この研修の充実を図っていく予

定である。 

＜工学部・理工学部＞ 

社会のニーズに合わせた教育課程の充実に向けて、教育改革を進めるとともに、導入

教育、教養教育の一層の充実を図る。 

＜外国語学部＞ 

外国人留学生のための日本語プログラム整備のため、外国人留学生対象科目等を教養

科目から専門科目に組み入れた。また、教育に関する方針に基づき、外国語学部にふさ
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わしいバランスのとれた教養科目に改正した。現在、全学の教養科目について全面的な

見直しが行っており、検討結果に基づき教育課程の見直しを行う。 

＜経営情報学科・経営学部＞ 

体系的な実践教育、キャリア教育をさらに推し進め、専門科目はもとより教養科目や

上位年次配当科目の履修要件等についても検討を重ね、教育課程に反映させていく。ま

た、現行の少人数教育の有効性が評価できるので、効果を鑑み、受講希望者が多人数と

なる場合のクラス分割などの措置が柔軟に行える体制を確立させる。 

＜薬学部＞ 

教育内容が体系的かつ適切か否かは、本学部教務委員会が中心となって随時精査し、

薬学部教授会で議論していく。今後は、これらの科目を正課科目として導入することを

検討している。 

＜法学部＞ 

初年次教育の充実を図るため、検討委員会等を設け教育課程の改善を行うほか、資格

取得支援講座の開講などキャリア支援の充実を図る。 

＜経済学部＞ 

4年間の学部教育を通して、導入教育及び経済学の基礎学習から、主専攻に応じた授

業、さらには広く深い学習・キャリア能力の涵養など、本学の教育目標に沿った経済学

教育をどのように体系化・具体化していくかが課題である。1学部1学科であることのメ

リットを活かし、全員参加によって教育体制の見直し・改善に取り組んでいく。特に、

実地に近い教育のあり方について、実務家教員だけに依存せず、「理論に裏づけられた

専門的職業人」の育成を目標として、学部全体で実施にあたるプログラムを一層発展さ

せる。 

＜薬学研究科＞ 

今後6年制の薬学部を基礎に置く修業年限4年の博士課程を平成24(2012)年度に設置

する予定であるが、教育または研究に特化した委員会の設置、キャリア教育の充実を図

るべく具体的施策の策定を行う。 

＜工学研究科＞ 

博士後期課程の一層の充実を図るとともに、博士前期課程においては、専門に偏り過

ぎた教育にならず、社会ニーズにマッチした教育ができるよう、教育課程の改善を図る。 

＜経営情報学研究科＞ 

基礎となる学部の教育課程改善に合わせた対応と、経営情報学発展への寄与、社会的

要請、地域振興貢献などに応えられる教育・研究体制の充実を図りつつ、教育課程の改

善を実施していく。 

＜法学研究科＞ 

法曹養成機関である法科大学院との違いを明確にし、法学専門職業人、実務型専門家

養成を目的とした教育・研究機関として、学部における教育課程の改定と連動した「使

える」法学教育・研究内容となるよう、研究科委員会を設け、教育課程の改善や体制整

備を行っていく。 

＜国際言語文化研究科＞ 

日本人学生の進学希望者の低下とアジア諸国出身の外国人留学生の進学希望者増加
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の現状を踏まえ、他大学との差別化と国際競争力をつけるために、本学受入れ層に見

合った教育課程の見直しと抜本的制度改革（大学院教員選考基準見直し等も含む）につ

いて検討する。 



摂南大学 

基準４．学生 

４－１．アドミッションポリシー（受入れ方針・入学者選抜方針）が明確にされ、適切に

運用されていること。 

《４－１の視点》 

４－１－① アドミッションポリシーが明確にされているか。 

４－１－② アドミッションポリシーに沿って、入学者選抜等が適切に運用されているか。 

４－１－③ 教育にふさわしい環境の確保のため、収容定員と入学定員及び在籍学生数並

びに授業を行う学生数が適切に管理されているか。 

 

（１）４－１の事実の説明（現状） 

 本学の教育の理念に基づいて、「何を知っているか」ではなく「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を育てることを目的とし

ている。このため、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の選抜を行っている。 

①アドミッションポリシー 

本学は、表 4-1-1 のとおり、アドミッションポリシーを定めている。 

  表４－１－１ アドミッションポリシー 
教育組織 ア ド ミ ッ シ ョ ン ポ リ シ ー 

理工学部 

科学技術者として必要な基礎知識を修得するとともに社会全体に対する関心をもち、継続的に学習する習慣を

身につけた社会で活躍できる人間性豊かな専門職業人の養成を行う。このため、最先端の科学技術に興味を持

ち、実際の社会において新たなことにチャレンジするなかで、自己を高めるとともに、社会に貢献したい学生の入

学を求めている。 

生 命 科 学 科 

生命の真理の追究を通じて、生命科学に関する高度な知識と技術を持ち、人が健康で安全な生活を営むための

医療、食品、環境に関する分野で活躍する基礎研究者および研究開発従事者を養成することを目指している。

創薬科学、食品科学、環境衛生科学などの分野を教育研究することにより、人の健康および自然環境との共生

を実現するための実践的な技術を身につけさせる。このため、基礎研究に興味を持ち、将来、医薬品開発や環

境問題に貢献したい学生の入学を求めている。 

住 環 境 

デ ザ イ ン 学 科 

来るべき持続可能な社会における住環境の計画・設計・技術に焦点を当てている。そのため、理論的考え方と豊

かな感性を合わせ持ち、かつ社会や組織のあり方、人の心理をも総合的に理解して行動できる人材を育成するこ

とを目指す。このため、広く温かい心と知的好奇心をもち、よりよい社会をつくるために働きたいと思っている人の

入学を求める。 

建 築 学 科 

地球環境を視野に入れ、多様な人間の生活空間に対して的確な問題意識をもち、生活基盤となる建築・都市空

間の安全性、機能性、審美性の追及と、社会や環境への適切な配慮のできる包括的な知識と技能、さらには倫

理観をもち、将来、一級建築士や二級建築士の資格取得を目標とする建築設計および建築生産などにかかわる

技術者の育成を目指している。このため、意欲と興味を持って建築学を学びたい学生の入学を求めている。 

機械 工 学科 

「ものづくり」に必要な専門基礎力を備え、高度技術社会で活躍できる機械技術者の育成を目指している。そこ

で、人間力を培うとともに機械工学の基礎から応用までの幅広い知識と技術を修得させる少人数実践教育を行っ

ている。このため、世の中のいろいろな「ものづくり」を通して社会に貢献したい人の入学を求めている。 

電 気 電 子 

工 学 科 

基礎学力に支えられた柔軟な専門対応能力と、豊かな創造性を備え、幅広い視野に立って社会に貢献できる電

気系技術者を育成することを目指している。このため、電気関連分野の基礎を身につけて、社会で活躍したいと

いう意欲のある人を幅広く求めている。 

都 市 環 境 

工 学 科 

複雑・高機能化した都市環境を建設・維持管理・リニューアルするハード面と環境に配慮した都市計画を立案す

るソフト面の両面から捉えた技術者教育を行い、実践的な技術を身につけた即戦力として活躍できる人材の育成

を目指す。このため、都市建設や環境保全に関わる分野に関心を持ち、技術を通じて社会に貢献したいと考え

て努力する意欲のある学生の入学を求めている。 

外国語学部 

外国語学科 

外国語の実践的能力を鍛えると同時に、世界の多様な文化を学ぶことにより、グローバルな視野と豊かな国際

感覚を養い、国の内外で広く社会に貢献できる知的職業人の育成を目指している。このため、困難に遭遇して

もくじけない粘り強さを持っている人、他人の声に耳を傾けながら自分の考えをしっかりと表現できる人の入学を

求めている。 
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教育組織 ア ド ミ ッ シ ョ ン ポ リ シ ー 

経営学部 

経営学科 

経営情報学科 

設置する２学科でつぎのような人材を育成する。 

経営学科では、現代ビジネスや公共経営において求められる経営理論と実践力を習得し、複雑かつ激しく変化

する現代の経営環境に対応できる人材を育成することを目指している。 

経営情報学科では、企業経営における情報の役割に焦点をあて、幅広い学習と実践的な教育により、情報を処

理し、創造し、発信する能力を身につけ経営の知識とセンスを備えた人材の育成を目指している。このため、目的

意識が明確で目標に向かって努力する行動力がある人の入学を求めている。 

薬学部 

薬学科 

生命尊厳と生命倫理を基盤とした薬学教育・研究を推進することにより、薬剤師として医療の発展および健康・福

祉の増進に貢献できる人材を育成する。このため、高い倫理観を持ち、将来、社会の中で人々の健康増進と医

療活動に貢献したい学生の入学を求めている。 

法学部 

法律学科 

①幅広い教養②法学・政治学に関わる専門的知識に裏打ちされた問題処理能力および③良き市民として主体

的に社会貢献をなしうる人間力を養うことを目指している。このため、社会で積極的にリーダーとして活躍する希

望を持ち、大学において努力する強い意思を持っている人の入学を求めている。 

経済学部 

現代の経済学というしっかりした基礎のうえに、地域経済と観光経済という二つの領域を軸に教育を行う。また、

教育が理論や知識偏重にならないよう、現場教育（フィールド調査やインターンシップなど）を取り入れて、理論

と実地を結びつける能力と行動力のある人材の育成を目指す。 このため、経済の理論や実務知識に関心をも

つだけでなく、現実の課題に対して、人々とともに解決にあたる意欲をもった学生を求めている。 

 

②入学者受け入れ方針を伝えるための方法 

本学では、前述のアドミッションポリシーに沿った入学者を確保するために受験生、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。 

・各学部・学科の目的や教育内容は、大学案内や本学ホームページで公表している。また、

各学部・学科アドミッションポリシーは、本学ホームページ、入試ガイド、学生募集要

項に掲載するとともに、AO（Admission Office）入試リーフレットに詳しく掲載してい

る。 

・進学説明会は、受験生とその保護者に対して、京阪神及び中国・四国地区を中心に高校

での開催を含め、延べ約 327 会場で実施している。 

・高校・予備校・塾教員を対象とした本学主催の入試説明会は、大阪（梅田・天王寺）と

京都・神戸・奈良の 5 会場で実施している。学長、学部長等が出席し、教育方針（理念）、

アドミッションポリシー、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。 

・平成 22(2010)年度オープンキャンパスでは、寝屋川キャンパスは 3 回、枚方キャンパス

は 2 回、計 5 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 2 回実施したほか、新たに「一般入試相談会」を 12 月に実施した。オープン

キャンパスの来場者数は、表 4-1-2 に示すとおりで、平成 19(2007)年度から 4 年連続し

て増加した。 

表４－１－２ オープンキャンパス来場者数 

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 前年度比

寝屋川キャンパス 1,891人 3,033人 3,048人 4,381人 5,093人 116.3%

枚方キャンパス 845人 960人 1,093人 966人 762人 78.9%

合　計 2,736人 3,993人 4,141人 5,347人 5,855人 109.5%  

・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」等によ

る高校・予備校・日本語学校への訪問活動を年間通じて実施している。〔平成 22(2010)

年度は延べ 671 校〕 
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・ 両キャンパスでは、受験生やその保護者、高校教員等の大学見学を随時受け入れている。 

③入学要件と入学者選抜 

明確化されたアドミッションポリシーに沿って、次のとおり入学者選抜を実施している。 

・多様な人材を確保する目的から、公募制推薦入学や一般入試をはじめ AO 入試、特別入

学（指定校）、専門学科・総合学科特別入学、特別入学（課外活動）、外国人留学生入学、

帰国生徒入学、社会人入学、編入学など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は、公募制推薦入学、一般入試では入試当日に入試委員長

から詳細な注意を行うなど、厳正な入試の実施を行うための取り組みを常に行っている。

また、AO 入試、特別入学（指定校）、専門学科・総合学科特別入学、特別入学（課外活

動）、外国人留学生入学、帰国生徒入学、社会人入学、編入学の各種入試においては合否

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ともに、計 7 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、平成 22(2010)

年度は 24 人の教員を教科毎にチェッカーとして選定されている。 

・平成 23(2011)年 5 月には、平成 24(2012)年度入試に向けて選抜方針や具体的な選抜方

法などの考え方をまとめ、表 4-1-3 のとおり「入試方式別アドミッションポリシー」を

定め、学内外に公表している。 

表４－１－３ 入試方式別アドミッションポリシー（平成 24(2012)年度入試用） 
入試区分 アドミッションポリシー、求める人材像 

公募制推薦 

入学選考 

(Ａ・Ｂ日程) 

本学の教育理念およびアドミッションポリシーを理解し、専門知識・技術の修得に必要な基礎素養を身につけた

人物を募集するため適性検査を行うほか、調査書などをもとに課外活動や資格取得など幅広い活動を行った人

物を選抜する。 

一般入学試験 

(Ａ・ＡＣ・Ｃ・Ｂ・Ｂ

Ｃ・Ｄ・ＭＣ日程) 

専門知識・技術を修得するために必要な基礎学力を身につけている人物を、学力試験により選抜する。 

Ａ Ｏ 入 試 ( 自 己

推薦評価型、高

大連携型、外国

語資格型、課外

活動型) 

本学の教育理念およびアドミッションポリシーを十分に理解し、本学で学びたい強い意欲と情熱を持った人物を

選抜する。学力試験では測れない人物的特性や課外活動、資格取得などを総合評価する。[２次選考は専願制]

特別入学選考

(指定校) 

本学の教育理念およびアドミッションポリシーを十分に理解し、本学で学びたい強い意欲と情熱を持った人物を、

本学が指定する高等学校から書類審査と面接により選抜する。[専願制] 

特別入学選考

(課外活動) 

本学の教育理念およびアドミッションポリシーを十分に理解し、本学で専門知識・技術の修得とともに課外活動に

積極的に取り組む強い意欲と情熱を持った人物を選抜する。[専願制] 

専門学科・総合学

科特別入学選考 

本学が設置する学科に関係する専門の知識を有する専門学科・総合学科の生徒を募集するため小テスト等を行

うほか、調査書と面接により総合評価する。 

帰国生徒 

入学選考 

外国人留学生

入学選考 

多様な学生を募集するため、外国人留学生や海外で学んだ帰国生徒を対象に学力試験と面接により選抜する。

社会人 向学心旺盛な社会人に対して広く門戸を開き、学力試験では測れない勉学への意欲、熱意を小論文と面接によ
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入学選考 り評価し選抜する。 

編入学試験 
大学や短期大学、高等専門学校、専修学校等を卒業・中退した者（見込みを含む）で、本学の学部教育に強い

関心をもち、向学心旺盛で明確な目標をもつ人物を学力試験と面接により選抜する。 

編入学指定校 

推薦入学選考 

本学の教育理念およびアドミッションポリシーを十分に理解し、本学で学びたい強い意欲と情熱を持った人物を、

本学が指定する短期大学、高等専門学校、専修学校から書類審査と面接により選抜する。[専願制] 

 

入試区分 アドミッションポリシー、求める人材像 

学園内設置大学

転入学選考 

本学園が設置する大阪工業大学、広島国際大学に入学したものの、本学に学びたい分野がある、あるいは自ら

の専門とは別系統の学科分野で学びたいなどの強い意欲と向学心を持つ学生を募集するため、学科試験、面

接、在籍大学の学業成績により選抜する。 

再入学選考 
様々な事情により本学を除籍、退学となったものの、再び学びたい強い意欲と情熱を持った人物を、学業成績と

面接により選抜する。 

 

・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、オープンキャンパス等のイベ

ント開催日、入試実施日程や入学手続日程を調整、重複を極力避けると共に、特に入学

手続き日は競合大学の合格発表日をみてから手続きできるような日程を設定し、併願し

易い受験環境を設定した。 

・指定校の選定にあたっては、大学進学実績の高い高校からの出願を誘導するため、政策

的に各学部・学科とも大学進学実績の高い 5 校以上を選定した。高校への個別訪問時に

より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。また、入学者

の質重視の一環として、指定校数及び依頼人数を精査した。 

・大学院における入学者選抜については、表 3-1-2 の研究科各専攻の教育目的に則り、学

内進学者入試、秋季入試、春季入試を実施している。外国人留学生の入学者の比率の高

い経営情報学研究科においては、学修歴の基準を明確化するために平成 23(2011)年度の

募集から留学生枠の出願資格の見直しを行った。なお、薬学研究科については、6 年制

薬学部を基礎とする 4 年制博士課程に移行することとしており、旧来の博士課程は平成

24(2012)年度入試より学生募集を停止した。 

④定員管理 

良好な教育環境を確保するため、厳格な入学定員管理を行っている。平成 23(2011)年度

入試では、学部の入学定員 1,550 人に対して入学者数は 1,738 人、入学定員に対する入学

者数の比率は 1.12 倍、大学院の入学定員 96 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 0.48 倍であった。 

なお、平成 23(2011)年 5 月 1 日現在の学部の在学生数は 7,073 人で、収容定員（6,156

人）に対する比率は 1.15 倍、大学院の在学生数は 103 人で、収容定員（165 人）に対する

比率は 0.62 倍となっている。 

平成 22(2010)年度、外国人正規留学生の受け入れに関して、以下の 2 つの提案を行い、

留学生別科運営委員会および部長会議での審議を経て、平成 23(2011)年度から実施してい

る。 

・本学の受入体制に応じた人数の制限を設定。留学生の入学人数は、各年度に学部生 20

人、大学院生 10 人を上限とし、加えて各学部・研究科の上限を 5 人とする。 

・外国人留学生の授業料減免に対する国の助成が打ち切られたことを受けて、授業料減

免率を 30％から 20％に改定し、外国人留学生に対する学内奨学金の受給者数に制限
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を設け、学業成績等により選考される制度に改めた（入学初年度は全員に支給、2 年

次以降は所属年次の約半数に支給）。 

 

（２）４－１の自己評価 

・本学の教育方針や学部・学科の内容は、大学案内、本学ホームページで広く一般に公表

しているほか、受験生や保護者には進学説明会、高校等の教員には本学主催入試説明会

で懇切に説明している。 

・例年、オープンキャンパス参加者の約 50％が推薦入学選考を受験しており、この状況か

ら鑑みると、オープンキャンパスに参加することによってアドミッションポリシーを理

解し、本学受験に結びついてい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、教育への取組み、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への受験実績高校数は減少し

ておらず、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

とアドミッションポリシーに対する理解を前提とした入試者選抜であり、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。 

・平成 20(2008)年度入試から、各試験期間中（出願～合格者発表）にも地元京阪神の高校・

予備校に対してファックスや本学ホームページを通じて随時、出願状況や入試結果につ

いて、コメントを付して情報提供に努めている。高校・予備校側の反応からみて、入試

改革の理解を深める一助となっている。 

・前述の取組みを通じて、平成 20(2008)年度入試以降の 4 年間で志願者数が倍増（103%増）

した。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、学内併願者数とも堅調であり、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。ちなみに平成 23(2011)年度では、理工学部及び経済学部で大幅に志

願者数を伸ばし、全体では前年度比 117.2％と大きく志願者数を伸ばした。理工学部、

外国語学部、法学部、経済学部の 4 学部は、一般入試志願者数の伸び率（前年度比）が

近畿地区主要大学で第 1 位となった。 

・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、学生の確保が課題である。 

・入試問題作成にかかる危機管理においては、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する作業を複数回実施

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。 

 

（３）４－１の改善・向上方策（将来計画） 

・入学者の多様化が年々進行している。入学者の安定確保とともに質的充実を図ることが
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喫緊の課題である。受験生の志願動向・入試結果の分析を周到に行い、本学のアドミッ

ションポリシー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（常翔学園グループ内 2 高校を対象とした内部推薦入試制度の導入を含む）。

また、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と協力し、

学生の「学び」に対するモチベーションの向上と自律について組織的に対処する。 

・ 中長期目標を見据えて全学を挙げて教育改革、大学ブランド力の向上に取り組んでいる。

入試部を中心にアドミッションポリシーの一層の浸透を図るとともに、受験生とその保

護者、高校等の教員に対して評価されるような広報活動を展開する。オープンキャンパ

スなどの体験型イベントの内容充実、高大連携協定校の拡充【※】などに取り組む。 

【※】2009 年 12 月に、地元の進学校である上宮高校との高大連携に関する協定を締結した。本学独自の高大

連携協定校プログラム修了者に対して入試制度上の特典を与えるもので、アドミッションポリシーに相

応しい学生の確保につながるものである。 

・学部事務室配属の職員等が学部教育を受験生に PR するという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、アド

ミッションポリシー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。 

 

４－２．学生への学習支援の体制が整備され、適切に運営されていること。 

《４－２の視点》 

４－２－① 学生への学習支援体制が整備され、適切に運営されているか。 

４－２－② 学士課程、大学院課程、専門職大学院課程等において通信教育を実施してい

る場合には、学習支援・教育相談を行うための適切な組織を設けているか。

（該当なし） 

４－２－③ 学生への学習支援に対する学生の意見等を汲み上げる仕組みが適切に整備

されているか。 

 

（１）４－２の事実の説明（現状） 

本学における学習支援のための専門的な組織としては、大学の授業を理解するための基

礎学力が十分に備わっていない学生の増加を背景として、平成 16(2004)年 4 月に「工学部

学習支援センター」〔平成 18(2006)年 4 月に「工学部教育センター」に名称変更〕を設置

したのが最初である。同センターでは、特に数学及び物理科目の学習支援を強化するため、

補修授業、学習相談、入学前教育等様々なリメディアル教育に取り組んでいる。続いて平

成 18(2006)年 4 月に薬学部の 6 年制への移行に伴い、低学年時に基礎学力を集積させるこ

とを目的に「薬学部教育支援センター」〔平成 19(2007)年 4 月に「薬学部教育センター」

に名称変更〕を設置した。 

その後、平成 19(2007)年 4 月には、既設の工学部教育センターと薬学部教育センターを

基盤として、入学早期から基礎科目、専門科目履修の年次進行に合わせた学習支援体制の

構築を目指して、全学的組織である「教育センター」を設置し、既設の工学部教育センタ

ーを吸収統合した。平成 22(2010)年 4 月からこれを全学の「学習支援センター」に改称す
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るとともに、新たに「英語」の学習支援を開始し、現在に至っている。なお、薬学部教育

センターについては校地が離れていることもあり、別組織として独自の活動を行っている。 

学習支援センターは、本学が目指している「面倒見のよい教育」を実践するもので、具

体的な活動内容としては、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、

講義の疑問点など不明な点が多い学生に対する学習相談、補習授業などを用意し、入学前

から卒業まで長期にわたり、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。 

入学時には日本語語彙力を調査するために全新入生に対して、「日本語プレースメント

テスト」を実施し、そのテスト結果を日本語能力養成講座への受講指導、入試成績との相

関を調査するなど、学習指導及び入試制度の見直しのためのデータとして活用している。

さらに平成 21(2009)年度から、高校生を「自ら学ぶ大学生」へと変えていく方策として新

入生の実態を把握するために、一人ひとりの学習習慣、進路や大学への意識などの調査と

日本語語彙力、英語、物理学、化学の基礎学力到達度テストを実施したが、平成 22(2010)

年については実施内容の見直しを行った。 

また、本学は少人数ゼミ教育に積極的に取り組んできた。工・理工学部、経営情報・経

営学部、外国語学部、法学部、経済学部においては、4 年間の連続したゼミ制度を導入し、

①1 年次ゼミ（基礎ゼミ）では初年次教育用テキスト(「FIRST YEAR STUDY GUIDE」)を利

用した大学教育への初年次教育、後期は各学部の専門教育への導入教育（経済学部を除く）、

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の明確化、

④4 年次の「卒業研究」における自主的テーマの完結を行っている。さらにこの過程で、

教員との密接な学問的･人間的接触を通じて人間的成長や社会性を涵養することも目指し

ている。薬学部では担任制を導入し、4 年間に亘り同一教員が約 15 人の学生を個別に指導

し、日常生活や修学状況を把握して適切な指導を行っている。外国語学部においては、平

成 19(2007)年度から、入学前補習教育及び入学後自主学習用に「英語 e ラーニング」を実

施している。ここでは、TOEIC を題材として用い入学者各自が大学教育に必要な英語力に

満たない部分を自己発見し、平易なレベルから難しいレベルまで数々の課題をこなして弱

点を補強できるように工夫している。例年 11 月頃に利用状況のアンケート調査を行い、次

年度の実施方法の改善に役立てている。 

平成 17(2005)年度から実施している新入生、在学生、卒業生を対象とした学生満足度調

査によって学生の満足度を定量的に測定し、在学生満足度の向上を図っている。併せて学

内に「意見箱」を設置するとともに、本学ホームページに「学長の窓」を開設、様々な学

生から意見を汲み上げ、その意見に対して回答するシステムを構築している。 

また指導担当教員は、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。 

平成 21(2009)年度 4 月に導入した「学生ポータルシステム」では、自分専用のポータル

画面を表示し、授業の連絡事項、大学事務局からの呼び出し、休講通知などが閲覧できる。

また、大学からの新たな情報が入力されると、あらかじめ登録したメールアドレスへ「お

知らせメール」が届き、最新の情報の閲覧を促す仕組みも備えている。新入生には新入生

ガイダンス（4 月当初）において同システムの概要等を説明するとともに、平成 22(2010)
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年度には教員の利用推進のため、ポータルシステムの説明会を実施した。 

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、学内専用のホームページに公開希望される

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。 

 

（２）４－２の自己評価 

 現在、学習支援センターと薬学部では学習支援センターの下部組織として学部独自の教

育センターを設置し、多数の学生が利用して効果を上げていることや、学生の意見箱や学

生による授業アンケートが有効に機能しているため、システムが適切に整備運用されてい

るといえる。しかし、成績不良の学生など真に学習支援が必要な学生が必ずしも学習支援

センターを利用しているとはいえず、これらの学生の学習支援策についても継続して検討

する必要がある。 

外国語学部では入学前から「英語 e ラーニング」を実施している。ここでは、入学前の

学生に、学部の教育方針や TOEIC 学習の意義と重要性を伝え、本人の自主性を喚起してい

る。また入学後は、ゼミ担当の教員に管理者用のアカウントを発行し、学生の学習進捗状

況及び成績データが確認できる環境を整えている。さらに、学部事務室から個々の学生の

学習進捗状況レポートを教員に提供している。授業担当者は、成績が芳しくない学生に対

して、指定教材による学習をノルマとして課すなどの工夫をしており、概ねこの教材が役

立ったとのアンケート回答を新入生から得ている。 

年 2 回実施している学生による授業アンケートにより、学生の意見等を汲み上げる仕組

みが適切に整備されている 

 

（３）４－２の改善・向上方策（将来計画） 

在学生及び卒業生に対して実施している学生満足度調査結果を参考にして、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数学・

物理学系教室教員との連携を深めるとともに、学習支援センタースタッフと教務部との定

期的な連絡会を開催している。さらに、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英語講師を配置した「English 

Counseling 」を開設し、英語で苦しんでいる学生の悩みに応えているほか、SPI 対策の強

化も検討している。したがって、学習支援センターに関わる教員の負担が増大しているの

で、スタッフの充実、専門科目に関するサポート体制のさらなる強化を検討する。 

外国語学部で実施している e ラーニングのような IT システムは、一部の教員や習熟度

別下位の学生には生かされていないので、自主的な利用を促進するために今後も繰り返し

議論を重ね、実施方法の標準化を目指す。 

薬学部生の研究活動の充実と活性化を図るため、後援会研究活動援助金のほか、学部予

算からも援助を行い、学生の旅費負担軽減を更に行うことを計画している。 

学生ポータルシステムにおいては、学業不振や不登校につながる問題を早期に指導でき
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る体制を充実させ、学生生活に悩みや不安を抱える学生に対し、情報管理を徹底したうえ

で個別に対応できるシステムの構築についても計画している。 

今後も授業アンケートを定期的に実施し、授業の改善や学習支援の充実に役立てる。 

 

４－３ 学生サービスの体制が整備され、適切に運営されていること。 

《４－３の視点》 

４－３－① 学生サービス、厚生補導のための組織が設置され、適切に機能しているか。 

４－３－② 学生に対する経済的な支援が適切になされているか。 

４－３－③ 学生の課外活動への支援が適切になされているか。 

４－３－④ 学生に対する健康相談、心的支援、生活相談等が適切に行われているか。 

４－３－⑤ 学生サービスに対する学生の意見等を汲み上げる仕組みが適切に整備され

ているか。 

 

（１）４－３の事実の説明（現状） 

学生部には、学生の厚生補導、課外活動及び福利厚生を担当する学生課、体育系課外活

動の振興とスポーツ施設の管理運営を担当するスポーツ振興センターがあり、さらに学生

の保健厚生を担当する保健室、心理面の支援を担当する学生相談室がある。 

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、保健室）

とも連携・情報交換を行っている。主な業務は表 4-3-1 のとおりである。 

表４－３－１ 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、賞罰など、学生生活全般の指導を

行い、学生の人間力向上と社会性向上を促進。 

②厚生係 
奨学金、アルバイト、学費減免、学生貸付金など経済生活支援及び学生相談室の運営･管

理を行い、学生の生活安定･安心と心身の健康維持を促進。 

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、人工芝グラウンドの一般学生への開放。 

外国人留学生の指導に関しては、平成 23(2011)年 4 月より学生課から国際交流センター

に業務を引き継いで行っている。業務移管後、毎月 1 回、外国人留学生に対して「事務連

絡会」を実施し、より細やかな指導を行っている。事務連絡会では、在籍確認や各種の事

務連絡を行うとともに、他部署から外国人留学生への働きかけにも活用することとしてい

る。就職部と共同で実施した「卒業後の資格変更に関するガイダンス」も事務連絡会を利

用して出席を呼びかけた。 

食堂、コンビニ、売店等のサービスについては、株式会社 常翔ウェルフェアが一手に

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

供するほか、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、

午前 8 時 30 分から午後 8 時まで営業するなど、学生のニーズに応えている。 

学生の経済的支援として、学部生には学内一般奨学金（給付制）を、大学院生には大学

院学内奨学金（給付制）を整備している。これらの奨学生に例年約 120 人を採用するほか、

入試成績優秀者を対象とした摂南大学特別奨学金を運用している。なお、平成 21(2009)年
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度には、「学園創立 90 周年記念奨学金」を設立するとともに、経済不況時の特例措置とし

て、「緊急就学支援奨学金」を設け、経済的苦境に陥った学生の救済を行った。また、平成

23(2011)年 3 月の東日本大震災被災者対象に授業料減免等の経済支援を行った。 

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（給付制）等の斡旋も行っており、特に支援機構の奨学金は、本学学生がほぼ

2 人に 1 人の割合で貸与を受けている。 

外国人留学生に対する支援は、平成 23(2011)年 4 月より国際交流センターが学生課から

業務を引継ぎ、授業料減免及び外国人留学生学内奨学金制度により経済面での支援を行っ

ている。授業料減免は、毎年度申請者を審査のうえ、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、毎月 1 回外国人留学生対象の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。また、学外団体から支給される奨学金のうち、日本学生支援機構の「私費外国

人留学生学習奨励費」には、平成 23(2011)年 5 月現在 14 人が支給対象となっている。 

通学バス対策に関して、寝屋川キャンパスにおいては、学部増に伴う学生数増加や自転

車通学による交通事故等のリスクを低減させるため、最寄りの寝屋川市駅からのバス増便

と利用者増につながる施策が必要であった。このため、バス会社と協議し、寝屋川市駅か

ら大学までの直通バスを平成 23(2011)年 4 月より 11 便増便して全 27 便とするとともに、

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 1 年間 3 万円で販売するものである。この結果、専用乗車証の販

売枚数は 1,200 枚を超え、多くの学生がバスを利用している。 

学生部では、学生の「生きる力」「人間力」の育成を大きな柱と位置づけ、日々、学生

指導に積極的に取り組んでいる。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」を実施し、新入生 160 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）に注力しており、入学前に入学予定者に、公認団体を紹介する冊子

「クラブガイド」を送付するとともに、新入生歓迎行事である 4 月の「春風祭」及び「新

入生ふれあいキャンプ」では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、ホームページで情報を提供している。この結果、過去 5 年間の入部率は、表 4-3-2

のとおりである。なお、平成 22(2010)年度の課外活動団体に対する援助額の合計は

63,302,744 円である。 

表４―３―２ 課外活動入部率（過去 5 カ年の実績） 

平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

25.8％ 26.2％ 29.5％ 27.1％ 28.3％ 

国際交流センターでは、平成 22(2010)年度に協定機関より受け入れる短期受留学生の来

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、大学が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

国内学生との交流する機会を留学生サポーターにより提供している。またこれらの活動は、

留学生サポーターにとって、国内にいながら海外にいる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。 
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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)年度に新

たに採用し、寝屋川キャンパスで週 5～6 回、枚方キャンパスは週 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、保健室とも連携し問題のある学生の対応について相談

する体制を整えた。また、月に 2 回、精神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、学内に人権侵害防止委員会を設けるとともに、学生部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、意見箱、本学ホームページにおける「学

長の窓」、教育懇談会での保護者からの相談が挙げられる。汲み上げられた意見・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、汲み上げた学生のニーズや意見な

どを教育内容や学習環境などの改善に役立てている。このほか、理工学部及び経営学部に

ついては、平成 22(2010)年度新入生に対して独自のアンケートを行い、各学部の教育改善

の一助としている。 

海外研修プログラムについては、平成 22(2010)年度に「海外語学研修（ニュージーラン

ド・カンタベリー大学 CCEL）」の業務が教務課から国際交流センターに移管された。国際

交流センターはこの語学研修に加え、新たに 3 つの海外研修プログラムを海外協定校等と

の連携のもとに開始した。この 3 つのプログラムは法人本部・総務部国際交流担当が開発

し、本学・大阪工業大学・広島国際大学・法人本部の協同で実施している。新しく開始し

た研修は、これまでの語学（英語）学習を主目的とした研修ではなく、英語による専門科

目の受講や基礎韓国語を体験的に学習するプログラム（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）など、新しいタイプのプログラムである。また派遣先は従来、外国語学部のプログ

ラムを含め英語圏中心であったが、新規プログラムでは今後日本との関係がより緊密とな

る国である東アジア、東南アジアが派遣先である。平成 22 (2010)年度には、語学研修・3

つのプログラムで総勢 34 人の学生を海外に送り出した。 

韓国とタイへの派遣プログラムについては、協定校からの受入れのみを行っていたが、

短期プログラムとして学生を派遣することとし、本学留学中に留学生サポーターをはじめ

とする本学学生と交流した協定校の学生が、本学学生の海外留学先におけるサポーター役

となり、また上記研修プログラムに参加した本学学生が帰国後には受入れ外国人学生のサ

ポーター役になるなど、循環型の交流が実現した。 

 平成 22(2010)年度から留学生別科の運営・管理が学生課から国際交流センターに業務移

管され、同年度は入学した 29 人のうち 59％にあたる 17 人が本学を含む日本国内の大学・

大学院に進学した（うち、本学への進学者は 6 人）。 

 

（２）４－３全体の自己評価 

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が、全学を挙げて次の点をさらに充実・強化する必要

がある。 

 57



摂南大学 

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、音楽練習場など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外国人留学生の生活指導と修学指導の強化 

⑥正課外教育の強化 

通学バス対策に関しては、寝屋川キャンパスにおいて、学部増に伴う学生数増加や自転

車通学による交通事故等のリスクを低減させるため、寝屋川市駅から大学までの直通バス

の増便と、専用乗車証によるバス利用者増など一定の成果が得られた。一方、大学前のバ

ス停のスペースが限られているため、バス待ちの学生が歩道に列を作るなどの問題があり、

安全対策および近隣住民等への配慮から、バス待ちの学生誘導のため警備員配置、あるい

は大学構内でのバス発着が可能となるような施策などの環境整備を行う必要がある。 

留学生サポーター制度に関しては、これまで国際交流に関心はあったが、組織として活

動することができなかった学生やクラブ・サークルを引退した 4 年次生を中心に、短期留

学生への交流活動を開始できたことは評価できる。また、短期留学生との相互交流や、海

外研修プログラムへの参加者予備軍及び既参加者の組織化がし易くなった意義は大きい。

さらに平成 23(2011)年度後半には、短期留学生のサポート活動として昼休みに弁当を持ち

寄り留学生別科の学生と交流する「お弁当ウィーク」を開始するなど、留学生サポーター

が支援する外国人留学生の対象も広げつつあることは、制度導入初年度としては大きな成

長であった。 

海外研修プログラムにおいては、新規に実施したプログラムを含め、参加学生からの評

価は高かった。また、留学生サポーター制度を活用した新規プログラム参加学生の相互交

流という相乗効果も生むことができた。同プログラムは、終了間際に予期せぬ大地震（平

成 22(2010)年 9 月 4 日発生のニュージーランド大地震）が起こったが、現地の受入れ機関

との連携によりトラブルや遅延なく、無事に派遣学生全員を帰国させることができた。 

留学生別科の運営に関しては、これまでと同様に本学や他大学への進学を支援しただけ

でなく、平成 23(2011)年度より本学各学部の要望を取り入れ、本学に進学する留学生別科

の学生に対して 3 ヵ月にわたり毎週 2 日ずつ入学前教育を行ったほか、理工学部進学者に

ついては学習支援センターと連携し「数学」の入学前教育を実施した。 

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た。 

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」などに学生部以外の事務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）４－３の改善・向上方策（将来計画） 
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自己評価に示した課題については、次のとおり改善策を実施または検討している。 

①奨学金については、学園全体で財源を確保するため、教職員をはじめ、企業、在学生

の保護者に対し、平成 19(2007)年から学園創立 90 周年記念募金を開始し、その運用

収入をもって平成 21(2009)年度に「摂南大学学園創立 90 周年記念奨学金」を創設し、

今後も拡充を検討していく。 

②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、安全対策および近隣住民等への配慮から、学生に大学構内でバス

を待つよう、警備員を配置し学生を誘導する計画としている。 

③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。 

④留学生の指導に関しては、平成 20(2008)年 4 月から学生課に留学生係（平成 23(2011)

年度から同業務を国際交流センターに移管）を設けて留学生の生活指導、修学指導全

般の総括を行っており、今後も学内各部署と連携しながら問題点の抽出と解決を図る

こととする。 

⑤留学生サポーター制度の立ち上げの初年度は、国際交流センターが活動について示唆

することが多く、サポーターの活動が学生の自発的なものではなかった。今後、サポ

ーターの活動を継続的に実行していくためにも、自発的・自律的な交流活動をサポー

ター自らが計画していくような方策を考える必要がある。また、サポーターの支援対

象となる外国人留学生を短期留学生だけでなく留学生別科の学生へも支援の範囲を

広げたが、国際交流センターが正規留学生も支援するようになったこともあり、今後

は正規留学生との交流も検討課題である。 

海外研修プログラムの今後の改善点として、新規の研修プログラムについては、学生

の要望やレベルに沿ったプログラム内容の見直しが挙げられる。海外語学研修につい

ても、参加学生数が逓減していることに加え、平成 22(2010)年度のニュージーランド

大地震も考慮し、派遣先の変更を含めたプログラム内容の検討が必要である。 

留学生別科の運営・管理に関しては、平成 22(2010)年度から国際交流センターを設け

学生課から業務を移管したが、今後は学部の留学生を含めた生活指導等の業務も同セ

ンターで集約することも検討している。また平成 22(2010)年度は、大学・大学院への

進学率が 59％にとどまったが、平成 23(2011)年度は留学生別科の学生数が 12 人でよ

りきめ細やかな進路指導が可能となることから、100％の進学率を達成すべきと捉えて

いる。平成 24(2012)年度は、大学進学希望者を対象とした教育を行うという意味での

留学生別科は募集停止となったが、留学生別科の有する人的資源及びノウハウを活か

し、短期留学生に提供するプログラムの充実と在籍している正規留学生への日本語リ

メディアル教育などは検討課題である。 

⑥平成23(2011)年度に「正課外キャリア教育委員会」を設置すべく、教務部と学生部で

検討を進めている。 

 

４－４．就職・進学支援等の体制が整備され、適切に運営されていること。  

《４－４の視点》 

４－４－① 就職・進学に対する相談・助言体制が整備され、適切に運営されているか。 

４－４－② キャリア教育のための支援体制が整備されているか。 
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（１）４－４の事実の説明（現状）  

運営面については、以下のとおりである。 

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のもとで、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、そ

の中で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4-4-1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４－４－１ 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 ・「就活-サクセスガイド」の作成配付  

○個別学生を対象とする支援 

 ・｢進路登録カード｣提出と全学生面談 ・｢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 ・ＳＰＩ対策夏期集中講座 ・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 ・保護者に対する就職相談 ・「就カツ」保護者セミナーの実施

③実績 

○求人社数 

本学に対する求人社数は2,965社に達しており、求人倍率は2.4倍となっている。これは

平成22(2010)年度の全国の平均求人倍率（1.28倍）を1.12ポイント上回っている。平成

22(2010)年12月以降の求人社数は、欧州金融不安や円高、東日本大震災の影響を受け、

前年度同期比較で減少しているものの、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） 

本学学部生の就職率の推移は表4-4-2のとおりで、平成22(2010)年度の就職希望者に対す

る就職決定者率は93.3％となっている。 

表４－４－２ 就職希望者に対する就職率 

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

98.5％ 97.9％ 97.5％ 92.0％ 93.3％ 

○就職満足度 
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平成22(2010)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92.6％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、徹底した個別支援など、

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など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22(2010)年度は63の企業等で94人の学生が就

業体験を行った。 

・薬学部においては「薬系インターンシップ・ボランティア」を3年次生対象に開講し、「医

薬業界＝病院、薬局」というイメージに陥りやすい薬学部生に対して、製薬企業や治験

受託機関等における企業体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を理解させている。平成22(2010)年度は15の病院や

薬局等52人の学生が就業体験を行った。 

⑦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すべく、平成20(2008)年度から外国人留学生対象の

就職ガイダンスを開催しているほか、当該学生が在籍する各学部事務室との連絡体制を

整え、個々の状況や希望に応じた支援を行っている。 

⑧キャリアフライデープロジェクト 

平成22(2010)年度文部科学省「大学生の就業力育成支援事業」に採択された「キャリア

フライデープロジェクト」を実施し、教職員には支援意識の向上を図り、学生が主体的

に就業力向上を図ることができるように全学的な取り組みをしている。このプロジェク

トは専門教育、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

躍的向上なら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

を期すものであり、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、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、行事を配置す

るものである。 

キャリアフライデープロジェクトの主な内容は、次のとおりである。 

・キャリア科目の新設 

・キャリア科目の金曜日集中配置 

・「キャリアデザインⅠ・Ⅱ」の必修化、「キャリアデザインⅢ」の選択必修化 

・大学オリジナル教材開発 

・ 「エンプロイメントデザイン」（仕事や社会的経験等をもとにキャリア関連テーマ

について教員と職員が提案したなかから選定して開く教員・職員提供講座）の開講 

・就業力判定のための「キャリアポートフォリオシステム」の運用 

・キャリア専任教員の配置 

⑨キャリア専任教員の配置 
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資格を有した外部のキャリアアドバイザー2人を配置し、就職相談や模擬面接、履歴書・

エントリーシート指導などにあたらせてより手厚い就職支援体制を構築した。 

 

（２）４－４の自己評価  

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22(2010)年度は前年度に比べても高い就職率に結びついている。 

 

（３）４－４の改善･向上方策（将来計画） 

・キャリアデザイン科目として、平成21(2009)年度から工学部（現 理工学部）、外国語学

部、法学部の1年次の学生を対象に「キャリアデザインⅠ」、平成21(2009)年度から同学

部1年次及び2年次の学生を対象に「キャリアデザインⅡ(ADVANCED)」をそれぞれ開講し、

キャリア教育のさらなる充実を図るとともに、キャリア教育の体系化について検討する

ワーキンググループを設立して、教務部と連携を図りながら、キャリア支援策を検討し

ている。 

・平成22(2010)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、就職支援ツール（SEED）活用

など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。 

・薬学部の6年制の年次進行に伴い、支援スケジュールを改定し、効率的な就職支援を進め

る。 

・就職活動の不活発な学生に対し、個別面談や求人票の手渡しなど支援の強化を図る。 

・就職関連図書の整備について、図書館と連携を図り、選書・配架時期などについて十分

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、面接やマナーなどの

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

する計画で準備を進めている。 

・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。 

・「キャリアフライデープロジェクト」について、カリキュラムの運用は平成23(2011)年

度に法学部の1年次生対象の授業からスタートし、次いで内容のフィードバックを行いな

がら、平成25(2013)年度には外国語学部及び経営学部、平成27(2015)年度には理工学部
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及び経済学部に拡大する予定である。 

・強化クラブ員の支援について、クラブ顧問教員と連携を図りつつ、個々の能力をいかし

た指導を展開していく。 

 

［基準４の自己評価］ 

AO 入試の導入を機に、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の確保を目的とした大幅な入試制度改革

を実施した。また、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

し、学内外へ各入試制度実施の方針・選抜方法の理解を図った。特に、オープンキャンパ

スなど体験型イベントに受験生やその保護者の参加を促すことを意図して、教職員が協働

して春先から対面・非対面の広報活動を展開した。その甲斐があり、オープンキャンパス

の参加者数は平成 19(2007)年度から 4 年連続して過去最高を更新中で、参加した受験生の

50～60％が本学を受験した。その結果、平成 23(2011)年度入試では前年度を大きく上回る

総数 18,038 人（前年度比 17.3％増）の志願者数となった。 

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。しかしながら多様化する学生に対応し、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、徹底した個別支援など、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。 

 

［基準４の改善・向上方策（将来計画）］ 

学生確保に関する目標を明確化し、大学の構成員が目標を共有することによって、また

一つひとつの活動を正確かつタイムリーに実施することにより、対面・非対面の広報活動

の効果向上を目指す。社会的ニーズや志願者の動向を周到に分析し、「大学ブランド力」を

ブラッシュアップして、「学生にとって魅力ある大学」を目指す。その過程で、組織とシス

テム（入試制度を含む）のさらなる充実を図り、各学部・学科のアドミッションポリシー、

入試方式別アドミッションポリシーに合致する入学者の確保を図る。 

奨学金制度、メンタルヘルスケア体制、施設設備について、それぞれの充実を順次遂行

していく。 

就職・進学支援等に関しては、外国人留学生の増加、学部の改組等に伴う学生の進路の

多様化に応じて、今後は進路先開拓や新規セミナー開催などを積極的に展開していく。特

に外国人留学生については、政府による外国人留学生受け入れ推進方針に呼応する形で、

「大阪外国人雇用サービスセンター」との連携を図りながら支援体制を強化していく。さ

らに、文部科学省補助金「大学生の就業力育成支援事業」ならびに「大学教育・学生支援

推進事業」学生支援推進プログラムを進めるため、大学設置基準第 42 条に対応するための

正課外キャリア教育も含め、新たに「キャリア教育推進委員会」を設置すべく、準備を進

めている。 
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基準５．教員 

５－１．教育課程を遂行するために必要な教員が適切に配置されていること。 

《５－１の視点》 

５－１－① 教育課程を適切に運営するために必要な教員が確保され、かつ適切に配置さ

れているか。 

５－１－② 教員構成（専任・兼任、年齢、専門分野等）のバランスがとれているか。 

（１）５－１の事実の説明（現状） 

本学の所属別の教員数（教授、准教授、講師及び助教）は、表 5-1-1 に示すとおりであ

る。助教以上の教員数は 275 人であり、設置基準上の全学と各学科の必要教員数を大幅に

上回っている。また、教授数についても 124 人で設置基準を満たしている。 

表５－１－１ 教員数〔平成 23(2011)年 5 月 1 日現在〕   (単位：人) 
平成 23 年 5 月 1 日現在 

の教員数（助教以上） 設置基準上の必要教員数 
学部等 学科等 

教員数 教授数(内数) 教員数 教授数(内数) 

兼任 

教員数 

生命科学科 12  7 8 4 

住環境デザイン学科  9 5 8 4 

建築学科 9 6 8 4 

機械工学科 12 8 9 5 

電気電子工学科 12 7 9 5 

都市環境工学科 10 7 8 4 

理 工 学 部 

基礎理工学機構他 12 5  

164 

外国語学部 外国語学科 41 22 13 7 128 

経営学科 15 9 10 5 
経営学部 

経営情報学科 12 6 10 5 
32 

薬 学 部 薬学科 70 19 36 18 10 

法 学 部 法律学科 24 10 15 8 19 

経 済 学 部 経済学科 18 8 15 8 2 

学 長 付 2 2  0 

キャリア教育推進室 2 0  

学習支援センター 5 0  教 務 部 

教職教室 4 2   

8 

学 生 部 スポーツ振興センター 5 1   5 

 留学生別科 1 0  1 

大学全体の収容定員に応じて定める必要教員  57 29   

合  計 275 124 206 106  

備考：客員教員を除く。 

 

基礎教育、教養教育及び教職教育は、基礎理工学機構、教職教室、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。 

薬学部については必要教員数の 6 分の 1（本学では 6 人）を実務家教員とすることが設

置基準に定められており、本学では既に 7 人の実務家教員を採用し、臨床により近い薬学

教育を担当している。 

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）教育及び留学生別科の授業を担当しており、本学の教育方

 64



摂南大学 

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。 

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 5-1-2 のとおりで、大学全体として概ねバランス

が取れている。 

表５－１－２ 専任教員の年齢構成〔平成 23(2011)年 4 月 1 日現在〕 
学部・学科 30 以下 31～35 36～40 41～45 46～50 51～55 56～60 61～65 66～70

0 人 2 人 2 人 3 人 2 人 0 人 0 人 1 人 2 人
生命科学科 

0％ 16.7％ 16.7％ 25.0％ 16.7％ 0％ 0％ 8.3％ 16.7％

0 人 1 人 1 人 2 人 1 人 1 人 1 人 1 人 1 人
住環境デザイン学科 

0％ 11.1％ 11.1％ 22.2％ 11.1％ 11.1％ 11.1％ 11.1％ 11.1％

0 人 0 人 1 人 2 人 1 人 1 人 0 人 3 人 1 人
建築学科 

0％ 0％ 11.1％ 22.2％ 11.1％ 11.1％ 0％ 33.3％ 11.1％

0 人 1 人 2 人 2 人 0 人 0 人 4 人 2 人 1 人
機械工学科 

0％ 8.3％ 16.7％ 16.7％ 0％ 0％ 33.3％ 16.7％ 8.3％

0 人 1 人 0 人 1 人 1 人 3 人 4 人 2 人 0 人
電気電子工学科 

0％ 8.3％ 0％ 8.3％ 8.3％ 25.0％ 33.3％ 16.7％ 0％

0 人 1 人 0 人 1 人 2 人 1 人 1 人 3 人 1 人
都市環境工学科 

0％ 10.0％ 0％ 10.0％ 20.0％ 10.0％ 10.0％ 30.0％ 10.0％

1 人 2 人 0 人 2 人 1 人 1 人 1 人 1 人 3 人
基礎理工学機構他 

8.3％ 16.7％ 0％ 16.7％ 8.3％ 8.3％ 8.3％ 8.3％ 25.0％

1 人 8 人 6 人 13 人 8 人 7 人 11 人 13 人 9 人

理 

工 

学 

部 

計 
1.3％ 10.5％ 7.9％ 17.1％ 10.5％ 9.2％ 14.5％ 17.1％ 11.8％

0 人 2 人 5 人 5 人 4 人 8 人 8 人 8 人 1 人外
国
語

学
部 

外国語学科 
0％ 4.9％ 12.2％ 12.2％ 9.8％ 19.5％ 19.5％ 19.5％ 2.4％

1 人 0 人 2 人 0 人 2 人 3 人 3 人 3 人 1 人
経営学科 

6.7％ 0％ 13.3％ 0％ 13.3％ 20.0％ 20.0％ 20.0％ 6.7％

0 人 0 人 5 人 1 人 1 人 0 人 1 人 3 人 1 人
経営情報学科 

0％ 0％ 41.7％ 8.3％ 8.3％ 0％ 8.3％ 25％ 8.3％

1 人 0 人 7 人 1 人 3 人 3 人 4 人 6 人 2 人

経
営
学
部 

計 
3.7％ 0％ 25.9％ 3.7％ 11.1％ 11.1％ 14.8％ 22.2％ 7.4％

13 人 11 人 9 人 6 人 4 人 6 人 10 人 10 人 1 人薬
学
部 

薬学科 
18.6％ 15.7％ 12.9％ 8.6％ 5.7％ 8.6％ 14.3％ 14.3％ 1.4％

0 人 4 人 6 人 2 人 1 人 1 人 6 人 3 人 1 人法
学
部 

法律学科 
0％ 16.7％ 25.0％ 8.3％ 4.2％ 4.2％ 25.0％ 12.5％ 4.2％

0 人 4 人 ３人 3 人 0 人 3 人 0 人 3 人 2 人経
済
学
部 

経済学科 
0％ 22.2％ 16.7％ 16.7％ 0％ 16.7％ 0％ 16.7％ 11.1％

0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 1 人 1 人 0 人学
長
付 

学長付 
0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 50.0％ 50.0％ 0％

0 人 0 人 2 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人
キャリア教育推進室 

0％ 0％ 100％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％

0 人 0 人 1 人 1 人 2 人 0 人 0 人 0 人 1 人
学習支援センター 

0％ 0％ 20.0％ 20.0％ 40.0％ 0％ 0％ 0％ 20.0％

0 人 0 人 0 人 2 人 0 人 0 人 0 人 2 人 0 人

教
務
部 

教職教室 
0％ 0％ 0％ 50.0％ 0％ 0％ 0％ 50.0％ 0％

1 人 0 人 1 人 1 人 1 人 1 人 0 人 0 人 0 人学
生
部 

スポーツ振興センター 
20.0％ 0％ 20.0％ 20.0％ 20.0％ 20.0％ 0％ 0％ 0％

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

0％ 0％ 0％ 0％ 100％ 0％ 0％ 0％ 0％

16 人 29 人 40 人 34 人 24 人 29 人 40 人 46 人 17 人
合  計 

5.8％ 10.5％ 14.5％ 12.4％ 8.7％ 10.5％ 14.5％ 16.7％ 6.2％

 

（２）５－１の自己評価 

専任教員については、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
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適切である。兼任教員については、理工学部及び外国語学部で割合が高くなっているが、

理工学部の各学科について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員配置である。 

教員の年齢構成については、一部高齢化が目立っているものの、定年後の後任補充を順

次進めており、構成は毎年度入れ替わっている。 

 

（３）５－１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。 

一部の学科の年齢構成の高齢化については、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。 

 

５－２．教員の採用・昇任の方針が明確に示され、かつ適切に運用されていること。 

《５－２の視点》 

５－２－① 教員の採用・昇任の方針が明確にされているか。 

５－２－② 教員の採用・昇任の方針に基づく規程が定められ、かつ適切に運用されてい

るか。 

 

（１）５－２の事実の説明（現状） 

教員の採用については、原則として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し、教員選考委員会において同候補者の審議及び無記名

投票が行われる。教員選考委員会で承認された採用候補者は、採用にかかる稟議手続きを

行い、 終的に理事長の決裁により採用が決定される。 

なお、採用については、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って

おり、人材流動化を進めることで教育研究活動の活性化を図っている。 

昇任人事については、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。学長は申請のあった候補者について、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、 終的に理事長の決裁により昇任が決定される。 

なお、採用及び昇任候補者の審査をするにあたっては、「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」等に基づき審査をしており、勤務年数や研究業績

だけでなく教育業績、社会貢献、管理運営面などに加えて、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を総合的に判断している。 

 

（２）５－２の自己評価 

教員の採用については、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。昇任については、各学部・学科の意見をくみ

取り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
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ながら適切に運営されている。 

また、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された委員により無記名投票を行うことで、公正な

手続きを維持している。 

なお、採用、昇任の選考については、「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」に基づき適切に運営しているが、平成 22(2010)年度から教員評価制

度の評価項目を大幅に見直し、昇任基準などとも連動する形で人事計画を進めている。 

 

（３）５－２の改善・向上方策（将来計画） 

採用に関しては、平成 22(2010)年度から「特任教員規定」「客員教員規定」が施行され

たことに伴い、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、1 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こととする。 

昇任等に関しては、教員評価制度の活用を課題とし、平成 22(2010)年度は評価項目を大

幅に見直した。今後、継続して教員評価を実施し、問題点と課題の再検討を行うことで、

評価制度の完成度を高めることとする。 

平成 24(2012)年 4 月に開設を予定している看護学部について、文部科学省への学部設置

認可申請及び看護師学校等指定申請などの開設準備にかかる教員を平成 22(2010)年度に 2

人を採用した。今後も同学部の開設に向け、本学の各規定に則り採用候補者を選考する。 

 

５－３．教員の教育担当時間が適切であること。同時に、教員の教育研究活動を支援する

体制が整備されていること。 

《５－３の視点》 

５－３－① 教育研究目的を達成するために、教員の教育担当時間が適切に配分されてい

るか。 

５－３－② 教員の教育研究活動を支援するために、 TA(Teaching Assistant)・

RA(Research Assistant)等が適切に活用されているか。 

５－３－③ 教育研究目的を達成するための資源（研究費等）が、適切に配分されている

か。 
 

（１）５－３の事実の説明（現状） 

本学の授業は 1 コマ 90 分授業で、前期・後期それぞれ 15 週を原則としている。 

教員の授業担当については、「専任教員の授業担当時間に関する規定」に定められてお

り、これに基づき 1 コマを 2 時間として算出した週当たりの授業担当責任時間は、表 5-3-1

「専任教員授業担当責任時間」のとおりである。この授業担当責任時間数を超えて担当を

した場合は、超過分について増担手当が支給される。 
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表５－３－１ 専任教員授業担当責任時間 

職 種 責任時間数 

卒業研究を指導する者  8 時間 

その他の教育職員 10 時間 

備考：1．上表は、１週間における授業担当時間数とする。 

  2．責任時間数は、原則として本務校における担当時間数とする。 

なお、授業担当時間の過重による教育効果の低下及び研究の阻害を防止するため、1 週

当たりの担当時間には、専任教員については 26 時間を上限と定めている。 

また、これらの授業担当責任時間は、役職に応じて軽減があり、副学長、学部長、教務

部長、学生部長、学部長補佐は責任時間の 2 分の 1、図書館長、情報メディアセンター長

は責任時間の 4 分の 1、学科長、教室主任、情報メディアセンター副センター長、研究支

援センター長は責任時間の 8 分の 1 の範囲内でそれぞれ軽減されている。 

平成 23(2011)年度における授業担当時間数については表 5-3-2「授業担当時間数分布」

のとおりである。 

このほか、授業担当以外に学生が質問のため自由に研究室に訪れることができるスチュ

ーデントアワーの時間を設け、授業担当のない日も含めて週 4 日以上出勤することを学長

から各教員に要請している。 

表５－３－２ 授業担当時間数分布〔平成 23(2011)年 5 月 1 日現在〕 

担当時間数 3 時間未満 3～6 6～9 9～12 12～15 15～18 18 時間超

人数(人) 6 40 44 86 87 14 3 

割合(％) 2.1 14.3 15.7 30.7 31.1 5.0 1.1 

備考 1．教授、准教授、講師、助教、助手（技術職員、研究職員、嘱託講師を除く）の担当時間数を示す。 

2．上記の担当時間数には大学院の授業担当時間数を含んでいない。 

 

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」を学園規定

として整備し、理工学部の一部の授業科目で TA(Teaching Assistant)を採用している。た

だし、表 5-3-3 に平成 23(2011)年度の TA の採用実績を示したとおり、全学的な TA 制度と

しては確立していない。 

表５－３－３ TA 採用実績〔平成 23(2011)年度〕 

採用人数 
学 部 

前期 後期 

理 工 学 部 28 人 9 人 

さらに、「スチューデント・アシスタント(SA)要項」も学園規定として整備を進めてお

り、平成 23(2011)年度において、試行として情報処理教育設備を使用する授業科目で SA

（Student Assistant）を採用する予定である。SA の採用計画は以下のとおり。 

表５－３－４ SA 採用計画〔平成 23(2011)年 5 月 1 日現在〕 

採用人数 
学 部 

前期 
経 営 学 部 ９人 
経 済 学 部 ２人 

            備考：但し、延べ人数 
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本学における教員の研究費等は、学部配分研究費、研究助成制度（一律配分、論文掲載

助成金、旅費交通費）、海外出張旅費、外部研究資金などがあり、それぞれ次のとおり配分

している。 

①学部配分研究費 

教員の研究費は、学部に配分する予算を各学部で協議した方法により、各個人や研究室

に配分されている。学部に配分される予算額は、平成 23(2011)年度 1 人当たりの配分額実

績は、理工学部は約 266 万円、薬学部は約 240 万円、経営学部は約 135 万円、外国語学部

は約 74 万円、法学部は約 115 万円、経済学部は約 114 万円となっている。 

学部・学科内での配分方法は、学部・学科ごとに定められており、それぞれの特性を生

かし、要望を反映するなどして、柔軟に対応している。例えば、実験系やフィールドワー

ク系の教員傾斜配分、新任特別配分、高額備品や高額図書の購入、その他、申請による随

時配分など学部・学科ごとに工夫を凝らしている。 

②研究助成制度 

＜一律配分＞ 

教育・研究職員に対して 1 人あたり 5 万円、技術職員に 3.4 万円を配分する研究助成

制度を運用している。申請書様式等は科学研究費補助金に準じたものとし、科学研究費

補助金申請者、被交付者には無条件で配分している。使途は、教育・研究職員の所属学

部に委ねている。 

＜論文掲載助成金＞ 

論文掲載助成金は、学会、協会等の発行する学術雑誌に研究論文を投稿し、審査のう

え掲載される場合、当該掲載料等の全額または一部の額を補助するものであり、研究論

文の発表時の経済的負担を軽減している。 

＜旅費交通費＞ 

教員の研究を深め、研究の成果を広く発表するため、また研究活動に有益と認められ

る研究活動について、出張旅費を 1 人当たり年間 10 万円を限度に支給している。（国際

学会または日本学術会議登録学会での発表者、座長等には、10 万円を超えて別途支給あ

り） 

③海外出張旅費 

国際学会参加などの 1 年以内の研究活動を目的とする海外出張に対して、海外出張旅費

規定に基づき、交通費、滞在費（日当、宿泊費）及び支度料が支給される。 

④外部研究資金 

外部研究資金を獲得するため、科学研究費補助金獲得を積極的に進め、高評価での不採

択者には次年度申請を奨励するための奨励金制度を導入するなどしている。さらに、各種

財団や企業の助成金についての情報提供や申請事務のサポートに力を入れるとともに、委

託研究、奨学寄附金による外部研究資金の受け入れについても、公的機関や民間の企業等

の要望等に対応している。 

 

（２）５－３の自己評価 

授業担当時間数については、責任担当時間数及び担当可能な上限時間数を職種ごとに設

定しており、役職に応じて軽減措置を取っている。 
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TA については、規定を整備することで制度としては確立しているが、採用実績としては

一部の学部の特定の科目のみであり、全学的に機能している状況とはいいがたい。 

なお、研究費については、助成制度の運用上の効率性向上及び柔軟性の向上を目指し、

学長裁量予算、学部長裁量予算を設けるなど柔軟性を持たせ、発展的な研究が行えるよう

に整備している。なお、研究費は研究活動の活性化が図れるよう配分されているが、より

一層の研究活動推進のための適正配分や外部資金の獲得はさらなる努力や見直しが必要で

ある。 

 

（３）５－３の改善・向上方策（将来計画） 

教育の質を担保するため、今後も教員の授業担当を適正な時間数に保つとともに、教員

間の格差については、できるだけ是正するよう努力する。役職による責任時間数の軽減に

ついては、その負担と軽減率の妥当性について再検討する必要がある。また、教育研究活

動をより促進する観点から、平成 22(2012)年 4 月からの施行を目途に摂南大学大学院リサ

ーチアシスタント（RA）要項、摂南大学ポストドクター（PD）要項の規定を整備する予定

である。 

TA の活用については、学部での教育効果とその必要性を検討し、制度の拡大と必要な人

材の確保に努める。SA については、平成 23(2011)年度からの運用へ向けて規定改正を含め

た検討を行っている。 

授業や学内にて行われた講演会などを録画し、受講できなかった場合や復習のためのビ

デオアーカイブの構築を試行し、過去からの記録を併せておおよそ 13 本のライブラリを作

成した。しかしながら、未だ公開へは至っていない。著作権等、諸問題を解決し、かつ、

有効なコンテンツを作成する必要がある。 

薬学部については、6 年制薬学教育が進行していく中で、平成 23(2011)年度末に新薬剤

師国家試験が実施される予定である。国家試験対策として専任の教員および外部講師によ

る講座（前期に春期講習会、夏期講習会、後期に総合薬学演習、特別講習会）の実施を予

定しており、国家試験合格率 100％を目指す。 

研究費について、特に文系学部の学部配分研究費や研究助成制度により配分する研究費

において、1 人当たりの配分実績に偏りがあり、配分予算の効果的な執行ができていない。

そこで、配分額のあり方を再度見直し、特に若手教員の研究支援に重点を置くなどして、

予算の有効活用に向けて取り組む必要がある。また、文系学部は図書費の執行割合が高く、

特に学術雑誌購入に係る費用は学部予算の中でも高い割合を占めている。今後、電子ジャ

ーナルへの移行が可能なものは、これを導入することとし、従来の冊子体雑誌を電子化す

ることにより配架スペースの有効活用を図ると共に、利便性の向上や経費削減も行ってい

く予定である。 

 

５－４．教員の教育研究活動を活性化するための取組みがなされていること。 

《５－４の視点》 

５－４－① 教育研究活動の向上のために、FD 等組織的な取組みが適切になされているか。 

５－４－② 教員の教育研究活動を活性化するための評価体制が整備され、適切に運用さ

れているか。 
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（１）５－４の事実の説明（現状） 

本学のFD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5-4-1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。 

表５－４－１ 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〕 

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、従来4

つの部門(Study Group)に分かれてFD活動に取り組んでいたが、平成22(2010)年4月から以

表5-4-2のとおり3つの部門(Study Group)に編成し直し、より効果的な活動を進めている。 

表５－４－２ 摂南大学FD委員会のSG(Study Group) ＜平成22(2010)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・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 

 

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。 

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、各学部主催

のFDフォーラムを開催している。経営学部においては、FD活動の成果として「経営学ガイ

ダンス」「情報活用ガイダンス」の冊子を発行するなど学部単位でのFD活動の推進に努めて

いる。 

これら 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

ケートを実施しており、その結果は全学 FD 委員会において集計・分析を行い、各教員に報

告されるとともに本学ホームページでも公開し、授業改善の資料として活用している。 

これらの FD 活動の状況等は、年数回発行の「FD NEWS」で報告し、FD 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として教職員に配付している。平成 22(2010)年度

は 12・3 月に、平成 21(2009)年度は 6・12 月及び 3 月にそれぞれ発行しており、掲載内容

は、①他大学の大学改革・教育改革等の状況、②文部科学省等関係官庁や産業界などの情

報、③本学の教育方針等についての説明・伝達、④学外及び本学で開催される FD フォーラ

ム、セミナー、各種の授業改善のための講座の紹介・案内、⑤FD 活動に関する各種連絡・
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通知、⑥各学部の教育改革状況の紹介などである。さらに、平成 18(2006)年度及び平成

19(2007)年度に実施した FD フォーラムをまとめて「摂南大学 FD フォーラム報告集―摂

南大学における教育・研究の再構築―」を発行した。現在、平成 20(2008)年度及び平成

21(2009)年度に実施した FD フォーラムをまとめて「摂南大学 FD フォーラム報告集」第 2

版を編集中である。 

平成 21(2009)年 8 月に、教育系職員だけでは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、成績評価法などについて主体的に検討

し、それらの実践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、今後も継続していく予定である。 

工学部においては、FD 活動の一環として、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

度表彰を行っており、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。 

また平成 22(2010)年度には、11 月～12 月の 1 ヵ月にわたって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（＝授業公開）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（＝授業見学）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、延べ見学数 271 件を達成するとともに、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。理工学部では、学部独自にも研修型のワークショップを開催して

おり、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。 

また、平成 22(2010)年度開設の経済学部については、FD 活動をはじめ教育活動を教職

協働で取り組んだほか、学内外のワークショップに参加するなどして教育力の向上を図っ

ている。 

 

（２）５－４の自己評価 

FD委員会の委員は、教務部長を委員長に各学部から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。 

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ず、組織としての授業改善を推進するには至っていな
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い。質問内容や実施方法などについては、授業の改善に有効な情報が得られるよう検討が

必要である。 

平成 21(2009)年度の第 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。

夜遅くまで意見交換が行われ、有意義なワークショップとなった。 

また、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「教育活動評価自己申

告書」と「教育研究業績書」の提出を求めているが、教育研究業績の評価に客観性を持た

すことは非常に難しく、評価者（考課者）に対する研修など実施する必要がある。 

 

（３）５－４の改善・向上方策（将来計画） 

今後ともFD委員会を中心にFD活動の推進に努めるとともに、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。 

学生による授業アンケートについては、その実施方法と授業科目数の多さ故に学生に対

する負担が大きく、回答の信頼性が疑わしいものもあるため、実施方法や質問内容の改善

を図ることとする。 

FD 委員会では、授業アンケートの集計結果を可及的速やかに還元できるようなシステム

を構築するとともに、授業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する。また、携帯電話によるアンケートに関し

ては、他大学での実施状況、本学での実行可能性と活用方法等について引き続き検討する。 

授業公開については、すべての教員が授業公開に参画し、自分の教授方法を見直し、授

業改善に取り組める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については、平成 23(2011)年度以降も継続して実施する予定

であり、理工学部についても、学部独自の教員研修ワークショップの開催を継続して実施

する予定である。 

このほか、新任教員のための入職時オリエンテーションの実施および FD 研修実施、運

営方法、研修テーマなどについての実質的な検討に着手している。 

なお、教員評価制度については、平成 20(2008)年度に試行実施を行ったが、平成 22(2010)

年度に評価項目を全面的に見直し、同年 7 月から本格実施に着手し、今後も継続的に実施

していく予定である。 

 

［基準５の自己評価］ 

教員の年齢構成については、一部の学科で高齢化が目立っているが、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、昇任に関しては、「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」に基づき適切に運営されているが、今後はさらに評価項目と評価基準を明

確にする必要がある。 

授業担当時間数は、「専任教員の授業担当時間に関する規定」に授業担当責任時間数と

担当可能な上限時間数を定めており、教育研究活動に支障のないよう適切に運営されてい

る。 
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研究費については適正に配分されているが、外部資金の獲得はさらなる努力が必要であ

る。 

FD 活動については、年に数回の FD フォーラムを開催するなど、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。ただし、学部間や教員間で温度差が生じてい

る現実もある。 

学生によるアンケート結果の活用は、現状では教員個人の改善努力に委ねられており、

組織としての授業改善を推進する必要がある。 

教職員研修ワークショップについては、教職員共々参加者の評価も高く、より充実した

内容を継続して検討していく。 

教員活動に対する評価体制については、教育活動、研究活動、大学運営、社会活動など

各領域にわたり評価項目を全面的に見直し、平成 22(2010)年 7 月から本格実施に踏み切っ

た。平成 23(2011)年度以降の昇任人事や海外留学、研究費予算の割当等への活用を図るこ

とを前提に全教員に周知し、理解と協力を得ることができた。 

 

［基準５の改善・向上方策（将来計画）］ 

一部の学科における年齢構成の高齢化については、定年退職後の後任人事を計画的に進

めることで今後も改善に努めるほか、採用に関しては、研究業績に加えて授業能力及び教

員としての資質を総合的に判断する仕組みを強化するため、平成 20(2008)年度から面接時

にプレゼンテーションによる選考を導入するなど、その方法の一部見直しを行った。 

教員評価制度については、平成 20(2008)年度に副学長や各学部長等を中心とするワーキ

ング・グループを発足して検討を重ね、同年度内に基本案を固めた。平成 22(2010)年度に

は引き続きワーキング・グループで評価項目を全面的に見直すなど試行錯誤を行う中で精

度を高め、平成 22(2010)年度に本格導入に着手した。今後は教員評価を継続的に実施し、

問題・改善点を洗い出し、一層精度を高めていく。 

FD 活動については、引き続き FD 委員会を中心に、学生による授業アンケートの結果を、

授業改善、授業能力の向上に組織的に取り組む方策を検討するとともに、授業公開につい

ては、各学部で取り組んできた経緯を踏まえつつ、授業公開のあり方そのものについて再

検討することを予定している。また、教職員研修ワークショップの継続実施、および新任

教員のための FD 研修プログラムの構築についても、実施に向けて検討を継続する。 



摂南大学 

基準６．職員 

６－１．職員の組織編制の基本視点及び採用・昇任・異動の方針が明確に示され、かつ適

切に運営されていること。 

《６－１の視点》 

６－１－① 大学の目的を達成するために必要な職員が確保され、適切に配備されている

か。 

６－１－② 職員の採用・昇任・異動の方針が明確にされているか。 

６－１－③ 職員の採用・昇任・異動の方針に基づく規程が定められ、かつ適切に運用さ

れているか。 

 

（１）６－１の事実の説明（現状） 

本学の事務組織は、法人本部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、学園本部・設置各学校間の異動もあり、学園全体で効

果的な業務遂行ができるよう考慮している。組織改組等に伴う人員の確保が必要な場合に

おいても、学園内での異動等により適切に配置することができる。 

また、職員の採用については、学園本部が総括的に行っており、必要人員数、配置部署

について学園本部と協議し、求める人材の確保に努めている。「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し、有能

な人材の確保に努めている。昇任、異動にあたっては、自己申告書、人事考課により人材

の適性を考慮するとともに、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、自己申告書の提出、人事考課の実施及び面談

により、適材適所での職員活用を行っている。 

平成 21(2009)年度には事務職員の人事・給与制度改革を実施し、学園が期待する人材像

を具体的に示すとともに、各職員のやるべき仕事、役割をより明確にしたうえで、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、職員の希望を取り入れながら決定を行い、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。 

 

（２）６－１の自己評価 

職員の採用については、新卒者だけではなく、即戦力としての活用が見込まれる中途採

用者を含めて、広く有能な人材を確保している。 

昇任・異動については、自己申告、人事考課、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が、人事考課の結果について公平性に配慮しつつ被考課者の理解

を深め、さらに効果的な利用に向けて改善の余地がある。 
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なお、人事考課をより効果的に業務に転換できるよう、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。 

 

（３）６－１の改善・向上方策（将来計画） 

「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、より効果的なものへと改善するため、平成 22(2010)年

度には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

価を行うこととしている。 

 

６－２．職員の資質・能力の向上のための取組み（SD 等）がなされていること。 

《６－２の視点》 

６－２－① 職員の資質・能力の向上のための研修、SD 等の取組みが適切になされている

か。 

 

（１）６－２の事実の説明（現状） 

人材育成のための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として、IT 研修、業務革新ワークショップ、コーチング研修など対象

者及びテーマを絞り、効果的な研修を実施しているほか、随時、職員を外部研修会、セミ

ナー等に派遣し、その結果報告を求めるなど、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」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への派遣、フォ

ローアップ研修を行っている。 

・IT 研修 

新採用職員および希望者を対象に、IT の基礎知識の習得を目的として IT 研修を実施

している。 

・業務革新ワークショップ 

  改革を推し進める人材を育成するため、業務革新ワークショップを平成 21(2009)年度

から実施している。毎回テーマ・対象者を設定し、全体討議のあと各グループで特定課

題について議論・検証する形式であり、レポートや発表等の成果物の一部は実際の業務

に反映されている。 

・コーチング研修 

  人材育成やマネジメントスタイルとして注目されている「コーチング」について、そ

の基本的な考え方や具体的な手法を論理的かつ実践的に体験学習し、職場で実践するた

めに必要なコーチングの基本理解とその基礎能力を習得するため、対象者を選定してコ

ーチング研修を実施している。 
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・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)年度から実施している。平成

22(2010)年度は、1 期生として選抜された 12 人を対象とし原則月 1 回の月例会を実施し

た。 

・その他 

  日本私立大学協会への研修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、職員が光り輝く生き生きとした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制度。 

・資格取得支援制度 

業務に役立つ資格取得を奨励する制度。 

・理事長表彰（業務改革）制度 

業務の改革を通じて、仕事の質の向上に寄与した取り組みを公募し、他の範となる事

例を表彰する制度。 

 

（２）６－２の自己評価 

これまで、研修プログラムが体系的に構築されたとはいいがたく、単発的な研修会の実

施にとどまっていたが、明確な期待人材像の設定により、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）６－２の改善・向上方策（将来計画） 

新人事制度の本格実施に伴い、適正な評価制度と連動しつつ、期待人材像に沿った必要

な人材育成に寄与できる効果的な研修を行うと同時に、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と移行する予定である。 

 

６－３．大学の教育研究支援のための事務体制が構築されていること。 

《６－３の視点》 

６－３－① 教育研究支援のための事務体制が構築され、適切に機能しているか。 

 

（１）６－３の事実の説明（現状） 

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、学長室企
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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、同スポ

ーツ振興センター、同保健室、入試部入試課、就職部就職課、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、国際交流センター、さらに平成 23(2011)年度から

は教員の研究活動を支援する体制を強化するために研究支援センターを設置しており、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。 

平成 21(2009)年度には、本学の 10 年後の人材育成・受験生確保の最終目標を達成する

ためのアプローチとして、学部や部署等を超えた教職協働によるプロジェクト・チームを

組織し「D-Project」を立ち上げ、4 つの検討グループに分かれて教育・研究、入試・広報、

課外活動、施設設備、組織などの検討課題について議論し、様々な施策を策定した。 

 

（２）６－３の自己評価 

大学の事務組織は、教員の教育研究活動を支援するために、それぞれの領域においてそ

の役割を果たしている。 

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、学生部スポ

ーツ振興センター、同保健室、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、国際交流センター及び研究支援センターは、教員組織と連携を取りながら教育研

究活動、外部資金の獲得、FD 活動の推進、情報教育の推進、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。 
 

（３）６－３の改善・向上方策（将来計画） 

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するととも

に、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。 
 

［基準６の自己評価］ 

教育研究支援のための事務組織が効果的に機能し、必要な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」および「事務系職員人事評価規定」に従って適切に運用されている。 

事務職員の能力開発については、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。 

教員の研究支援を強化すべく新たに研究支援センターを設置するなど、時代や社会・学

生等のニーズに対応した教育研究体制を整備するための組織改変が継続的に行われてい

る。 

 

［基準６の改善・向上方策（将来計画）］ 

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、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。学園の期待人材像のも

と、新人事制度で「評価」「育成」「処遇」のシステムを連動させることによって、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について

もさらに明確化することで、より公平で納得性ある制度へと向上させる。 
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今後も引き続き、教育研究支援のための事務体制の改善を図る。 
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基準７．管理運営 

７－１．大学の目的を達成するために、大学及びその設置者の管理運営体制が整備されて

おり、適切に機能していること。 

《７－１の視点》 

７－１－① 大学の目的を達成するために、大学及びその設置者の管理運営体制が整備さ

れ、適切に機能しているか。 

７－１－② 管理運営に関わる役員等の選考や採用に関する規程が明確に示されている

か。 

 

（１）７－１の事実の説明（現状） 

理事長を中心としたメンバーで構成する「経営会議」を設け、建学の精神、設置各大学

の教育の理念を具現化するための中長期目標や戦略等を協議している。理事会において決

定した内容は、広報誌や学園ホームページ等を通じて教職員への浸透を図るとともに、広

く一般にも公開している。 

一方で運営管理は、監事を 4 人配置し、監事監査の補助業務を担当する「監事室」、理

事長直轄のセクションとして「内部監査室」を設置している。監事は理事会に常時出席し、

学園の業務及び財産の状況について適切な助言を行っているほか、法人本部並びに設置各

学校の業務についても監査し、結果についての意見を「監査報告書」としてまとめ理事長

に提出するとともに、理事会において報告している。 

 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、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。さらに、1 年間の監査結果を「内部監査報告書

（総括）」としてまとめ、広く教職員の専用サイトで公開している。 

これら監査体制の強化により、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。 

このほか、学園におけるコンプライアンスの推進、浸透及び定着を目的とした「コンプ

ライアンス委員会」（平成 23(2011)年 6 月に「USR 推進委員会」に再編予定）の設置、役員・

評議員、教職員が行動する際に守るべきことを明文化した「行動規範」を制定するなど、

構成員一人ひとりに高い倫理観を持った自覚と責任ある行動を求めている。 

学長は「学内理事」として理事会に出席し、学園の意思決定や方針策定等について参画

するとともに、これらの内容を学長直轄の部長会議を通じ、適宜学内に周知している。 

また、理事及び監事の選任に関しては、寄附行為及び役員選考手続規定に定められてお

り、選考方法は「評議員互選理事（ニ号理事）」「学識理事（ホ号理事）」「監事」によって、

それぞれ異なる。 

①評議員互選理事（ニ号理事） 

評議員会議長を委員長とする「ニ号理事候補者選考委員会」が候補者を公募し、選考基

準に基づき候補者名簿を作成する。これを受けて評議員会は、同名簿に記載の候補者の

承認後、評議員の連記無記名投票による選挙を実施し、ニ号理事の選任を決議する。 
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②学識理事（ホ号理事） 

理事長を委員長とする「ホ号理事・監事候補者選考委員会」が候補者を公募し、選考基

準に基づき候補者名簿を作成する。これを受けて理事会は、同名簿に記載の候補者の承

認後、理事の連記無記名投票による選挙で、ホ号理事を選任する。 

③監事 

前述の理事会による候補者名簿の承認を受け、理事長は同名簿に記載の候補者のうちか

ら適任者を選出し、評議員会の同意を得て、選任する。 

 

（２）７－１の自己評価 

・監事の強化及び監事監査を補佐する専門部署を設置したことにより、実効ある監事監査

体制を整備し、年間にわたって監事監査を実施している。 

・従来の内部監査は委員会組織において実施し、会計監査を主眼としたものであったが、

専門部署を設置したことにより、会計監査に加えて、建学の精神及び教育の理念に依拠

した中長期目標の達成に向けた業務の実施状況を重点項目とする業務監査を実施して

おり、PDCA サイクルの中のチェック機能を果たしている。また、コンピュータシステム

監査については、主にシステムへのアクセス管理やバックアップ体制の現状を把握する

等の調査活動を行っている。 

・理事は、各設置学校の学長ポストである理事を除いて、校友（学園の前身校を含む卒業

生）及び学識経験者（学園関係者を含む）を候補者とする。監事は、学園の理事、評議

員及び職員以外の者を候補者とする。これらは、寄附行為及び役員選考手続規定に定め

ており、その候補者は広範な人材確保を目的として、各キャンパス学園掲示板のほか、

学園、設置各学校及び各校友会のホームページで公募している。 

・理事、監事の選任に関しては、寄附行為及び役員選考手続規定に基づき、各選考委員会、

理事会及び評議員会の一連の審議を経て、適切に実施している。 

 

（３）７－１の改善・向上方策（将来計画） 

平成 22(2010)年度現在で、監事及び専門部署による監事監査は 4 年目、専門部署による

内部監査は 4 年目となり、監査活動も学園内に浸透し、定着しつつある。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。 

 

７－２. 管理部門と教学部門の連携が適切になされていること。 

《７－２の視点》 

７－２－① 管理部門と教学部門の連携が適切になされているか。 

 

（１）７－２の事実の説明（現状） 

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、学校法人常翔学園を代

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。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。また、管理部門と教学
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部門の連携を図るため「経営会議」を開催し、管理部門、教学部門それぞれからの提案を

十分に審議する体制を整えている。 

ここで審議された案件は、理事会に上程あるいは大学へフィードバックするなど円滑な

運営体制を構築している。 

学長は管理部門の会議（理事会、経営会議など）へ出席するとともに、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、学長に答申または報告

され、大学としての議決が必要な事項については部長会議に諮って決議している。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。これらの委員会は各種委員会規定に明記されており、

専任教員のみならず、当該領域を専門に担当する事務職員も参加する中で、職務上の相違

を尊重しつつ、大学の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、実施に至る過程では、教員と事務職員とが意見を交換し、相互の理解と協力の下で

合意形成が行われている。 

 

（２）７－２の自己評価 

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。また、学長は学園の経営会

議にも毎回出席しており、管理部門と教学部門の連携及び機能分担は適切に行われている。

管理部門と教学部門は、学長をトップとした指揮命令系統が体系化され、適切に運営が図

られている。 

 

（３）７－２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るように、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。 

 

７－３．自己点検・評価のための恒常的な体制が確立され、かつその結果を教育研究をは

じめ大学運営の改善・向上につなげる仕組みが構築されていること。 

《７－３の視点》 

７－３－① 教育研究活動をはじめ大学運営の改善・向上を図るために、自己点検・評価

の恒常的な実施体制が整えられているか。 

７－３－② 自己点検・評価の結果を教育研究をはじめ大学運営の改善・向上につなげる

仕組みが構築され、かつ適切に機能しているか。 

７－３－③ 自己点検・評価の結果が学内外に適切に公表されているか。 

 

（１）７－３の事実の説明（現状） 

本学では、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

ら点検及び評価を実施する「摂南大学評価委員会」を設置している。平成 22(2010)年度は、
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前年度に引き続き自己点検・評価結果を行い、その結果として「自己点検・評価報告書」

を作成し、本学ホームページを通じて学外にも広く公表している。また、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、翌年度に部長会議へその達成状

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。なお、本学は平成

21(2009)年度、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いる。 

工学部都市環境システム工学科（現 理工学部都市環境工学科）の「都市環境システム

総合コース」において、平成 19(2007)年度に JABEE（日本技術者教育認定機構）による教

育プログラムの認定審査を受審し、平成 20(2008)年 5 月に認定された。理工学部の住環境

デザイン学科、建築学科、機械工学科、電気電子工学科、都市環境工学科についても、JABEE

受審に向け、準備を進めている。また、薬学部薬学科においても、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」）を行い、

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ホームページに公表

している。 

平成 22(2010)年度は、設置認可または届出により設置した理工学部生命科学科・住環境

デザイン学科・都市環境工学科及び経済学部において、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、同年 5 月、同省に提出した。なお、薬学部における実務

実習施設については、文部科学省通知のとおり、実務実習を行う前年度（平成 21(2009)年

度）6 月に変更にかかる同省への届出書類の提出を完了している。 

 

（２）７－３の自己評価 

 平成 20(2008)年 4 月から学長が指名した「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、共通部門である庶務課、会計課、教務課をキーステ

ーションとして、各学部その他の共通部門が点検・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。各部署が策定する課題・目標においては、PDCA サイ

クルが確立されている。 

また、学生への授業アンケートを平成 14(2002)年度から開始し、これまで毎年度実施し

てきた。この授業アンケートの結果から、本学の教育研究環境に対する学生の意見を把握

することができ、本学にとって教員の継続した授業方法等の改善を図る上で重要なシステ

ムの一つとなっている。 

 

（３）７－３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・評価報告書」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すと同時に、大学の教育研究に対する質の維持と向上に努

めていく。また、各部署が毎年度策定する課題・目標の点検についても、自己点検・評価

と併せて行うこととしている。 

なお理工学部では、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

市環境工学科の 5 学科において、順次、JABEE による教育プログラムの認定審査の受審に
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向けて準備を進めている。 

また、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

しつつ、6 年制完成後の平成 24(2012)年度以降に薬学教育評価機構による第三者評価を受

審する準備を進めている。 

 

［基準７の自己評価］ 

・管理部門と教学部門は、学長を中心に部長会議、大学院委員会及び各種委員会メンバー

による指揮命令系統を通じて組織的に連携しており、大学の目的達成を図っている。 

・自己点検・評価活動についても組織的に行い、その結果として自己点検・評価報告書を

作成し、浮き彫りとなった課題の解決に向け、全学で取り組む体制が構築されている。 

 

［基準７の改善・向上方策（将来計画）］ 

・現在適切に行われている管理部門と教学部門の連携について、今後も学長のリーダーシ

ップのもと、恒常的に改善を図っていく。 

・自己点検・評価活動については、原則として毎年度実施し、組織的に教育研究活動の改

善と向上を図っていく。 
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基準８．財務 

８－１．大学の教育研究目的を達成するために必要な財政基盤を有し、収入と支出の

バランスを考慮した運営がなされ、かつ適切に会計処理がなされていること。 

《８－１の視点》 

８－１－① 大学の教育研究目的を達成するために、必要な経費が確保され、かつ収

入と支出のバランスを考慮した運営がなされているか。 

８－１－② 適切に会計処理がなされているか。 

８－１－③ 会計監査等が適正に行われているか。 

 

（１）８－１の事実の説明（現状） 

本学の財務状況を把握するため、本学の平成 22(2010)年度財務比率を全国平均（医

歯系法人を除く）の平成 21(2009)年度財務比率と比較した。なお、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 22 年度版今日の私学財政－大学・短期大学

編－」を参照した。 

表８－１－１ 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

自己資金構成比率 △ 86.8% 87.0% ○ 固定負債構成比率 ▼ 7.5% 8.9% ×

消費収支差額構成比率 △ -8.1% -0.1% ○ 流動負債構成比率 ▼ 5.7% 4.1% ○① 

基本金比率 △ 96.9% 97.5% ○ 総負債比率 ▼ 13.2% 13.0% ○

固定比率 ▼ 100.0% 104.1% ×

⑤

負債比率 ▼ 15.2% 15.0% ○
② 

固定長期適合率 ▼ 92.0% 94.4% × ⑥ 帰属収支差額比率 △ 3.7% 8.6% ○

固定資産構成比率 ▼ 86.8% 90.5% × 寄付金比率 △ 2.5% 0.7% ×

有形固定資産構成比率 ▼ 61.7% 63.3% ×
⑦

補助金比率 △ 12.9% 10.1% ×

その他の固定資産構成比率 △ 25.0% 27.2% ○ 人件費比率 ▼ 52.6% 51.5% ○
③ 

流動資産構成比率 △ 13.2% 9.5% × 教育研究経費比率 △ 30.9% 30.4% ×

内部留保資産比率 △ 25.1% 23.7% × 管理経費比率 ▼ 10.3% 7.1% ○

運用資産余裕比率 △ 1.7 年  2.1 年 ○ 借入金等利息比率 ▼ 0.4% 0.2% ○

流動比率 △ 232.7% 229.2% ×

⑧

基本金組入率 △ 13.1% 9.0% ×

前受金保有率 △ 298.1% 222.4% × 人件費依存率 ▼ 72.4% 66.9% ○

④ 

退職給与引当預金率 △ 70.6% 94.8% ○
⑨

消費収支比率 ▼ 110.8% 100.4% ○

分類①～⑤が貸借対照表関係比率であり全国平均より良い指標が 9 件、悪い指標が 9

件であった。分類⑥～⑨が消費収支計算書関係比率であり、全国平均より良い指標が 6

件、悪い指標が 4 件であり、財政状況は総じて全国平均よりやや良好といえる。 

分類単位でみると、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)、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、

①(自己資金は充実されているか)、⑤(負債の割合はどうか)、④(負債に備える資産が

蓄積されているか)、⑥(経営状況はどうか)、⑨(収入と支出のバランスはとれている

か)が全国平均より優れている。 
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学園予算の編成は、予算編成規定に基づき理事長が行う。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、長期的な展望と事業計画に対

する学長の方針に基づいて、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

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」を年 2 回実施し、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 

本学は、新日本有限責任監査法人に監査を委託している。監査法人は「学校法人レ

ベルの内部統制の評価と全般的な監査計画の策定」「具体的な監査戦略の策定」「リ

スクの対応手続きの実施」「監査の総括及び監査報告」というワークフローに従い、

平成 22(2010)年度は延べ 140 日間に渡り監査が実施された。 

・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、科学研究費補助金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。 

 

（２）８－１の自己評価 

固定比率及び固定長期適合率が全国平均に劣後しているが、固定資産 1,825 億円の

うち 234 億円は余剰資金を運用して取得した有価証券である。有価証券を除いて計算
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すると、本学の固定比率は全国平均 100.0％に対し 90.7％、固定長期適合率は全国平

均 92.0％に対し 82.3％といずれも下回るため、校地、校舎は自己資金で十分賄われて

いると評価する。また寄付金比率及び補助金比率も全国平均に劣後しているが、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)が、全国平均 2.3％に対し本学は

6.8％と 4.5 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ものと評価する。 

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１回受けており、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)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。 

平成 20(2008)年度からは、学校会計基準による予算と、経費を中心とした目的別予

算を導入するとともに、学長の教育研究施策におけるリーダーシップ強化を図るため

学長裁量予算制度を新設した。また、財政の健全性を維持するため教育研究経費支出

と管理経費支出、設備関係支出の合計額は、学生生徒等納付金収入の増減の連動する

ように割当予算制度を導入した。 

 

（３）８－１の改善・向上方策（将来計画） 

割当予算制度導入前の平成 19(2007)年度の教育研究経費比率は 31.9％で全国平均

29.7％を上回っていたが、平成 22(2010)年度では全国平均を僅かながら下回っている。

これは両年度を比較して学生生徒等納付金収入が 1.4％減少する中、教育研究経費は

0.6％増加したにもかかわらず、帰属収入が資産運用収入の増額などで 5.5％増加した

ことが原因である。今後は帰属収支差額比率を 10％確保するとともに教育研究経費比

率を全国平均以上になるような予算配分を目指していきたい。 

監事及び監事監査を補佐する専門部署による内部監査は 5 年目であり、監査法人及

び内部監査室と連携を深め、監査の実効性や客観性を高めている。今後、目的別予算

制度を定着させ、中長期計画達成に向けた目的を明確にした予算編成を行うことによ

り、より効果的な経費投入を図っていく計画である。これにより、教育研究活動の活

性化を図り、急速な変化を伴う社会の要求に迅速・的確に対応すべく学長裁量予算を

有効に活用し、戦略的な活用を行う。 

 

８－２． 財務情報の公開が適切な方法でなされていること。 

《８－２の視点》 

８－２－① 財務情報の公開が適切な方法でなされているか。 
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（１）８－２の事実の説明（現状） 

財務情報を公開するよう私立学校法が改正された平成 17(2005)年度から、財務情報

を誰でも自由に閲覧することができるよう本学ホームページ上に掲載し公開している。

ここでは、財産目録、貸借対照表、資金収支計算書、消費収支計算書、事業報告書、

監事による監査報告書に加えて、独立監査人の監査報告書を閲覧に供している。その

事業報告書では、法人の概要、事業の概要、財務の概要のほか、建学の精神、中長期

目標、キャンパスの概要、入学志願者数などを掲載している。 

また学園が発行する広報誌にも予算書、決算書を掲載し、それを学生、保護者、教

職員に配付するとともに、本学ホームページ上で公開している。 

 

（２）８－２の自己評価 

本学の財務情報の公開は、本学ホームページ、学園広報誌で、学生、保護者、教職

員に適切な方法で、かつ義務付けられた公開の範囲及び公開の書類以上に公開してい

るものといえる。 

 

（３）８－２の改善・向上方策（将来計画） 

 大学はさまざまな情報の公開を求められている。情報公開法の精神に基づき、本学

が保有する情報の一層の公開を図っている。社会が求める必要な情報については、広

く公表するとともに、本学ホームページ等の充実により適切に公開している。  

 

８－３．教育研究を充実させるために、外部資金の導入等の努力がなされていること。 

《８－３の視点》 

８－３－① 教育研究を充実させるために、寄附金、委託事業、科学研究費補助金、

各種 GP(Good Practice)などの外部資金の導入や収益事業、資産運用等

の努力がなされているか。 

 

（１）８－３の事実の説明（現状） 

＜科学研究費補助金＞ 

科学研究費補助金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 22(2010)年度の新規申請率は 44％で前年比 5 ポ

イント減少、新規及び継続の申請率は 57％で前年比 1 ポイントの増加となった。ま

た、採択件数は 56 件、6,501 万円の補助金を獲得した。 

＜大学改革推進等補助金(大学改革推進事業)＞ 

平成 22(2010)年度に「大学教育・学生支援推進事業」学生支援推進プログラムで、

1,070 万円、「大学生の就業力育成支援事業」で 1,836 万円の補助金を獲得した。 

＜委託事業、特別寄付金＞ 

平成 22(2010)年度に文部科学省から 1 件 1,198 万 9 千円、地方公共団体から 2 件、

359 万円 8 千円の委託事業を受託した。また、民間企業等から本学への委託研究や特

別寄付金は、理工学部と薬学部で委託研究が 25 件、3,810 万 4 千円、特別寄付金が
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9 件、418 万 6 千円であった。 

表８－３－１ 外部資金の導入状況 

平成 20 (2008)年度 平成 21 (2009)年度 平成 22(2010)年度 
区   分 

件数(件) 金額(円) 件数(件) 金額(円) 件数(件) 金額(円) 

科学研究費補助金 34 66,404,000 43 78,091,000 56 65,010,000 

委託事業 23 33,755,000 20 54,797,000 27 50,094,245 

特別寄付金 12 6,820,000 5 1,9000,000 9 4,186,300 

＜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

術研究振興資金については、平成 22(2010)年度に 1 件採択され、50 万円の交付を受

けた。 

＜資産運用収入＞ 

学園が保有する資産を効率的に運用するため、平成 19(2007)年度に資金運用規定

を制定し、理事長を委員長した「資金運用委員会」を設置した。流動性、安全性、

収益性を考慮し分散投資に努めることとし、収入構造の多様化を図っている。なお、

毎年度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、理事（財

務担当）の決裁にて金融商品を購入している。 

＜創立 90 周年記念募金＞ 

  教育研究の一層の充実が求められている中、平成 24(2012)年の学園創立 90 周年に

向けて学園の教職員をはじめ、企業、卒業生、在学生の保護者に対し、平成 19(2007)

年から学園創立 90 周年記念募金を開始している。 

 

（２）８－３ 自己評価 

教育研究を充実させるために、外部資金の導入が必要であることは、教職員に理解

されているが組織的で具体的な動きがない。 

資産運用については、平成 19(2007)年度からサブプライム問題により金融市場が混

乱する中、元本が毀損しないように留意しながら仕組債等を購入した。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リフトを構築した結果、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)年度は 12 億円、平成 22(2010)年度

は 14 億円を越える実績を上げることができた。なお、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。さらに平成 21(2009)年度は、専門知識を有するコンサルタントとアドバイザリ

ーサービス契約を締結し、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。 

 

（３）８－３ 改善・向上（将来計画） 

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。その獲得努力にあたっては、知的財産関係規定制度の説明会を行うなどの体制

作りに着手した。また、学長の指示のもとに研究支援センターが中心となり、全教員
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の科学研究費補助金の申請に向けた積極的な取り組みを展開する。  

資産運用収入については、リーマンショック以降特に運用環境が急激に変化してい

るため金融商品の選定が難しくなっている。そこで安定的なインカムゲインを確保す

るためにこれまで以上にリスク管理をより強固に行う必要がある。  

 

［基準８の自己評価］ 

・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、学園ホームページ上に掲載し

ており、透明性を確保するという観点からは、適切である。 

・支出の部では人件費が大きな割合を占めているが、職員の雇用形態の多様化を図り､

派遣職員の導入を実施し、人件費の財政圧迫を少なくするよう努めている。 

・財務上の健全性に問題はないものの大学収入の大部分は学生納付金に依存しており、

学生納付金収入の安定確保が最重要である。 

・外部資金の導入、特に科学研究費補助金においては、採択件数を増やすことや、教

育研究活動の充実に向けてさらなる取り組みの強化を図っていく必要がある。 

 

［基準８の改善・向上方策（将来計画）］ 

・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。

そのためにも学生、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。学生納付金収入以外の外部資金の導入は、大学の教育研究目的達成のために

必要不可欠なものとなっており、研究支援センターが中心となり、科学研究費補助

金をはじめとする各種補助金の獲得に積極的に取り組むこととしている。平成

21(2009)年度からは科学研究費補助金の不採択者に一定の基準を設け、１研究あた

り 30 万円の奨励金を交付する制度を導入するなど、教員のモチベーション向上を図

り、全員申請に向けて組織的に取り組んでいる。 

・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、平成 20(2008)年度に「社会人の学び直しニーズ対応教育

推進事業委託」に 1 件採択され、平成 21(2009)年度には「実践とポータルシステム

によるヤル気醸成型就職強化プログラム」が採択された。平成 22(2010)年度には、

「大学生の就業力育成支援事業／意識改革を促すキャリア・フライデーの導入」が

採択された。 

・財務計画は、事業計画、人事計画とも連動しているものであり、財務だけの計画を

立てることは不可能である。大学の中長期目標を達成するための具体的計画を考慮

し、これと連動させて安定化を目指した財務計画を立てることとしている。 

・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。 
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基準９．教育研究環境 

９－１．教育研究目的を達成するために必要なキャンパス（校地、運動場、校舎等の 

施設設備）が整備され、適切に維持、運営されていること。 

《９－１の視点》 

９－１－① 校地、運動場、校舎、図書館、体育施設、情報サービス施設、附属施設

等、教育研究活動の目的を達成するための施設設備が適切に整備され、

かつ有効に活用されているか。 

９－１－② 教育研究活動の目的を達成するための施設設備等が、適切に維持、運営

されているか。 

 

（１）９－１の事実の説明（現状） 

本学の各キャンパスの主要施設概要を表 9-1-1 と表 9-1-2 に示す。 

 

表９－１－１ 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 

２号館 ＲＣ造・地上 4 階建 6,819.75 ㎡ 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、教育センター、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９－１－２ 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 ㎡ 講義室、図書館、食堂、売店 

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 

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 ＳＲＣ造・地上 3 階建 2,390.94 ㎡ 実習室、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 - 107,614.49 ㎡ 多目的グラウンド、テニスコート他 
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＜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

されている。専有面積は本館 6,622 ㎡、分館 1,282 ㎡、合わせて 7,904 ㎡である。閲

覧座席数は本館 840 席、分館 259 席、合わせて 1,099 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で

あるが、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 時まで利用可能である。また、本館内には 120 人収容可能な AV ホール（名称は

プチテアトル）が設けられ、講演会、研究発表会など多目的に利用されている。 

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てい

る本館は、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。 

分館は、薬学部を主なサービス対象とし、約 8 万冊の図書と約 700 種の学術雑誌を

揃えている。 

平成 22(2010)年度の図書館の利用者数は 361,696 人（本館 262,619 人、枚方分館

99,077 人）、貸出冊数は 39,956 冊（本館 31,782 冊、枚方分館 8,174 冊）である。 

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 台が新規設置された。図書館内の資料とともに、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り、「ラーニング・コモンズ」としての機能を設けることがで

きた。 

初年次ゼミ等と連携して、図書館利用指導を実施している。図書館の利用の仕方、

文献検索、データベースの利用方法などを教え、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)年度から業者委託となっているが、図書館機

能の質の維持・向上が図られるよう、学園他館とも情報共有をして、委託契約の履行

状況をチェックするなどしている。 

＜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などがあり、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、入学宣誓式や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。 

一方、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グラウンド（現 第 1

グラウンド）と夜間照明を完備したテニスコート 2 面が設けられている。また、看護

学部用の学舎建設によるグラウンド面積の縮小に伴い、平成 23(2011)年 3 月、新たに

グラウンド（第 2 グラウンド）を増設した。 

＜情報メディアセンター＞ 

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電算化

を進め、昭和 56(1981)年度にメインフレームによる事務基幹システムを導入して以降、
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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などを運営してきた。平成 17(2005)年度には、従来のシステ

ムをオープン系のものに切り替えるとともに、それまで学内で行っていた開発業務を

アウトソーシング化した。 

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 838 台のパソコンを設置している。この他の施設として、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。 

一方、枚方キャンパスにも薬学部の情報処理教育設備として 130 台のパソコンを設

置した情報処理演習室がある。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・塑性加工実験室の 5 室で構成されている。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などを設置しており、理工学部における実験・実習及び

卒業研究での機器作製などに利用している。 

 テクノセンターの施設・設備のさらなる有効活用の促進を目指し、全学に対するプ

ロジェクト活動として PBL 型授業やフォーミュラプロジェクト、八幡の竹を使ったラ

ンプの開発などのプロジェクト推進を行った。また、学生から提案される多様なプロ

ジェクトの支援に必要な装置や支援の実現可能性についての調査を兼ねて、機械加工

に加えて電気回路製作を含む「チャレンジプロジェクト」と称する小規模のプロジェ

クトを支援した。 

 今後に向けて、新たな CAD 設備の導入と老巧化した施設・設備の整備にむけた調査

を通じて、テクノセンター施設・設備のマスタープランについての方向性を検討して

いる。さらに、テクノセンターの利用推進を促すためにテクノセンターニュースの発

行や、製作入門講座や加工機械装置の講習会の開催について検討した。 

＜臨床薬学教育研究センター＞ 

枚方キャンパス 6 号館には、病院や調剤薬局での学外実習に備えるとともに、薬剤

師の現場における多様な仕事を実習する施設として、注射調剤実習室、無菌製剤実習
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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、調剤実習室などを設けている。 

＜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など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するなど、薬学部には欠かすことのできない施設とな

っている。 

＜模擬法廷＞ 

 寝屋川キャンパス 7 号館 6 階にある模擬法廷は、法学教育をいわゆる座学といわれ

る観念的・理論的な学習に終わらせるのではなく、実践的な法学教育の展開を目指す

ため、平成 18(2006)年 11 月に設置された。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 階にある法学部キャリアルームは、入学時から学生自身

に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

とを目的として、平成 19(2007)年 4 月に設置された。当ルームには、自習用専用ブー

ス 18 席、共同討議用テーブル（席数 13 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のパソコン 5 台、公務員試験等受験対策資料再生用ビデ

オ・DVD 装置 4 台が配置されている。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用として、過去問題集やビデオ資料を配架するほか、要員を

配置し、利用指導、アドバイス等の支援を行っている。学生たちが当ルームを利用し

学習する中から、就職や資格等のキャリア形成を体系的に身に付け、「なりたい」「や

りたい」職業選択に結びつける契機とするほか、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＞ 

両キャンパスのほとんどの講義室にマルチメディア装置を備え、教材などが投影で

きる環境を整備し、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・機器などを整備している。 

講義室に設置されているマルチメディア装置について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に関して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など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。 

また、体育施設の維持管理及び運用についてはスポーツ振興センターと学生課が連

携して行っている。枚方キャンパスの体育施設の維持管理及び運用については、薬学

部事務室が行っている。 

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及び薬学部に設

置している大型実験機器等については、専門業者と保守契約を締結し教育研究活動に
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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について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において発生した

排水については、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について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うとともに、

大阪府への定期的な報告を行っている。 

施設設備及び建物については、会計課及び薬学部事務室が法人本部施設課と協議し、

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・空調等の施設

設備のメンテナンスについては、法人本部施設課が主担当となり、実施している。 

 開設初年度である理工学部生命科学科について、設置認可申請時の計画どおり実

験・実習機器や学生図書などを購入・整備した。 

 

（２）９－１の自己評価 

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 新の情報に基づく

授業が可能となっている。平成 23(2011)年度初頭に情報処理及び語学教育設備で用い

ているパソコン、サーバ及びネットワーク機器一式を更新し、 新の教育環境を整え

た。このことにより、迅速な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、寝屋川キャンパ

ス新 1 号館の竣工にあわせて学内 LAN の利用環境改善のため、IP アドレスの調査と整

理を行い、運用の見直しを図った。これらの更新計画については、学生アンケート結

果を踏まえて情報メディアセンター運営委員会で審議し、策定・実施を行った。また、

事務基幹システムについて、毎年見直しが繰り返されるカリキュラム変更や複雑な入

試制度へ対処すべくシステム改修を行うなど円滑な運用が維持できており、トラブル

の未然防止と発生時の対応を迅速にすべく、開発業者との連携を強化している。 

なお、工学部（現 理工学部）、経営情報学部（現 経営学部）及び薬学部では平成

19(2007)年度に、経済学部では平成 22(2010)年度に想定以上の新入生が入学したこと

から、実験室・情報処理室等の運用に苦慮した。また、体育施設については比較的充

実している寝屋川キャンパスに比べ、枚方キャンパスは体育館がないなど体育の授業

や課外活動を行う環境としては十分とはいえない。 

  

（３）９－１の改善・向上方策（将来計画） 

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

ンなど、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。また、平成 17(2005)年度に刷新した事務基幹システムも、稼
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動している OS やハードウェアが陳腐化してきており、メーカーサポートが近い将来終

了することから、継続使用が困難になりつつある。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、平成 26(2014)年度稼動を目指し、平成

23(2011)年度中に次期事務基幹システムへの更新作業に着手する計画である。 

薬学部は 4 年制から 6 年制に移行したことにより平成 23(2011)年度に学生数が 1.5

倍に増加するため、枚方キャンパスの施設設備及び談話室等の充実を進め、平成

21(2009)年度に 300 人収容可能なメディックスホールや講義室などを備えた新 3 号館

が完成した。今後は、体育施設の充実を図るべく体育館の設置に向けて検討を進める

ほか共同利用機器室の増設についても検討する。また、平成 24(2012)年度の看護学部

開設に向けて、専用の講義室や実習室を完備した学舎を建設するほか、図書館の拡充、

情報処理室の増設、情報システム改修の準備などを進める。 

 

９－２．施設設備の安全性が確保されていること。 

《９－２の視点》 

９－２－① 施設設備の安全性（耐震性、バリアフリー等）が確保されているか。 

 

（１）９－２の事実の説明（現状） 

・寝屋川キャンパスの 1･2･3･4･5 号館及び摂大交流会館は、新耐震設計基準が改正さ

れた昭和 56(1981)年以前に建てられている。 

・階段の手すりについては、寝屋川キャンパス 11 号館 6 階から 11 階及び 12 号館東側

1 階から 7 階を除く全ての建物に設置され（全建物に対する設置率は 87％）、枚方

キャンパスにおいては全建物（100％）に対して手すりを設置し、安全性を確保して

いる。 

・学内の防火・防災・防犯の安全性確保については、法人本部総務課及び庶務課が中

心となり、保安管理体制を整えているとともに、避難訓練を年 1 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、外部訪問者や防犯対策の徹底化を図っている。 

・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」「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、緊急時の対応などを記した

「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 初に

説明並びに指導を行っている。また、同委員会は定期的に同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については、専門のトレーナー派遣会社と委託契約を

締結し、指導管理を行うとともに、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。 

 96



摂南大学 

・アスベストについては調査を実施し、除去または封じ込めの処理を行っている。 

 

（２）９－２の自己評価 

・新耐震設計基準以前に建てられた寝屋川キャンパスの 3･4･5 号館及び摂大交流会館

については、今後、10 年間において順次、耐震改修または建て替えていく計画であ

り、実施に向けた校舎配置、規模等をマスタープランとして策定していく予定であ

る。 

・階段の手すりについて、寝屋川キャンパスでは 1 割強の建物で整備できておらず、

枚方キャンパスと同様に全建物に手すりを設置する必要がある。 

・監視カメラについて、寝屋川キャンパスには既に設置し万全な防犯体制を構築して

いるが、枚方キャンパスについては監視カメラを未だ設置しておらず、今後整備し

ていく必要がある。 

・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、各種委員会を設けると

ともに、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。 

・寝屋川キャンパス 2 号館においてはアスベストを使用しているが、アスベストの封

じ込み処理を行っており、問題はない。 

 

（３）９－２の改善・向上方策（将来計画） 

・新耐震設計基準以前に建てられた寝屋川キャンパスの 3･4･5 号館及び摂大交流会館

については、今後、10 年間において順次、耐震改修または建て替えていく計画であ

る。 

・平成 23(2011)年度までに、寝屋川キャンパスの全建物において、階段の手すりを設

置する計画である。 

・枚方キャンパスにおいては、安心安全の環境向上を図るため平成 23(2011)年度から

監視カメラを順次設置していく計画である。 

・アスベストを使用している寝屋川キャンパス 2 号館については、平成 23(2011)年度

に建物を解体し、その際、適切な方法でアスベストを除去する計画である。 

 

９－３．アメニティに配慮した教育環境が整備されていること。 

《９－３の視点》 

９－３－① 教育研究目的を達成するための、アメニティに配慮した教育研究環境が

整備され、有効に活用されているか。 

 

（１）９－３の事実の説明（現状） 

・学生の憩いの場を寝屋川キャンパスに 5 箇所、枚方キャンパスに 2 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 大 200 人程度収容可能

で、音楽会や講演会などの諸行事にも利用可能である。 

・空調機は一部の実験及び実習室を除く全部屋に設置され、快適な教育研究環境が整

っている。 

・平成 18(2006)年度には寝屋川キャンパスに 10 号館を新設し、図書館と情報メディ
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アセンターの移転に伴い新しい設備を加えた。情報メディアセンターには、高機能

なマルチメディア機器やインターネットが利用できる情報処理室や語学教育のため

の CALL 教室及び小スタジオを設置した。また、図書館の入り口にブックディテクシ

ョンシステムを設置したことで、蔵書管理や貸出業務の効率化などにより利用者の

利便性の向上を図った。 

・枚方キャンパスについては、薬学部の 6 年制への移行により学生数が増加したこと

により教育研究施設設備等を全面的に見直し、平成 21(2009)年度に学術発表等が可

能なホールやポスターセッションが可能なロビーを有する新 3 号館が完成した。グ

ループ並びに個人対応のブース形式の自習できる施設・設備を整備すると同時に無

線 LAN にも対応できる環境とした。 

 

（２）９－３の自己評価 

・寝屋川キャンパス 5・11・12 号館設置の黒板は、設置から 20 年以上が経過しており、

板面の張替え時期を迎えており、傷みの目立つ教室から適宜、張替え作業を実施す

る。 

・寝屋川キャンパスでは校舎壁面の塗装を実施するとともに枚方キャンパスでは食堂

をリニューアルし、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い、学生の快適なキャンパスライフを支援

する施設充実を図っている。 

・寝屋川キャンパス 5・8・11・12 号館及び枚方キャンパス 1・2・4 号館は集中式の空

調機器を使用しており、利便性等の面において劣っている。 

・寝屋川キャンパスでは、第 1 グラウンド及びテニスコートは人工芝化により全天候

型運動施設となり、雨天当日及び雨天後も含めて利用できるようになった。また屋

外ステージを平成 18(2006)年度に設置し、音楽系課外活動団体の発表に活用してい

る。 

・食堂について、寝屋川キャンパスでは職員食堂を廃止し学生食堂の拡張を行い、枚

方キャンパスでは 6 年制への移行により学生数増に対応するため食堂の拡張を行っ

ており、両キャンパスにおいて食育環境の充実を図っている。 

 

（３）９－３の改善・向上方策（将来計画） 

・黒板の改修については平成 24(2012)年を目途に改修計画を立て、年次進行で更新す

る。 

・寝屋川キャンパス 5・8・11・12 号館の空調機器は集中式のため、省エネ及び利便性

等の面において劣っていることから、平成 30(2018)年度までに個別式への更新を目

指す。枚方キャンパス 1･2 号館の空調機器は平成 22(2010)年度に個別式への更新を

予定している。なお、寝屋川キャンパス 5 号館については、新耐震設計基準以前に

建てられており、耐震改修または建て替えの必要があるため、これを加味したうえ

で対応を検討する。 

・枚方キャンパスについては、平成 24(2012)年度の看護学部開設に向けて、専用学舎

内をはじめアメニティに配慮した環境整備を行う予定である。 
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［基準９の自己評価］ 

・教育研究活動を推進するために必要な施設設備について、一部改修工事が必要な施

設設備があるものの、概ね適切に整備し活用している。 

・施設設備の点検等については法人本部施設課が担当となり、会計課・薬学部事務室

を通じて連絡を取り、円滑に機能している。 

・講義室や教育研究装置などについては取扱部署が中心となり、改修や導入計画を立

案し 適な教育環境の維持に努めている。  

 

 [基準９の改善・向上方策(将来計画)] 

・理工学部では、学部管轄施設設備の安全性の確保や快適な教育研究環境の整備等を

目的として平成 20(2008)年度に工学部安全委員会（現 理工学部安全委員会）を立ち

上げ、原則として月 1 回開催し、設置の目的に沿った諸施策を検討するとともに、

定期的に理工学部管轄施設設備の巡回点検を実施している。今後は、実験室などの

利用において、学生が過密にならないよう、スペースの確保や時間割の工夫による

分散化を図るとともに、各学科や実験室、設備ごとに作成している「安全マニュア

ル」を 1 冊にまとめて全学生に配付する予定である。 

・本学は、校地及び校舎とも大学設置基準面積を満たしているが、建設及び施設の大

規模な補修計画については、緊急性の高いものから順次優先的に対応していく。 

・バリアフリー化については現在具体的な予定はないが、将来の改修または建替工事

計画の中に含めて検討していく予定である。 

・枚方キャンパスについては、平成 24(2012)年度の看護学部開設に向けて、専用学舎

をはじめ教育研究環境の整備を行う予定である。 
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基準１０．社会連携 

１０－１．大学が持っている物的・人的資源を社会に提供する努力がなされていること。 

《１０－１の視点》 

１０－１－① 大学施設の開放、公開講座、リフレッシュ教育など、大学が持っている物

的・人的資源を社会に提供する努力がなされているか。 

 

（１）１０－１の事実の説明（現状） 

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。 

・近隣の小学校、中学校の授業で使用するために臨時で本学施設を貸与しているほか、地

域住民や小・中学生を対象とした本学施設を活用した各種行事を開催している。 

②一般市民向けの各種行事の開催 

 各種行事の開催状況は、表 10-1-1 のとおりである。 

 表１０－１－１ 一般市民向けの各種行事〔平成 22(2010)年度実績〕 

一般市民向けの各種行事 参加者数 開催日 開催場所 

近畿水環境交流会 in 高島 220 人 7 月、8 月 滋賀県高島市 

薬草見学会 4 月：73 人、7 月：62 人、10 月：70 人 4、7、10 月 枚方キャンパス 

くずは収穫祭 

・健康ウォーキング 
40 人 11 月 枚方キャンパス 

国際教養セミナー 92 人 11 月 寝屋川キャンパス 

健康フォーラム （学園祭のプログラムの１つ） 10 月 枚方キャンパス 

理工学部テクノひろば （学園祭のプログラムの１つ） 10 月 寝屋川キャンパス 

英語教育フォーラム 87 人 11 月 寝屋川キャンパス 

第 13 回淀川討論会 54 人 1 月 寝屋川キャンパス 

スポーツ教室（テニススクール） 21 人 10 月～１２月 寝屋川キャンパス 

「衣」体験学習会 279 人 6 月～1 月 枚方キャンパス 

 

③公開講座・教育プログラム、研究成果の地域への提供 

 公開講座等の開催状況は、表 10-1-2 のとおりである。 

表１０－１－２ 公開講座等〔平成 22(2010)年度実績〕 

公開講座等 参加者数 開催月 開催場所 備 考 

75 人 寝屋川キャンパス 
大阪中学生サマー・セミナー 

20 人
8 月

枚方キャンパス 

大阪中学生サマー・セミナー

推進協議会からの要請 

親子で学ぶパソコン講習会 181 人 8 月 寝屋川キャンパス 交野市民対象 

摂南大学１日体験授業 120 人 2 月 寝屋川キャンパス 
寝屋川市立桜小学校 6 年児

童対象 

地域連携センター公開セミナー 26 人 11 月 枚方市 開催回数：1 回 

生涯学習大学「摂南大学交野セミナー」 3,088 人 8 月～2 月 交野市 開催回数：4 回 

薬学部公開講座 931 人 7 月～12 月 大阪センター 開催回数：6 回 

ＩＴ活用能力と経営企画力アップのため

の実践的教育 
2,709 人 5 月～12 月 寝屋川キャンパス 

社会人学び直しニーズ対応

教育推進プログラム 

・１年間（ 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」として開講している。履修学生は延べ約 350 人に達し、受け入れ校は寝屋
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川市立幼稚園 3 園、小学校 6 校、中学校 3 校へと広がった。 

・国内だけではなく国際社会での活動もその視野に入っており、すでに平成 18(2006)年度

から平成 22(2010)年度末までに、現役学生（3・4 年次生）が国際協力機構（JICA）の

青年海外協力隊員として 27 人が合格し、開発途上国で活躍している。 

・薬学部を設置している枚方市とは「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薬学部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再教育を目的とした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。（延べ参加者 931 人） 

・理工学部では「水都大阪 2010」（読売新聞社主催）に全学科が共同プロジェクトとして

企画・立案、出展した。 

・工学部都市環境システム工学科（現 理工学部都市環境工学科）では、毎年、近畿建設技

術展にパネルを出展しているほか、建築学科では、インテックス大阪（大阪市住之江区）

で開催された「建材展」、おおさか ATC エイジレスセンター（大阪市住之江区）の「エ

コ展」にも出展した。 

・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、一般市民向け行事やワークショップを多数実施して

いる。 

・理工学部と地域連携センターが共催で「産学公地域連携フォーラム」を実施し、研究成

果等を企業関係者や地域住民に提供している。 

・平成 22(2010)年度から、教養特別講義に新たな授業科目として「PBL 型学生プロジェク

ト」を新設した。この事業は文部科学省「大学教育・学生支援推進事業」（学生支援推

進プログラム）補助金に採択されたプログラムの一環として実施しているものであり、

参加学生が指導教員のもと、企業・公的機関との連携により大学の学びが実社会で役立

つことを認識させ、就業観を養う実践教育の環境を構築するものである。平成 22(2010)

年度は、過疎化・高齢化が進む和歌山県すさみ町を舞台とする学生プロジェクトなど、

5 つのプロジェクトを実施している。 

④専門部署の設置 

・従来から寝屋川市や枚方市、交野市との協力関係の構築に努力してきたが、時代の要請

に応えて、平成 18(2006)年 4 月に本学と地域との連携窓口として「地域連携センター」

を京阪電鉄・寝屋川市駅前の寝屋川市立産業振興センター内に設置した。平成 22(2010)

年 6 月からは寝屋川キャンパス内に拠点を移し、従来にも増して活動を活発化させてい

る。なお、駅前の施設は、「地域連携センター駅前活動ルーム」として教職員・学生の

活動拠点や市民の皆さんとの交流拠点として使用している。 

⑤その他、物的・人的・研究資源の社会への提供 

・交野市立星田小学校、大阪府立東寝屋川高校・北かわち皐が丘高校から依頼を受けて、

教職員、学生（留学生を含む）を派遣し、両校の教育支援を行った。 

・連携協定を締結している自治体をはじめとする周辺自治体、各種機関や団体、NPO 法人

等の各種委員・役員、研修会講師などに教職員や学生（ボランティア）を派遣し、地域

の活性化に貢献している。 

・大学において学術研究の成果として創出された知的財産の社会的活用を図るため「学校
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法人常翔学園知的財産ポリシー」とともに「摂南大学発明規定」を制定し、教職員が行

った職務発明等に関する取扱いを定めるなど知的財産に関する環境整備に努めた。平成

22(2010)年 4 月には、設置各学校とともに「学校法人常翔学園発明規定」「学校法人常

翔学園委託研究取扱規定」「学校法人常翔学園学外機関共同研究取扱規定」等の規定に

発展的に統合され、一層の制度整備を図っている。 

・一般市民対象の各種行事や本学の地域連携・社会貢献の活動に関する学外への周知につ

いては、地域連携センターが法人本部広報室等と緊密な連携を取り、マスメディアや地

元メディアへのプレスリリース、各市の広報紙への掲載、寝屋川・枚方・交野・八幡各

市の公共施設の掲示板へのポスターの掲示など、絶えず改善を加えながら積極的に行っ

ている。 

・平成 22(2010)年 8 月に寝屋川市国際交流協会が実施した受入れプログラムに対し、学内

施設（スカイラウンジ、プチテアトル）を提供し、寝屋川市民と受入留学生との交流を

支援した。加えて、国際交流センターが組織する留学生サポーターにもプログラムへの

参加を依頼し、校外研修などの交流を通して親睦を深めた。 

 

（２）１０－１の自己評価 

・図書館の開放や大学施設を活用した行事は積極的に実施している。特に平成 18(2006)

年 1 月に新築した寝屋川キャンパス 10 号館の施設設備は、プチテアトルや CALL 教室な

ど学外にも誇れる機能を備えている。情報処理教育設備及び CALL 教室については、平

成 23(2011)年度初頭から新システムが稼動し、ICT 教育環境として 新の設備となった。

ただし現状では、学内利用が優先されるため、学外に向けての利用案内の周知や行事の

告知など広報活動を積極的には行っていない。 

・地域連携教育活動による本学学生の受け入れに際しては、当初、近隣の学校では、学生

の通学マナー問題に悩まされ続けていたこともあり強い懸念を持っていたが、学生の真

摯なる地域社会貢献活動と教職員の継続的な努力が功を奏し、地元からの苦情は近年 3

年間で減少しており、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。また、地域連携教育活動を受講した 2

人の学生が平成 22(2010)年度に小学校の教員採用試験に合格し、平成 23(2011)年度か

ら教育現場で活躍している。 

・平成 22(2010)年度の 5 つの「PBL 型学生プロジェクト」に 33 人の学生が履修し活発な活

動を行っている。具体的には、過疎化高齢化が進む和歌山県すさみ町を舞台とする学生

プロジェクトでは、すさみ町の農作物の販路開拓や生産量の増加にとどまらず、高齢化

に悩む農家の問題を解消し町全体の経済活性化を目指そうと、学生は壮大な目標を追求

している。 

・青年海外協力隊員としての本学学生の活躍は、自らの立脚点を確認し、今後の目標を見

定めその実現に向けて主体的に行動する力を身に付けて、社会への貢献を果たしている

ことを証明している。 

・薬剤師の卒後教育については、平成 19(2007)年度から実施しているが、定員を上回る申

し込みがあり、大変好評を得ている。 

・平成 22(2010)年度の地域貢献活動は地域連携センターが主体となり、平成 20(2008)年 4
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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、新規に産学官連携による「大阪府枚方土木事務所・木田歩道橋

トライ事業（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、寝屋川青年会議所世界会議交流事業への通訳学生派遣、門真市

「ラブリーフェスタ 2010」での学生協力活動など、学生の地域貢献活動を後方支援する

と共に本学の地域貢献活動にかかる各種マスコミへのプレスリリースなどの情報発信

の取り組みを積極的に行った。これらの結果、平成 22(2010)年度における本学の地域連

携・社会貢献の活動に関する新聞掲載は、30 件を超えるに至った。同センターを設置し

て 5 年目であり、地域との連携に関わる取り組みの効果等について、関係機関や地域住

民の本学への期待するところを的確に把握し、今後のプログラムに反映させる必要があ

る。 

 

（３）１０－１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ていくことにより、大学の使命の一つである社

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。 

・大学教育の中で、学生の社会貢献への意識を伸ばすとともに、彼らの具体的な活動への

支援体制を強化する。 

・一般市民のほか、小中学生を対象とした教育支援プログラムをさらに拡充し、本学学生

の実践教育に活用する。 

・一般市民対象の各種行事の学外への周知については、今後も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については、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。 

・今後はさらに、研究成果としての知的財産の創出をサポートする仕組み作りに取り組む

と同時に、知的財産に関する専門的な知識を持った職員の養成も検討する。 

・平成 23(2011)年度は、寝屋川キャンパス新 1 号館の竣工を記念した国際シンポジウムを

同キャンパスにおいて実施することとしている。本シンポジウムでは、経済学部、理工

学部生命科学科・住環境デザイン学科の各専門領域をテーマに海外から 3 人の専門家を

招き、都市経済、創薬研究、ヒートアイランドなど、地球規模の課題について講演いた

だき、一般市民にも広く参加を呼びかける。 

・「PBL 型学生プロジェクト」については、文部科学省の補助金支給対象期間が終了した後

も大学独自のプログラムとして定着させるべく、内容の充実を図るため外部の識者を招

き、外部評価委員会を立ち上げる予定である。 

 

１０－２．教育研究上において、企業や他大学との適切な関係が構築されていること。 

《１０－２の視点》 

１０－２－① 教育研究上において、企業や他大学との適切な関係が構築されているか。 
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（１）１０－２の事実の説明（現状） 

・平成16(2004)年9月に関西医科大学と「学術・研究の連携と協力に関する協定」を締結

し、相互に連携して学術交流、技術交流及び人的交流を促進する関係を構築している。

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、加え

て、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、理工学部の各学科において教育研究の方策について定

期的に意見交換をする機会を持っている。また、法学部では大阪工業大学知的財産学部

と連携し、学生が相互に各学部の講義を受講できるようにしている。 

・大阪府下の他大学とは、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については、平成22(2010)年度から従来の「摂南大学学外機

関共同研究取扱規定」を発展的に「学校法人常翔学園学外機関共同研究取扱規定」とし

て改正・整備することで、運用方法と事務手続を一層明確にすることによって、本学が

保有する知的財産保護と特許出願を積極的に進めている。 

・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。現在、 

大学院生2人を受け入れ、研究を行っている。 

・平成22(2010)年度のインターンシップの実績は、137人〔寝屋川キャンパス94人（うち

単位付与者86人）、枚方キャンパス43人〕の学生を派遣し、受け入れ先企業等も78社と

なっている。派遣先企業と事前に協定書を取り交わすとともに、参加した学生にはレポ

ートを課し体験報告集として冊子化して派遣先企業等へ報告するなど、良好な相互関係

を維持できている。 

・外国語学部の専門科目「海外インターンシップ」は、キャリア形成にかかる指導を民間

企業と連携してプログラムを開発し、実習時間数及び指導方法など一定基準を満たした

ものを公認プログラムとして単位認定している。平成22(2010)年度は、米国ロサンゼル

スの企業等に19人の学生を派遣した。 

・地域連携センターにおいては正・副センター長のもと、専任事務職員1人の配置である

が、地域自治体や諸団体からの教職員の講師や各種委員派遣依頼をはじめ積極的な対応

を行っており、大学の使命の一つである地域での社会貢献を果たしている。 

・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、全学シーズ集の発行につながった。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
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社会への貢献を目的に、ニューロンネットワーク社およびアレフネット社と包括協定を

締結し、その後も継続的に学部生、院生の教育活動へ反映させている。 

・経営学部の専門科目「インターンシップ基礎」では地元企業の工場見学を実施している

ほか、「ベンチャービジネス論」では企業や他大学から講師を招き、リレー方式の講義

を行っている。 

・薬学部では、近隣の病院・薬局9施設と連携し、学術交流、技術交流及び人的交流を促進

している。 

・平成22(2010)年10月に日本薬学会の近畿支部総会･大会を枚方キャンパスで開催し、1,114

人と多くの参加者を迎えた。 

・本学は、近隣の病院と学術・技術・人的交流を促進させることによって、相互の教育・

研究の推進を図り、地域医療の発展に寄与するとともに、薬学部等の実習受け入れの中

核病院として協力関係を築くため、枚方市内にある3病院（星ヶ丘厚生年金病院、市立

枚方市民病院、枚方公済病院）と平成22(2010)年5月、「教育・研究の連携と協力に関す

る協定」を締結した。 

・経済学部の課外授業「キックオフセミナー」及び正課授業「摂南経済ゲストレクチャー」

では、企業の経営者、健康福祉センター、市の行政担当者など各界から講師を招き、講

義を行っている。さらに、平成24(2012)年に専門科目「専門演習Ⅱ」では、一部のゼミ

において企業等でのインターンシップを実施する計画で、現在受け入れ先等について準

備を進めている。 

・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た。同

協定締結にあたり、平成23(2011)年度から実施する球団職員による経済学部生を対象と

した講義やプロ野球スタジアムでの同窓会など、連携事業の具体的な交渉を行った。同

学部では、平成23(2011)年度からプロ野球ビジネスを題材として実社会から学ぶ経済学

教育を実施予定である。 

・既に連携協定を締結している「上宮高校」との高大連携関係を強化するため、大学見学

会（模擬講義と課題レポート）を実施したほか、高大連携プログラムとして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、各種シンポジウムなど

多彩なプログラムを展開した。こうした連携により、入試のみならず高校キャリア教育

の推進に寄与した。また、連携高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。 

 

（２）１０－２の自己評価 

・関西医科大学との連携については、人的交流など順調に推移している。 

・神戸親和女子大学との連携による小学校教諭一種免許取得プログラムについては、平成

19(2007)年度に始まり、すでに5人が小学校免許を取得し、教育現場で活躍している。

また、幼稚園教諭一種免許取得プログラムについては、平成21(2009)年度に始まったた

め取得者の実績はない。現在は、14人（幼稚園3人、小学校11人）の学生が同プログラ

ムに参加し、免許の取得を目指しており、適切な関係を構築している。 

・ベトナム国立薬用天然物研究所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、交流を開始し、今後さらに深めていく。 
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・外国語学部の「海外インターンシップ」は、大学と受託企業が事前に業務委託契約書を

取り交わし、責任の所在を明確にしている。参加した学生には帰国後、体験発表を課し、

教授会で審議のうえ単位の認定を行っており、常に綿密なプログラム管理を行っている。 

・地域連携センターを主たる窓口として、地域社会への知的・人的資源を提供することで、

年々、地域自治体や諸団体からの信望を得ており、このことが学生の教育機会や教育環

境の向上に繋がっている。また、教職員が地域社会と連携して社会貢献活動を行うなど、

適切な関係が構築されている。 

・オリックス野球クラブ株式会社との連携については、本学が持つ知的資源を地域貢献に

結びつける取り組みを促進したいという思いと、地域密着、ファン目線重視という同球

団の思いが一致したもので、今後も具体的な連携内容について交渉していく。 

・地域連携センターにおいては、交野市内で展開している公開セミナーについて、枚方市

内にある星ヶ丘厚生年金病院の地域医療支援センターとの連携による共催を計画した

が、開催時期の関係で共催の実現には至らなかった。 

・上宮高校との高大連携においては、様々な取り組みを通して同校との関係が良好に保た

れている。 

 

（３）１０－２の改善・向上方策（将来計画） 

・ホーチミン医科薬科大学との提携については、平成21(2009)年度から本学への研究者の

受け入れを開始したが、今後も共同研究を実施するなど連携の強化を図れるよう意見交

換を行う。 

・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、教

職課程を有する大学間で連携を図りながら、教員免許更新講座を開設すべく検討を行う。 

・全学のシーズ集を発行したほか、本学ホームページを通じても各教員の研究内容を照会

できるよう、平成21(2009)年度に「研究業績検索システム」を導入し研究業績のデータ

ベース化を進めており、今後も同システムを継続して運用する。 

・地域連携センターを中心として、地域社会に本学の知的・人的資源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。 

・外国語学部「海外インターンシップ」の充実及び参加学生数の増加に向けて、今後、学

生の満足度と成果に基づく派遣実績を検証し、費用を助成する制度を確立するなど振興

策を図る。 

・オリックス野球クラブ株式会社との連携事業として、平成 23(2011)年度から、同球団職

員による経済学部 2 年次生を対象とした「ベースボール エコノミックス」を開講する

ほか、本学の在学生、卒業生、受験生などを招待するイベントを実施する。 

・薬学研究科では、平成 23(2011)年度より本学の海外協定機関であるベトナム国立薬用天

然物研究所に所属する研究員を外国人客員研究員として受け入れる予定である。 

・平成 24(2012)年 4 月開設予定の看護学部において、既に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。 
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・将来に向けて学生確保の安定化を図るため、現在、近県の複数の高校と高大連携を前提

とした交渉を進めている。 

 

１０－３．大学と地域社会との協力関係が構築されていること。 

《１０－３の視点》 

１０－３－① 大学と地域社会との協力関係が構築されているか。 

 

（１）１０－３の事実の説明（現状）            

・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 6 月に葛城市経済倶楽部（奈良県）との包

括連携協定を締結した。現在においては、より一層地域との連携を緊密にして、大学の

使命の一つである地域貢献を果たすとともに、その場を活用した教育・研究の進展を試

みている。 

・平成 22(2010)年 3 月に和歌山県すさみ町と包括連携協定を締結した。すさみ町を教養特

別講義の授業科目である「PBL 型学生プロジェクト」の一つのプロジェクトの活動拠点

として、経済的な活性化と農村の住民と市内の小学生、大学生の交流を通して人とのつ

ながりを形成し、大学生とのネットワークを通して、学生が持つ力や個性を 1 つの場に

結集させて組み合わせることで様々な地域の問題の解決に貢献すべく活動を展開して

いる。具体的には、平成 22(2010)年 5 月 3 日、すさみ町 大のイベントである「イノブ

ータン王国建国 25 周年祭」「イノブタダービー」で本学の学生 50 人がイベントスタッ

フを担当したほか「なんでも朝市」に出店するなど、祭りの盛り上げに活躍した。また

平成 22(2010)年度には、学生の発案による「キャベツ・プロジェクト」が立ち上がり、

キャベツを含む農作物に関する実地調査などを行い、すさみ町における農作物の販路開

拓や生産量の拡大、高齢化に悩む農家の問題の解消など、町全体の経済活性化を目指す

という壮大な目標を追求している。 

・工学部においては、大学祭に合わせて平成 17(2005)年度から平成 19(2007)年度まで「も

のつくりおもしろ工房」、平成 20(2008)年度は「工学部テクテクひろば＆カフェ」、平成

21(2009)年度は「工学部テクノひろば」を開催し、地域住民へのサービス提供を行って

おり、理工学部に改組した平成 22(2010)年度以降も継続している。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。 

・外国語学部では、寝屋川市との包括連携協定に基づき、同市の教育委員会からの要請を

受け、「英語が使える日本人の育成」をテーマに「英語教育フォーラム」を定期的かつ

継続的に主催している。このフォーラムは大阪府教育委員会からも後援を得ている。 

・経営情報学部（現 経営学部）では、平成 20(2008)年度から実施している「社会人の学

び直しニーズ対応教育推進プログラム」の事業運営において、地域の団体から委員会委

員の推薦や広報活動の支援、施設の貸与を受けるなどの協力を得るとともに、シンポジ

ウムや講義では地域の企業から講師を招くなど協力関係が構築されている。 

・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。 
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・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。 

・地域連携センターでは、薬学部附属薬用植物園との共催により、関西一円の市民を対象

とした「薬草見学会」を春・夏・秋の年 3 回実施しているが、大変好評を得ており、毎

回 50 人の募集に対して 100 人を超える応募があり、厳正なる抽選により参加者を決定

している。また薬学部附属薬用植物園では、前述の見学会をはじめ、平成 22(2010)年度

において 20 件を超える見学希望団体などの対応のほか、地域に出向いての「薬草展示」

を行い、参加者から好評を得ている。 

・大学祭（摂大祭、摂薬祭）、薬学部附属薬用植物園見学会の実施に際しては、近隣住民

にも案内を行い、毎年度多数の参加を得ている。 

・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協力に学生、

教員が参加している。 

 

（２）１０－３の自己評価 

・地元自治体との連携活動のほかに、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。この実績を踏まえ、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。1 つの大学が 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あり、同市の本学への信頼の深さ

がうかがえる。 

・寝屋川市との連携では、本学の経営情報学部（現 経営学部）が中心となり、寝屋川市が

市のイメージアップに向けたブランド戦略事業を開始するにあたり、その一環事業であ

る「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、平成 22(2010)年 5 月に開催された「イノブータン王国

建国 25 周年祭」「イノブタダービー」で本学の学生 50 人がイベントスタッフを担当し

たほか、「なんでも朝市」に出店したりするなど地域の活性化に貢献した。また、すさ

み町における農作物の販路開拓や生産量の増加、高齢化に悩む農家の問題解消など、町

全体の経済活性化を実現すべく地域貢献活動を展開している。 

・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、マーチングパレードや舞台

演奏などを披露して約 3 万人の来場者から好評を得た。 

・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。 

・地域連携センターでは、所管の寝屋川市駅前に設置の「地域連携センター駅前活動ルー
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ム」を教職員・学生の地域活動拠点として利用促進を図っている。駅近隣の利便性から

地域関係者との活動打合せなどで活用、窓に設置の看板文字効果がある一方で、老朽化

している寝屋川市所有建物 4 階部分一部屋の賃貸利用でエレベーターが設置されていな

いことなどから、稼働率が低迷していることが課題となっている。 

・大学祭については、地域住民の模擬店出店や出演もあり、地域に密着した行事として定

着しつつある。薬学部附属薬用植物園見学会も多くの来場者があり、好評を得ている。 

 

（３）１０－３の改善・向上方策（将来計画） 

・地域連携事業はこの 2・3 年で十分に定着し、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

部とこの協定に基づき、さらなる連携の強化と活動の充実を目指している。 

・枚方市では、本学薬学部、関西医科大学、大阪歯科大学の医療系 3 大学の連携や、同市

に所在する 6 大学の連携による新しい地域貢献活動を目指せるよう働きかける。 

・平成 22(2010)年 10 月に次年度の PBL 型学生プロジェクトのテーマ募集を行い、平成

23(2011)年度については、和歌山県すさみ町との連携を行うプロジェクトは以下のとお

り 5 つのプロジェクトを立ち上げることとなった。 

  ①すさみ木匠プロジェクト 

②すさみ町の木を活かしたものづくりの楽しさを地域の子供に伝えるプロジェクト 

③大地震災害における人的被害を減らすプロジェクト＝すさみ町の津波対策＝ 

④過疎地域を大学生の力で活性化するプロジェクト 

⑤都市と地方を結ぶ観光の活性化プロジェクト 

・大学祭、英語教育フォーラム、薬用植物園見学会などの地域住民が参加できるイベント

は、今後も積極的に取り組んでいく。また、地元自治会との懇談会及び地域清掃活動に

ついては、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１０の自己評価］                

・本学は地域連携センターを中心として、各学部や各センター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、本学の社会で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」が結成されるなど、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。 

・大学間の連携については、国内においては関西医科大学及び神戸親和女子大学、国外に

おいてはベトナム国立薬用天然物研究所及びホーチミン医科薬科大学と協定を結び、そ

れぞれ適切な協力関係を構築しているほか、大学コンソーシアム大阪の加盟大学として

も積極的に協力している。 

・企業及び民間病院との連携については平成 22(2010)年度、ニューロンネットワーク社、

アレフネット社、星ヶ丘厚生年金病院、市立枚方市民病院、枚方公済病院と協定を結び、
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・企業及び他大学との共同研究にも供するため、本学ホームページで教員の研究内容を照

会できる研究業績システムを導入している。 

 

［基準１０の改善・向上方策（将来計画）］ 

・今後、社会貢献をさらに進めていくためには、従事する者に対する大学としての組織的

取り組みや資源の投入が必要である。 

・本学キャンパス所在地周辺には、大学が設置されていない自治体がある。本学がこれま

でにキャンパス所在地の自治体や所在地外の自治体や各種機関との連携で蓄積してき

たノウハウを活かし、これらの自治体などとの連携を模索し、社会貢献の輪をさらに広

げていくことを目指す。 

・大学間の連携については、現在連携に関する協定を締結している大学との協力関係をさ

らに深めるとともに、他の大学との連携の可能性についても模索する。 

・民間の企業及び団体についは、平成 22(2010)年度開設の経済学部及び理工学部生命科学

科・住環境デザイン学科、平成 24(2012)年度開設予定の看護学部において新たな連携の

模索や関係の構築を行う。 



摂南大学 

基準１１．社会的責務 

１１－１．社会的機関として必要な組織倫理が確立され、かつ適切な運営がなされている

こと。 

《１１－１の視点》 

１１－１－① 社会的機関として必要な組織倫理に関する規定がされているか。 

１１－１－② 組織倫理に関する規定に基づき、適切な運営がなされているか。 

 

（１）１１－１の事実の説明（現状） 

本学を設置経営する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持ち、現場で活躍できる専門職業人の育成」である。平成

18(2006)年には、学園創立 100 周年〔平成 34(2022)年〕に向けた将来の基本構想「これか

らの学園」を策定し、ユニバーサル社会を創造するプロフェッショナルな人材を輩出する

ことを学園共通の中長期目標に据えた。また、その目標達成に向けて、学生・保護者・卒

業生・教職員を一つの家族（絆）ととらえた「四位一体」の経営理念を掲げるとともに、

全学一丸となって多くの優秀な人材を世に送り出し社会と学園の永続的な成長と発展を

目指している。 

こうした流れの中で平成 19(2007)年 9 月、教育・研究に対する取り組み、社会との共生、

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、学園構

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した。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、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ている。 

行動規範のほか、組織倫理を確立するために、学園の規定として「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」を整備している。 

これらを遵守するための組織として監事室、内部監査室、コンプライアンス委員会  

（平成 23(2011)年 6 月に「USR 推進委員会」に再編予定）、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)年に法人本部・内部監査室に公益通報窓口を設置し、

学園と雇用関係のある職員のほか、学園への派遣労働者、学園の取引先の労働者からの通

報及び相談を受け付けている。学園における組織的または個人的な法令違反行為の発生の

恐れのあるもので、一定の事実を知らせる通報や、その行為が法令違反行為に該当するか

を問い合わせる相談を電話（専用回線）、電子メール、ファックス、書面または面会により、

受け付けている。 

 

（２）１１－１の自己評価 

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が整備され、それぞれが適切に機能している。 

 

（３）１１－１の改善・向上方策（将来計画） 

組織倫理を確立し、社会から信頼を得るためには、教職員一人ひとりの意識を高めるこ
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とが何よりも肝要である。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、学園の建学の精神、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。 

また、個人情報の管理、コンプライアンスの状況を定期的に調査するなど内部監査機能

の強化を図ることとする。 

 

１１－２．学内外に対する危機管理の体制が整備され、かつ適切に機能していること。 

《１１－２の視点》 

１１－２－① 学内外に対する危機管理の体制が整備され、かつ適切に機能しているか。 

 

（１）１１－２の事実の説明（現状） 

本学では、学園規定である「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 月に制定し、学園の防火・防災の管理業務並びに学園の防犯

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・防災の管理業務においては、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防災管理者を寝屋川キャンパスと枚方キャンパスにおいて新たに選任

するとともに、次の業務を行っている。 

・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。 

・危険物責任者は、危険物、劇毒物、火薬類その他危険物について、その保管状況、数量

及び取扱いが適正に行われているかを点検・確認するほか、消防法その他関係法令に定

める職務を行う。 

・緊急対策本部は、火災、自然災害、妨害行為が発生した場合、又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とどめるため、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。 

・自衛保安隊は、各校地ごとに組織し、各班に分かれて火災、地震・風水害及びその他の

災害発生時に被害を最小限にとどめ、人身・財産を守るために必要な措置を行う。 

・火元・戸締責任者は、室ごとに定めて火元、鍵等の管理等の必要な処置を行う。 

「防火・防災管理規定」「自衛保安隊に関する内規」では、火災、地震、風水害に対す

る措置やそれぞれ発生した場合の対応者等を定め、危機管理の体制を整備している。 

そのほか、地震発生時の対応に関しては、平成 19(2007)年度に地震対応マニュアル及び

避難場所一覧を作成するとともに、地震発生時の心得についてポスターを作製し、各教室

及び研究室に掲出することで注意を喚起している。 

また、「防災ハンドブック」「防災カード」を学生及び教職員全員に配付し、災害時の対

応を周知するとともに、「防災カード」については、本人の血液型、緊急連絡先等を記入し

 112



摂南大学 

て常時携帯するよう指導しているほか、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。 

情報関係については、情報メディアセンター運営委員会を設けてセキュリティの確保に

努めるとともに、「摂南大学情報メディアセンター利用内規」「情報メディアセンターのシ

ステム開発及び利用細則」に基づき、「摂南大学教育研究ネットワークシステムの利用にあ

たっての諸注意」を定めて、教職員及び学生にコンピュータ利用の際の注意を喚起してい

る。 

薬学部においては、放射性同位元素の取扱いに関して安全を確保するため、学園規定と

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

なお、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。 

 そのほか、学生・教職員の安全安心を担保する視点から、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)年にはさらに寝屋川キャンパスに 2 台増設した。また、AED

の操作方法等について、年 1・2 回、学生、教職員を対象に講習会を開催している。 

 また、学生の交通安全管理の観点から、割引率が大きく利用範囲が拡大した新しいバス

定期券を平成23(2011)年 4月から導入し、公共交通機関での通学を推奨している。さらに、

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、部活動事故防止、新型インフルエンザ等の感染症拡大防止などにつ

いても、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

要な指導を行っているほか、交通安全教室、熱中症予防に関する講習会や薬物乱用防止講

習会を実施している。 

 

（２）１１－２の自己評価 

防火・防犯などの日常の保安管理については、監督部署である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。自然災害、火災、妨害行為など緊急事態への対応のため

の組織及び消防訓練についても、「防火・防災管理規定」「保安業務規定」に基づき整備ま

たは実施している。 

情報ネットワークや放射性同位元素の取扱いに関しても、必要な規定を整備しセキュリ

ティの確保と安全管理に努めている。なお、不法侵入者への対応等については、各門等へ

の監視カメラの設置、増設等で対応している。 

麻疹（はしか）については、発症時の緊急体制を定めるとともに、平成 20(2008)年度か

ら、学生に罹患履歴や予防接種の有無を確認し、必要な場合は予防接種を受けるよう要請

している。 

AED 導入については、いつでも、どこでも、誰でもがとっさの対応に取り組める環境が

整ってきた。 

また、新型インフルエンザ感染者が発生した場合に備え、当該事項が発生した場合に、

対策会議の設置、休校に関する対応、休校決定後の対応などについて、速やかに対応でき
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るよう取り決めを行っている。 

 

（３）１１－２の改善・向上方策（将来計画） 

改正消防法に対応して平成 22(2010)年 4 月に保安管理体制の見直し、「防火・防災管理

規定」、「保安業務規定」とともに「保安業務規定」を制定しており、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

実させた。今後も引き続き保安・危機管理体制の見直し及び充実を図る。 

また、AED の普及に相まって、今後さらに講習会を繰り返し開催するとともに、学内設

置場所の拡充をしていくことにより、学生、教職員の安全・安心（セキュリティ）の度合

いをレベルアップしていく。 

 

１１－３．大学の教育研究成果を公正かつ適切に学内外に広報活動する体制が整備されて

いること。 

《１１－３の視点》 

１１－３－① 大学の教育研究成果を公正かつ適切に学内外に広報活動する体制が整備

されているか。 

 

（１）１１－３の事実の説明（現状） 

本学では各教員の研究成果が学会等で発表されているほか、外国語学部、経営学部及び

法学部では、所属教員の研究成果をまとめた紀要を年 2 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。なお、平成 22(2010)年 4 月新設の経済

学部についても、平成 23(2011)年 3 月に紀要創刊号を発行するとともに、学部独自のホー

ムページを作製し、研究成果を学内外へタイムリーに情報発信を行うことを計画している。 

また、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（同）では本学ホームページに掲載することで研究成

果を広く学内外に公開している。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、本学ホームページを通じて情報発信する

ほか、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」、大学後援会

の広報誌である「後援会報」に、その発行時期に応じた各学部のトピックス等を掲載して

いる。 

大学広報の重要なツールであるホームページは、構造や発信する情報の内容を見直すと

ともに即時性を考慮し、平成 22(2010)年度に大幅なリニューアルを行った。また、リニュ

ーアルサイトを公開するにあたり、新着情報の登録方法が変更になったことに伴い、各部

署の担当者を集めて利用に関する説明会を行い、各部署による積極的な情報発信を促進す

るように努めた。 

 

（２）１１－３の自己評価 

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

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。 
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また教育研究の現状や成果については、平成 21(2009)年度から教育研究業績のデータベ

ース化に着手し平成 22(2010)年度内に整備を終えて、翌年度から本学ホームページに公開

している。 

 

（３）１１－３の改善・向上方策（将来計画） 

大学の教育研究成果を広く社会に公開するための有効なツールはホームページである

と考えている。今後も本学ホームページを活用した学内外への教育研究成果の広報活動を

継続していく。 

 

［基準１１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、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、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視体制も適切に整備されている。 

危機管理の体制については、「防火・防災管理規定」「保安業務規定」「保安管理規定」

に基づき、必要な保安管理組織と緊急時の対応を整備するとともに、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ている。平成 22(2010)年 10 月には改正消防法

に基づく初めての「防災訓練」を実施している。また、情報ネットワークのセキュリティ

については、基本的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。 

日常の保安管理については、委託先の警備会社との連携のもと適切に機能しており、今

後は不法侵入者への対応と麻疹（はしか）及び新型インフルエンザ等の感染症対策につい

て、マニュアルを整備中である。感染症予防対策については、キャンパス内の要所に注意

喚起の掲示とともに消毒液を設置している。 

教育研究成果の公開については、平成 22(2010)年度に教育研究業績システムを導入しデ

ータベース整備を終え、平成 23(2011)年度から本学ホームページで公開している。また、

紀要やシーズ集を発行するなどの活動を行っている。 

 

［基準１１の改善・向上方策（将来計画）］ 

大学の社会的責務を果たし、社会に認知されることは重要であると認識しており、今後

も組織倫理を確立するため、教職員への啓発を続けるとともに、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監視体制の整備に努める。 

危機管理体制については、実質的なマニュアルの整備、災害時の避難経路の確認、具体

的な予防措置の充実整備に努めるとともに、防災訓練を継続して実施する。 

教育研究成果については、導入した教育研究業績システムを活用し引き続き公開に努め

る。 

以 上 
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