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Ⅰ．建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色等 

・摂南大学及び摂南大学大学院（以下「本学」という）の設置者は、学校法人常翔学

園（平成 20(2008)年 4 月に学校法人大阪工大摂南大学から改称）（以下「本学園」

という）である。 

・本学園は、本学に加え大阪工業大学、広島国際大学、常翔学園中学校・高等学校、

常翔啓光学園中学校・高等学校（以下「設置学校」という）を設置している。 

 

1.本学園の建学の精神 

・本学園の「建学の精神」は、次のとおりである。 
 

世のため、人のため、地域のために 

「理論に裏付けられた実践的技術をもち、現場で活躍できる専門職業人の育成」

を行いたい。 
 

・本学園の事業は、大正 11(1922)年に創設した関西工学専修学校に始まる。 

・関西工学専修学校は、本庄京三郎（甲陽土地社長・大正信託代表取締役）を校主と

し、校長・工学博士の片岡安（大阪工業会理事長）をはじめ、池田實（大阪府建築

課長）、島重治（大阪府土木課長）、中村琢治郎（大阪府営繕課長）、直木倫太郎

（大阪市港湾部長兼都市計画部長）、澤井準一（大阪市水道部長）、清水凞（大阪

市電気鉄道部技師長）、奥村泰助（大阪府土木主事）、田上憲一（大阪府技師）、

境田賢吉（日本電力土木部長）、小野捨次郎、大橋導雄、岡崎忠三郎等の協力を得

て創設されたものである。 

・当時、わが国の工業教育に対する認識は浅く、特に商業中心の大阪での工業教育機

関の数は微々たるものに過ぎなかった。このような時代に、将来、工業技術者の必

要な時代が到来することを予測し、私立学校の経営では最も難しいといわれる工業

教育に、あえて踏み切った関係者のパイオニア精神は注目に値する。 

・関西工学専修学校の創設に関わった一人である初代校長の片岡安の情熱は、「工業

化する大阪の現場に即戦力として活躍できる人材、都市改造の現場ですぐに役立つ

人材を輩出すること」であり、本学園の「建学の精神」は、その情熱を受け継いだ

ものである。 

 

2．本学園の経営理念 

・本学園の「経営理念～四位
よ ん み

一体
いったい

～」は、次のとおりである。 
 

「学生・生徒」「保護者」「卒業生」「教職員」を一つの「家族」（絆～きずな～）と

とらえた経営を行うことで全員が一丸となって多くの優秀な人材を世の中に送り

出し、社会と学園の永続的な成長と発展を目指す。 
  

・この四位
よ ん み

一体
いったい

の理念に基づく経営を行うために必要なものは、「互いの信頼関係」と

その信頼を生み出す「コミュニケーション」である。 

・そこには、家族として互いを認め、理解し、信頼することが根底になければならな

い。上記の四者が信頼で結ばれ一体となることで社会に対して大きな力となり、ま
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た相互の指導や切磋琢磨により常に成長を続けることが可能である。本学園では、

四者が力を合わせて上位の成果をめざしてチャレンジし、その過程において自らも

大きく成長していけるような学園運営を理念としている。 

・また、本学園は設置学校共通の「教育理念」を次のとおり定めている。 
 

対人能力に優れた、現場で活躍できる知的専門職業人（プロフェッショナル）を 

育成する。 
 

 

3．本学園の長期ビジョン 

・本学園は、平成 34(2022)年に創立 100 周年を迎える。この 100 周年に向けた学園の

長期ビジョン「J-Vision22」を次のとおり定めた。「連携」「戦略」をキーワードに、

より透明性の高い経営を推し進め、「質」「量」ともにバランスのとれた魅力ある教

育の実現に取り組んでいる。 
 

次代の要請に的確に応え、社会から選ばれる教育機関であり続けるために、「透明

性の高い経営」を推し進め、「魅力ある教育」を実現する。 
 

 

4．本学の使命・目的（教育の理念） 

・本学の「教育の理念」は次のとおりである。 
 

・現在は文理に幅広い総合大学の利点を生かした教育・研究、地域や産業界等との連

携を推し進め、時代と地域が求める人材を育成している。 

・この教育の理念のもと、本学は学生を含む全ての関係者が自律性と社会的知性を高

めるとともに、グローバルかつローカルな視点に立ち、産業界や卒業生等との連携

を基盤として、世界及び地域社会に貢献すること、すなわち、世のため、人のため、

地域のために「地域で学んだ知を世界に展開する」「世界で学んだ知を地域に還元す

る」という「循環型グローバル貢献」のための知的専門職業人を育成し、持続可能

な社会の実現に貢献することを目指している。 

 

5．本学の個性・特色 

(1) 個性 

本学の個性は次のとおりである。 

①「きめ細やかな教育が可能」な適性規模の総合大学である。 

②「人文・社会・理工・医療系学部をもち、文理横断的な教育を通して人間力・実践

力・統合力を養うことが可能」な総合大学である。 

③「学長リーダーシップのもと、実効性と迅速さを伴った教育改革が可能」な適性規

模の総合大学である。 

④「強力な教職員組織により、教職協働による大学運営が可能」な適性規模の総合大

学である。 

教育の理念 

建学の精神に則り、全人の育成を第一義として、人間力・実践力・統合力を養い、自

らが課題を発見し、そして解決することができる知的専門職業人を育成する。 
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(2) 教育の特色 

①実学教育の推進 

 学外組織との連携によるプロジェクト体験型学習(Project-Based Learning (PBL))

を積極的に取り入れ、学生がプロジェクトのメンバーと協働して課題の解決に取り組

む創造的・社会的な学びを体験している。 

また、「摂南大学のすべての教育はキャリア形成につながる」をコンセプトに本学が

目指すキャリア形成の全学的教学マネジメント・教育改革を「キャリア教育グランド

デザイン」として策定し、キャリア教育の充実を図っている。 

さらに、企業・病院等との連携を推進しており、フィールド調査による生きた経済

活動を体験したりクオリティの高い臨地実習で実践力を磨くなど、総合大学ならでは

の多様な学修環境を生かし、学生の新たな可能性を伸ばしている。 

 

②地域・社会貢献教育の推進 

人口減少や少子高齢化の進行により地域活力が低下している過疎地域等において、

課題の解決に向けた協働活動を行い、継続的に交流する取り組みを推進している。高

齢者の見守りをはじめ、地域伝統行事の継承、防災活動、健康づくりのサポート、薬

草や地域特産物の価値向上などの取り組みを通して地域に愛着を持ち、地域貢献活動

への動機付けを行っている。 

 

③国際教育の推進 

平成 26(2014)年 5 月、国連アカデミック・インパクトに参加し、持続可能性を推進

すること及び異文化間の対話や相互理解を促進し不寛容を取り除くことを目的とした

取り組みを展開してきた。その後、グローバル社会を見据えた学びの展開、地域社会

のグローバル化への貢献等の切り口を追加し、学生自らが国内外のさまざまな地域の

抱える課題に果敢に取り組み、本学で学んだ知識と実践を通じて培った知恵で解決で

きる人材の養成を目指した「摂南大学国際化戦略」を策定した。 

JICA（国際協力機構）が実施する青年海外協力隊での海外ボランティア派遣はこれ

までに 32 人が選考試験を突破し、全国でも有数の現役学生合格者数を誇っている。こ

のほか、文部科学省「官民協働海外留学支援制度トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プ

ログラム」やアメリカ・フロリダのバレンシア大学で学びながらディズニー・ワール

ドでのインターンシップを同時に体験できる「ディズニー国際カレッジ・プログラム」

に学生を輩出するなど、本学の国際化に向けた取り組みが実を結び始めている。 

 

④環境教育の推進 

平成 27(2015)年 1 月 9 日、環境に関する国際的標準規格である「ISO14001」の認

証を取得し、環境方針を掲げることにより持続可能な社会の実現を目指して取り組ん

でいる。初年次教育用のテキスト「FIRST YEAR STUDY GUIDE」に本取り組みの内

容を掲載して環境教育を行っている。河川を中心とした環境保全に取り組む課外活動

団体「エコシビル部（おおさか環境賞で府民活動部門大賞を受賞）」、学生有志の「キ

ャンパスクリーンサポーター（学内の清掃、未使用教室の消灯等）」のエコ活動など環

境に関する教育的取り組みを推進している。 
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(3) 本学の教育の方針・方法 

本学の教育の理念を具現化するための「方針・方法」を次のとおり定めている。 

教育の方針 

１．入学から卒業まで一貫した少人数ゼミ教育を行い、対人能力等、人とのかかわ

りを重視したきめ細かい指導を行う。 

２．入学時からキャリアデザインを意識させ、就業意欲と実務能力の向上を図る。 

３．社会のニーズにあわせ、各学部等の個性を活かしつつ、実践を重視した教育を

行う。 

４．教養教育においては、学ぶことや、より充実した人生を確立するための主体的

な態度を身に付け、何事にも真摯に取り組む意欲を育てると同時に、しっかり

とした倫理観と豊かな人間性を培う。 

５．専門教育においては、学術の深化や発展に柔軟に対応できるよう、その根底を

なす専門基礎知識の教授を特に重視する。 

６．各学部等がそれぞれの特色を活かし、学部横断型の授業科目提供など、文理が

相互にバランスのとれた教育を行う。 

７．学生が課外活動に参加することを奨励し、他学部学生等との交流により幅広い

知識・人脈・考え方を持つ人材を育成する。 
    

教育の方法 

[学生を中心とした教育体制] 

１．教育を効果的に行うため、シラバス（授業計画等）を作成し、基礎的な教育科

目に対しては、講義に付帯して演習、補習などを行う。 

２．学修の達成度を測り計画的な学修を促すため、セメスター制とする。 

３．低学年から基礎ゼミナール等の基礎的演習・実習科目を開講し、最終年次に至

る卒業研究まで一貫教育を実施するとともに、クラス担任制やスチューデント

アワーなどを活用し、学生の人間形成や将来の進路なども含めた、きめ細かな

個別指導を行う。 

４．学生の意見や希望はできるだけ広く聴取し、あらゆる機会を通じて、学生の真

意を確認するための措置をとる。 

[実践を重視した教育体制] 

１．1 年次から専門に関する学科目を開講し、当該学科に関する総論的講義を行って、

学修に対する意欲を増進させる。 

２．授業科目は、理解を深めるため体系的に配列しているので、履修規定で定めら

れた年次において修得することを原則とする。また、効果的な学修を推進させ

るため、年間に履修できる単位数を制限する。 

３．机上での理論的な学修だけでなく、実際の現場に学ぶ実践的教育を推進する。

また、カリキュラムのなかで学生のキャリア形成を支援する教育を行うととも

に、学生の資格取得をサポートする。 
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[文理が相互にバランスのとれた教育体制] 

１．各学部等がそれぞれの特色を活かし、学生がより意欲的、自主的に学べるよう

他学部及び他大学開講科目を含めた幅広い履修が可能なカリキュラムを提供す

る。 

２．国際性を高めるため、海外研修等国際交流の機会を積極的に設け、留学生に対

しては、歴史・文化に親しむ環境を作り、相互の理解を深めるように努める。 
 

 

(4) シンボルマーク 

・SETSUNAN UNIVERSITY の頭文字である「S」と「U」を組み 

合わせ、 「人」という漢字や、「人」が元気に歩く姿をシンボライ 

ズしている。 

・学生一人ひとりの個性を大切にする教育方針や未来へ向かって果敢  

に歩んでいくチャレンジ精神旺盛な校風を象徴するとともに、融通 

 性・柔軟性に富むフォルムによって、型にはまらない自由で伸びや 

かな雰囲気を伝えている。 

 

 (5) タグライン 

 

・「賢明な」という意味を持つ「Smart」には、本学の全学部・部署が緊密に連携して

強力な“知のネットワーク”を構成し、人類がいかに持続可能性を確保するかという

地球規模の課題の解決に取り組む姿勢を表わしている。 

・また、「人間的な」という意味を持つ「Human」には、コミュニケーション、法令

遵守、奉仕精神など“人と人との絆”を何よりも大切にするという思いが込められて

いる。 

・「Smart and Human」によって、本学が高度な機能と豊かな人間性を備えた総合大

学であることを伝えている。 

 

 (6) ユニバーシティーカラー 

・本学のユニバーシティーカラーは、「SETSUDAI オレンジ」である。 

・「SETSUDAI オレンジ」は、これまでも本学のシンボルカラーとして使用してきた

が、平成 24(2012)年 8 月 3 日に詳細な色指定をもって摂南大学を象徴する色として

正式にユニバーシティーカラーを定めた。 

・「SETSUDAI オレンジ」は、「積極性」「若々しさ」「エネルギッシュさ」を表わすと

同時に、「人間味あふれる教育姿勢」「温もりのある教育環境」も表現している。  
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Ⅱ．沿革と現況 

1．主な沿革 

大正 11(1922)年 関西工学専修学校を創設 

大正 15(1926)年 財団法人関西工学を設立 

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

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

昭和 22(1947)年 法人名を財団法人摂南学園と改称 

昭和 24(1949)年 法人名を財団法人大阪工業大学と改称 

昭和 26(1951)年 法人を学校法人大阪工業大学に改組 

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

営工学科)を設置 

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

昭和 58(1983)年 薬学部(衛生薬学科、薬学科)を増設 

昭和 62(1987)年 法人名を学校法人大阪工大摂南大学と改称 

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

設置 

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

設 

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

程を増設 

平成 5(1993)年 経営情報学部経営環境情報学科を増設 

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

平成 9(1997)年 大学院に法学研究科(法律学専攻)修士課程を増設 

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

平成 14(2002)年 工学部の土木工学科を都市環境システム工学科に、電気工学科を電気電子工学科

に、経営工学科をマネジメントシステム工学科に名称変更  

平成 17(2005)年 国際言語文化学部(国際言語文化学科)を外国語学部(外国語学科)に名称変更、ま

た大学院に経営情報学研究科(経営情報学専攻)博士課程を増設 

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

薬学部を 6 年制に移行し、2 学科編成(衛生薬学科・薬学科)を 1 学科編成(薬学科)

に変更 

平成 20(2008)年 法人名を学校法人常翔学園と改称。 

大学院に工学研究科(創生工学専攻)博士後期課程を増設 

留学生別科を設置 

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

工学部の都市環境システム工学科とマネジメントシステム工学科の学生募集を

停止し、生命科学科、住環境デザイン学科、都市環境工学科を増設  

工学部から理工学部に名称変更 

平成 24(2012)年 看護学部(看護学科)を増設 

大学院に薬学研究科(医療薬学専攻)博士課程（4 年制）を増設 

平成 26(2014)年 工学研究科を理工学研究科に名称変更し機械・システム工学専攻と電気電子工学

専攻を生産開発工学専攻に改組 

大学院に理工学研究科(生命科学専攻)修士課程、経済経営学研究科（経済学専攻、

経営学専攻）修士課程を増設 

平成 28(2016)年 大学院に看護学研究科(看護学専攻)修士課程、理工学研究科(生命科学専攻)博士

後期課程を増設 
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2．本学の現況〔平成 28(2016)年 5 月 1 日現在〕 

(1)大学名   摂南大学 

(2)所在地 

 

 

(3)学部・大学院構成 

①寝屋川キャンパス 

 学部・研究科 学科・専攻 

学部 理工学部 生命科学科、住環境デザイン学科、建築学科、 

機械工学科、電気電子工学科、都市環境工学科 

 外国語学部 外国語学科 

 経営学部 経営学科、経営情報学科 

 法学部 法律学科 

 経済学部 経済学科 

大学院 理工学研究科 社会開発工学専攻(博士前期課程)、生産開発工学専攻 (博士前期課程)、

生命科学専攻(博士前期課程)、創生工学専攻 (博士後期課程 )、生命科

学専攻(博士後期課程 ) 

 法学研究科 法律学専攻(修士課程) 

 国際言語文化研究科 国際言語文化専攻(修士課程) 

 経済経営学研究科 経済学専攻(修士課程)、経営学専攻(修士課程) 

②枚方キャンパス 

 学部・研究科 学科・専攻 

学部 薬学部 薬学科 

 看護学部 看護学科 

大学院 薬学研究科 医療薬学専攻(博士課程) 

 看護学研究科 看護学専攻(修士課程) 

 

(4)学部及び大学院の学生数                   

①学部・学科の学生定員及び在籍学生数                （単位：人） 

学部 学科 入学定員 編入学定員 収容定員 在籍学生数 

工学部 

電気電子工学科 ― ― ― 1 

機械工学科 ― ― ― 1 

計 ― ― ― 2 

理工学部 

生命科学科 90 5 340 356 

住環境デザイン学科 70 5 260 297 

建築学科 70 5 260 299 

機械工学科 110 5 450 488 

電気電子工学科 90 5 340 389 

都市環境工学科 70 5 260 280 

計 500 30 1,910 2,109 

外国語学部 外国語学科 220 5 890 974 

経営学部 

経営学科 170 4 613 674 

経営情報学科 100 4 453 506 

計 270 8 1,066 1,180 

薬学部（6 年制） 薬学科 220 ― 1,320 1,316 

法学部 法律学科 250 5 920 1,037 

経済学部 経済学科 250 4 918 1,029 

看護学部 看護学科 100 ― 400 436 

合  計 1,810 52 7,424 8,083 

寝屋川キャンパス： 大阪府寝屋川市池田中町 17 番 8 号 

枚方キャンパス： 大阪府枚方市長尾峠町 45 番 1 号 
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②大学院研究科の学生定員及び在籍学生数               （単位：人） 

大学院研究科 専攻 

修士・博士前期課程 博士後期・博士課程 

入学定員 収容定員 
在籍  

学生数  
入学定員 収容定員 

在籍  

学生数 

薬学研究科 医療薬学専攻 － － － 4 16 14 

理工学研究科 

社会開発工学専攻 12 24 22 － － － 

生産開発工学専攻 12 24 24 － － － 

生命科学専攻 10 20 11 2 2 1 

創生工学専攻 － － － 2 6 4 

計 34 68 57 4 8 5 

経済経営学研究科 

経済学専攻 5 10 2 － － － 

経営学専攻 5 10 2 － － － 

計 10 20 4 － － － 

法学研究科 法律学専攻 5 20 2 － － － 

国際言語文化研究科 国際言語文化専攻 5 15 4 － － － 

看護学研究科 看護学専攻 6 6 5 － － － 

合  計 60 129 72 8 24 19 

 

(5)教員数                                                       （単位：人） 

 
専任教員数 

助手 
兼任教員数 

（非常勤） 教授 准教授 講師 助教 計 

理工学部 50 15 12 2 79 0 274 

外国語学部 19 11 9 0 39 0 110 

経営学部 12 10 5 0 27 0 98 

薬学部 20 12 9 27 68 3 48 

法学部 10 7 3 0 20 0 71 

経済学部 10 10 0 0 20 0 51 

看護学部 11 7 12 10 40 0 38 

その他の組織 2 2 5 0 9 0 4 

合 計 134 74 55 39 302 3 694 

 

(6)職員数                             （単位：人） 

正職員 嘱 託 パート (アルバイト含む ) 派 遣  合 計 

111 32 57 10 210 
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Ⅲ．評価機構が定める基準に基づく自己評価 

 

基準1．使命・目的等 

1-1 使命・目的及び教育目的の明確性 

≪1-1の視点≫ 

1-1-① 意味・内容の具体性と明確性 

1-1-② 簡潔な文章化 

 

(1) 1-1 の自己判定 

基準項目 1-1 を満たしている。 

 

(2) 1-1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-1-① 意味・内容の具体性と明確性 

・摂南大学（以下「本大学」という）の建学の精神に則った教育の理念の実現に向け

て、本大学の目的を摂南大学学則第 1 条（目的）に定め、明文化している。【資料

1-1-1】 

・摂南大学大学院（以下「本大学院」という）の目的は、摂南大学大学院学則第 2 条

（目的）に定め、明文化している。【資料 1-1-2】 

 

《エビデンス資料》 

【資料 1-1-1】摂南大学学則 

【資料 1-1-2】摂南大学大学院学則 

 

1-1-② 簡潔な文章化 

・本学の使命・目的に基づき、学部・学科、研究科・専攻ごとの「教育研究上の目的」

を学則上に定めている。また、建学の精神、教育の理念・方針・方法、教育研究上

の目的については、学生便覧や本学ホームページ（以下「HP」という）において、

学生が理解しやすいように簡潔な文章で明記している。【資料 1-1-1】【資料 1-1-2】

【資料 1-1-3】【資料 1-1-4】 

 

《エビデンス資料》 

【資料 1-1-1】摂南大学学則 

【資料 1-1-2】摂南大学大学院学則 

【資料 1-1-3】2016 年度学生便覧（3・4 ページ） 

【資料 1-1-4】本学 HP「大学紹介」〔トップページ＞ 大学紹介〕 

        

(3) 1-1 の改善・向上方策（将来計画） 

・本学の使命・目的については、建学の精神や大学の基本理念の明示とともに、今後

とも継続的に具体的かつ明確な表現を行う。 
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1-2 使命・目的及び教育目的の適切性 

≪1-2の視点≫ 

1-2-① 個性・特色の明示 

1-2-② 法令への適合 

1-2-③ 変化への対応 

 

(1) 1-2 の自己判定 

基準項目 1-2 を満たしている。 

 

(2) 1-2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-2-① 個性・特色の明示 

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

を養い、自らが課題を発見し、そして解決することができる知的専門職業人を育成

する」ことを教育の理念に掲げている。この教育の理念の実現に向けて、本学の教

育方針・方法を定め、学生を中心とした教育体制、実践を重視した教育体制、文理

が相互にバランスのとれた教育体制を構築している。 

・教育体制に基づき、教育の特色である実学教育、地域・社会貢献教育、国際教育、

環境教育で本学の個性・強みを発揮している。 

・これら本学の個性・特色は、学生便覧、大学案内、大学 HP 等に明示しており、学

生、保護者をはじめとする関係者への理解に努めている。【資料 1-2-1】【資料 1-2-2】

【資料 1-2-3】 

 

《エビデンス資料》 

【資料 1-2-1】2016 年度学生便覧（3・4 ページ） 

【資料 1-2-2】2016 年度大学案内 

【資料 1-2-3】本学 HP「大学紹介」〔トップページ＞ 大学紹介〕 

 

1-2-② 法令への適合 

・1-1-①に示すとおり、学校教育法第 83 条に適う本大学の目的を定めている。 

・法令等の遵守状況は「エビデンス集（データ編）表 3-2」に示している。 

 

《エビデンス資料》 

該当なし 

 

1-2-③ 変化への対応 

・認証評価第 1 サイクルにおいて本学が認証を得た以降も、第 2 サイクルにおける自

己点検を重ねてきた。経済学部(経済学科)を増設、経営情報学部を経営学部に名称変

更、工学部の都市環境システム工学科とマネジメントシステム工学科の学生募集を

停止し、生命科学科、住環境デザイン学科、都市環境工学科を増設、工学部から理

工学部に名称変更、看護学部(看護学科)を増設、大学院に薬学研究科(医療薬学専攻)
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博士課程（4 年制）を増設、工学研究科を理工学研究科に名称変更し機械・システ

ム工学専攻と電気電子工学専攻を生産開発工学専攻に改組、大学院に理工学研究科

(生命科学専攻)修士課程、経済経営学研究科（経済学専攻、経営学専攻）修士課程、

看護学研究科(看護学専攻)修士課程、理工学研究科(生命科学専攻)博士後期課程を増

設するなど、学部・研究科の新設及び改組に着手することで、社会のニーズを捉え

変化に対応している。 

 

《エビデンス資料》 

該当なし 

 

(3) 1-2 の改善・向上方策（将来計画） 

・本学の教育の特色を明示した教育方針と教育の方法については、IR（Institutional 

Research）により教育活動の有効性を確認し、学部等にフィードバックすることで

教育改革に生かしていく。また、将来の社会変化に対応すべく、その適切性につい

ても検証し、法令を遵守し、使命・目的を達成するようさらなる改善を続けていく。 

 

 

1-3 使命・目的及び教育目的の有効性 

≪1-3の視点≫ 

1-3-① 役員、教職員の理解と支持 

1-3-② 学内外への周知 

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

1-3-④ 使命・目的及び教育目的と教育研究組織の構成との整合性 

 

(1) 1-3 の自己判定 

基準項目 1-3 を満たしている。 

 

(2) 1-3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-3-① 役員、教職員の理解と支持 

・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

し、学長が決定する。決定した基本方針は、各学部長、部長等を通じて構成員に周

知徹底するとともに、必要に応じて教授会、研究科委員会、各種委員会で具体的な

実施方法を検討している。 

・理事会は、寄附行為の定めにより、法人設置各大学長、評議員互選、法人関係者及

び学識経験者からなる理事で構成されている。また、理事会には理事のほか 4 人の

監事が出席する。理事会には、大学の目的に関する学則の改正、学部設置や改組な

どの審議のほか、入学志願者数や教学に関する事項などの日常的な大学の動向も報

告している。【資料 1-3-1】 
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1-3-② 学内外への周知 

・建学の精神、教育の理念・方針・方法については、学生には学生便覧、受験生には

大学案内、学外者には本学 HP 等を通じて、学内外に幅広く周知している。 

・本学園の教職員には、建学の精神、経営理念、行動規範、長期ビジョン等を記載し

た「COMPLIANCE CARD」を配付しているほか、学園広報誌に掲載するなどして

周知徹底を図っている。また、行動規範については、大学内の研究室、事務室、掲

示板等に掲示するとともに、アクションプランも記載した「行動規範の手引き」を

教職員に配付し周知している。さらに、建学の精神、教育の理念などが収録された

DVD「常翔学園 90 周年映像年史」を配付している。【資料 1-3-2】【資料 1-3-3】 

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

育の理念、教育の特色等を掲載し配付するとともに、春期と秋期の年 2 回開催して

いる教育懇談会で学部の教育目的・方針などを説明している。【資料 1-3-4】 

 

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

・本学の中長期目標は、教育研究上の目的に基づき、本学園本部の経営企画室が主導

し、各設置大学の企画課と連携を図り立案している。 

・本学創立 40 周年を機に「SETSUDAI VISION 2025」を掲げ、本学が創立 50 周年

を迎える平成 37(2025)年までに達成する具体的なアクションプランを示した。【資料

1-3-5】 

・この「SETSUDAI VISION 2025」の策定により中長期目標の見直しを行い、本学

の使命・目的をより反映する内容とした。【資料 1-3-6】 

・3 つのポリシー（アドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプロ

マ・ポリシー）については、教育の理念及び方針に則り学部・学科及び研究科・専

攻ごとに策定しており、カリキュラム改正や社会ニーズの変化に応じて定期的に見

直している。【資料 1-3-6】 

 

1-3-④ 使命・目的及び教育目的と教育研究組織の構成との整合性 

・本学の教育研究組織は、経営を担当する学園本部、教育研究を担当する各設置学校

で図 1-3-1「学園組織図」のとおり構成している。このうち本学の組織は、図 1-3-2

「摂南大学組織図」のとおりであり、これらの組織は、本学の教育の理念及び教育

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。 

監事評議員会

常務理事

理事会

理事長

経営会議

常翔学園高等学校

常翔学園中学校

常翔啓光学園高等学校

常翔啓光学園中学校
摂南大学

監事室内部監査室

学園本部

担当理事

広島国際大学大阪工業大学

 
図 1-3-1 学園組織図 
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企  画  課 企　画　係

学　長　室 庶　務　係
庶　務　課

学 長 秘 書

会　計　課 会　計　係

ＩＲセンター

庶　務　係
枚方事務室

学園本部 教  務　係

学　生　係

教育企画係

教　務　係
大阪工業大学 教　務　課

学習支援係

教　務　部 キャリア教育係
教職支援センター

教職支援センター運営委員会 

枚方学習支援センター

学習支援センター

学習支援センター運営委員会

学　生　係

学　生　課 厚　生　係

学　生　部 スポーツ振興係

保　健　室

スポーツ振興センター 保健体育教室

スポーツ振興センター運営委員会

学生募集係
入　試　部 入　試　課

入　試　係
評価委員会

就　職　部 就　職　課 就　職　係

枚方分室

入試委員会 図書館運営委員会 庶　務　係

教務委員会 図　書　館 図　書　課 奉　仕　係

ＦＤ委員会 整　理　係

学生委員会 枚 方 分 館

就職委員会 情報メディアセンター運営委員会
教育・研究システム係

部 長 会 議 人権侵害防止委員会 情報メディアセンター 事　務　室
システム管理係

個人情報保護委員会

教員活動評価委員会 地域連携センター運営委員会

摂南大学 学　長 副　学　長 地域連携センター

地域医療研究センター運営委員会

地域医療研究センター

地域総合研究所

研究支援センター
教員選考委員会

国際交流委員会
国際交流係

大学院委員会 国際交流センター
留学生係

担

当

理

事

国 際 会 館

事　務　室 庶　務　係

生命科学科

住環境デザイン学科

建 築 学 科
教授会

機械工学科
理工学部

電気電子工学科

都市環境工学科

基礎理工学機構

テクノセンター

融合科学研究所

事　務　室 庶　務　係
教授会

外国語学部 外国語学科

事　務　室 庶　務　係
教授会

経営学科
経営学部

経営情報学科

事　務　室 枚方事務室（兼）　
教授会

薬　学　部 薬　学　科

薬用植物園

事　務　室 庶　務　係
教授会

法　学　部 法 律 学 科

事　務　室 庶　務　係
教授会

経済学部 経 済 学 科

事　務　室 枚方事務室（兼）　
教授会

看護学部 看 護 学 科

当該学部事務室（兼）
研究科委員会

大　学　院

研究科委員会

研究科委員会

研究科委員会

研究科委員会

経済経営学研究科

国際言語文化研究科

薬学研究科

理工学研究科

法学研究科

看護学研究科

広島国際大学
研究科委員会

常翔学園高等学校、常翔学園中学校

常翔啓光学園高等学校、常翔啓光学園中学校
留学生別科  

 図 1-3-2 摂南大学組織図 

※平成 28(2016)年 5 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、海外の交流協定大学

や友好大学とのネットワークを基盤に学術交流を推進する「国際交流センター」、情

報処理施設の管理と技術支援等を行う「情報メディアセンター」、地域との連携によ

る種々の社会連携活動等を行う「地域連携センター」、大学の研究活動を一層活発化

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

コミュニティ、産業、経済、政治、歴史文化、自然、福祉等を研究し、社会連携の

推進に資する「地域総合研究所」、地域医療への貢献及び地域医療研究の推進を目的

とした「地域医療研究センター」、学生の学修支援等を行う「学習支援センター」、

正課や課外活動などのスポーツ振興等を行う「スポーツ振興センター」、学生と教職

員の健康管理等を行う「保健室」、薬学部の附属施設として「薬用植物園」、薬学実

務実習に必要な施設として「臨床薬学教育研究センター」、理工学部の実験・実習

施設として「テクノセンター」、学部・学科を超えた共同研究を推進する目的で「融

合科学研究所」を設けている。 

 

《エビデンス資料》 

【資料 1-3-1】学校法人常翔学園寄附行為 

【資料 1-3-2】DVD「常翔学園 90 周年映像年史」 

【資料 1-3-3】COMPLIANCE CARD 

【資料 1-3-4】後援会発行「Campus Guide 2015」 

【資料 1-3-5】「SETSUDAI VISION 2025」 

【資料 1-3-6】J-Vision22－常翔学園創立 100 周年に向けて 

【資料 1-3-7】本学 HP「教育研究上の目的と 3 ポリシー」 

〔トップページ＞大学紹介＞ 教育研究上の目的と 3 ポリシー〕 

 

 (3) 1-3 の改善・向上方策（将来計画） 

・本学の使命・目的及び教育目的を社会的ニーズの変化に対応して見直しを行ってい

く。また、それによる学部・学科等の設置及び既設学部等の改組を行っていく。 

・将来は、長期ビジョン「SETSUDAI VISION 2025」に掲げた実行プランを着実に

履行することにより 50 周年に向けて本学が果たすべき役割を明確にする。 

・学部・学科及び研究科・専攻の 3 つのポリシーについては、今後、学長室企画課が

主体となり、認証評価第 3 サイクルに向けてさらなる明確化を図っていく。 

 

［基準 1 の自己評価］ 

・使命・目的及び教育目的は明確に定められ、簡潔に文章化されている。 

・使命・目的及び教育目的は、法令に適合しており、本学の個性・特色に反映されて

いる。 

・社会からの要請に応え対応している。 

・使命・目的及び教育目的は、学内外に周知されている。また、教育研究組織との整

合性がある。 



摂南大学 
 

15 

 

基準 2．学修と教授 

2-1 学生の受入れ 

≪2-1 の視点≫ 

2-1-① 入学者受入れの方針の明確化と周知 

2-1-② 入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫 

2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

 

(1)2-1 の自己判定 

基準項目 2-1 を満たしている。 

 

(2)2-1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-1-① 入学者受入れの方針の明確化と周知 

＜学部・学科＞ 

・アドミッション・ポリシーは、各学部・学科ごとに定めており、入試ガイド、学生募

集要項、AO 入試リーフレット並びに本学 HP に掲載するとともに、高等学校・予備

校・進学相談会等での学生募集活動において、広く学内外に周知している。【資料

2-1-1】【資料 2-1-2】【資料 2-1-3】【資料 2-1-4】 

＜研究科・専攻＞ 

・アドミッション・ポリシーは、研究科・専攻ごとに定めている。本学 HP に掲載し、

広く学内外に周知している。【資料 2-1-4】 

 

《エビデンス資料》 

【資料 2-1-1】2016 年度入試ガイド 

【資料 2-1-2】2016 年度学生募集要項（公募制推薦入学試験・一般入学試験・大学入試センター試験利用入学試験） 

【資料 2-1-3】2016 年度 AO 入試リーフレット 

【資料 2-1-4】本学 HP「教育研究上の目的と 3 ポリシー」 

〔トップページ＞大学紹介＞ 教育研究上の目的と 3 ポリシー〕 

 

2-1-② 入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫 

＜全学＞ 

・入学者選抜は、本学の学則に則り、適切な方法及び体制の下で実施し、アドミッショ

ン・ポリシーに沿った多様な学生を受け入れている。 

・入学者選抜に関する業務とこれに伴う学生募集の業務は、入試部が担当している。 

 

＜学部・学科＞ 

・入学者選抜の制度等は、諸規定に基づき部長会議及び入試委員会において、毎年、検

討のうえ、見直しを図っている。【資料 2-1-5】【資料 2-1-6】 

・アドミッション・ポリシーに沿った多様な学生を確保する目的から、様々な入試者選

抜を入試種別ごとにアドミッション・ポリシーを定め実施している。【資料 2-1-1】【資

料 2-1-2】【資料 2-1-7】 
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・学力の 3 要素を踏まえた多面的・総合的に評価する入学者選抜として、公募制推薦

入学試験において適性検査（各科目の基礎素養[能力]検査）のほか、①調査書の点数

化[一部の選抜方式のみ]、②大学入学前に取り組んできた諸活動・取得資格実績の点

数化[公募制推薦入学試験Ｂ日程の一部の選抜方式のみ]、③グループ面接（薬学部）・

グループ・ディスカッション（看護学部）の実施[公募制推薦入学試験Ｂ日程のみ]、

④英語外部試験の活用（いわゆる「みなし満点制度」の導入）[公募制推薦入学試験

Ｂ日程の外国語学部のみ]、を実施している。文部科学省の高大接続改革実行プラン

〔平成 27(2015)年 1 月 16 日〕等で示された多面的・総合的な入学者選抜の改革に積

極的に取り組んでいる。【資料 2-1-1】【資料 2-1-2】 

・AO 入試、指定校推薦入学試験等において、大学入学後の教育内容等を踏まえ、学部・

学科ごとに重視する教科を指定し、高等学校での一定水準以上の具体的な評定の獲得

を出願要件としている。【資料 2-1-1】【資料 2-1-3】【資料 2-1-7】 

・高等学校の専門教育を主とする学科及び総合学科からの大学進学希望者を対象とした

「専門学科・総合学科推薦入学試験」を実施している。 

・帰国生徒や外国人留学生を対象とした「帰国生徒入学試験」「外国人留学生入学試験」

を実施している。【資料 2-1-1】【資料 2-1-7】 

・出願手続きの利便性向上及び経済的負担の軽減を図るため、平成 25(2013)年度入試

から公募制推薦入学試験、一般入学試験及び大学入試センター試験利用入学試験にお

いてインターネット出願を、平成 26(2014)年度入試からインターネット出願による

入学検定料の割引制度を導入している。現在、本入学者選抜に加えて、専門学科・総

合学科推薦入学試験及び AO 入試[第 2 次選考]においてもインターネット出願及び同

入学検定料の割引制度を導入するとともに、出願を完全ネット化している。【資料

2-1-1】【資料 2-1-2】【資料 2-1-3】【資料 2-1-7】【資料 2-1-8】 

・一般入学試験・前期Ａ日程及び大学入試センター試験利用入学試験・前期において、

入試成績優秀者の確保及び経済的に困窮する受験生に対しても広く門戸を開くこと

を目的とし、特別奨学金制度（成績上位者が入学した場合に特別奨学金を給付する入

学者選抜）を実施している。【資料 2-1-1】【資料 2-1-2】 

・全ての入試種別及び入試科目において、入試問題は本学教員が作成している。入試問

題は、入試委員長・同副委員長の校閲、出題者以外の本学教員（チェッカー）及び入

試実施後（一部の科目のみ入試実施前）の外部機関によるチェック体制を構築し、入

試出題ミスの防止及び早期発見に努めている。 

 

＜研究科・専攻＞ 

・入学者選抜の制度等は、諸規定に基づき各研究科委員会及び大学院委員会において、

毎年、検討のうえ、見直しを図っている。【資料 2-1-9】【資料 2-1-10】 

・大学院の入学者選抜は、各研究科・専攻のアドミッション・ポリシーに基づき、学内

進学者入学試験、一般入学試験（全 3 回）、秋入学入学試験を実施している。 

・大学院入試においても、全ての入試問題は本大学院教員が自前で作成し、実施してい

る。 
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《エビデンス資料》 

【資料 2-1-1】2016 年度入試ガイド 

【資料 2-1-2】2016 年度学生募集要項（公募制推薦入学試験・一般入学試験・大学入試センター試験利用入学試験） 

【資料 2-1-3】2016 年度 AO 入試リーフレット 

【資料 2-1-4】本学 HP「教育研究上の目的と 3 ポリシー」 

〔トップページ＞大学紹介＞ 教育研究上の目的と 3 ポリシー〕 

【資料 2-1-5】摂南大学部長会議規定 

【資料 2-1-6】摂南大学入試委員会規定 

【資料 2-1-7】各種入試学生募集要項 

【資料 2-1-8】スマート出願 

【資料 2-1-9】摂南大学大学院委員会規定 

【資料 2-1-10】摂南大学大学院各研究科委員会規定 

（薬学研究科、理工学研究科、経済経営学研究科、法学研究科、国際言語文化研究科、看護学研究科） 

 

2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

＜学部・学科＞ 

・良好な教育環境確保のため、厳格な入学定員管理行い、在籍学生を適切に確保してい

る。 

・本学は、昭和 50(1975)年の開学以来、社会からの要請に応えながら学部・学科の増

設、改組などを行い、学生数を増やしてきた。平成 28(2016)年度の学部・学科構成

は表 2-1-1 に示すとおりである。 

・平成 27(2015)年度入試までの志願者数 8 年連続増加の状況及び受験生の進学ニーズ

に応えるため、また少しでも多くの受験生に本学での教育機会を提供するため、表

2-1-1 に示すとおり、入学定員を平成 28(2016)年入試から前年度と比べて 120 人増

員した。入学定員数は、5 年間で 160 人増員している。 

・平成 28(2016)年度の学部・学科別入学者数は表 2-1-2 に示すとおりで、合計 1,894

人である。入学定員 1,810 人に対する入学者数の比率（入学定員充足率）は 1.05 倍

であり、教育を行う環境は適切に確保できている。 

・過去 5 年間の学部・学科別の入学定員に対する入学者の充足率及び過去 4 カ年の平

均充足率は、表 2-1-2 に示すとおりで、著しく定員を超過している学部・学科はな

く、教育環境確保のための適正な定員管理ができている。これは、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、当該学部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。 

・特に、文部科学省の「平成 28 年度以降の定員管理に係る私立大学等経常費補助金の

取扱についての通知」〔平成 27(2015)年 7 月 10 日〕及び「大学、大学院、短期大学

及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示の施行について

の通知」〔平成 27(2015)年 9 月 18 日〕を受け、平成 28(2016)年度入試においては、

さらなる入学定員管理の厳格化を図っており、適切な教育環境を確保するための努力

を継続している。 

・平成 28(2016)年 5 月 1 日現在の学部在籍学生数は表 2-1-1 に示すとおり 8,083 人で
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ある。収容定員 7,424 人に対する在籍学生数比率（収容定員充足率）は 1.09 倍であ

り、教育環境の確保という観点から鑑みて、学生数は適正である。 

・在籍学生数について、休学・復学者は学部長が、退学・除籍については、学長が許可

した後、学生情報管理システムに登録して管理している。 
       

        〔表 2-1-1 学部・学科の年度別入学定員及び在籍学生数〕          (単位：人) 

学部 学科 
入学定員 収容 

定員 
在籍 

学生数 
収容定員 
充足率(倍) 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

理工学部 

生命科学科 60 80 80 80 90 340 356 1.05 

住環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 60 60 60 60 70 260 297 1.14 

建築学科 60 60 60 60 70 260 299 1.15 

都市環境工学科  60 60 60 60 70 260 280 1.08 

機械工学科 110 110 110 110 110 450 489 1.09 

電気電子工学科  80 80 80 80 90 340 390 1.15 

計 430 450 450 450 500 1,910 2,111 1.11 

外国語学部 外国語学科 220 220 220 220 220 890 974 1.09 

経営学部 

経営学科 145 145 145 145 170 613 674 1.10 

経営情報学科 115 115 115 115 100 453 506 1.12 

計 260 260 260 260 270 1,066 1,180 1.11 

薬学部 薬学科 [6年制] 220 220 220 220 220 1,320 1,316 1.00 

法学部 法律学科 220  220 220 220 250 920 1,037 1.13 

経済学部 経済学科 200 220 220 220 250 918 1,029 1.12 

看護学部 看護学科 100 100 100 100 100 400 436 1.09 

合計 1,650 1,690 1,690 1,690 1,810 7,424 8,083 1.09  
※1.在籍学生数は、平成 28(2016)年 5 月 1 日現在の人数を示す。 

2.収容定員には編入学定員を含む。 

3.理工学部機械工学科、電気電子工学科には、工学部機械工学科、電気電子工学科の学生各 1 人を含む。 
 

           〔表 2-1-2 学部・学科別入学定員及び入学者数〕           (単位：人) 

学部 学科 区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 
過去 

４カ年 
平均 

理工学部 

生命科学科 

入学定員 60 80 80 80 90  

入学者数 79 86 97 86 87  

充足率(倍) 1.32 1.08 1.21 1.08 0.97 1.09 

住環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 

入学定員 60 60 60 60 70  

入学者数 73 85 67 73 75  

充足率(倍) 1.22 1.42 1.12 1.22 1.07 1.21 

建築学科 

入学定員 60 60 60 60 70  

入学者数 72 71 71 81 75  

充足率(倍) 1.20 1.18 1.18 1.35 1.07 1.20 

都市環境工学科  

入学定員 60 60 60 60 70  

入学者数 81 76 73 64 70  

充足率(倍) 1.35 1.27 1.22 1.07 1.00 1.14 

機械工学科 

入学定員 110 110 110 110 110  

入学者数 134 127 117 140 116  

充足率(倍) 1.22 1.15 1.06 1.27 1.05 1.13 

電気電子工学科  

入学定員 80 80 80 80 90  

入学者数 88 98 99 99 80  

充足率(倍) 1.10 1.23 1.24 1.24 0.89 1.15 

計 

入学定員 430 450 450 450 500  

入学者数 527 543 524 543 503  

充足率(倍) 1.23 1.21 1.16 1.21 1.01 1.15  
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学部 学科 区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 
過去 

４カ年 
平均 

外国語学部 外国語学科 

入学定員 220 220 220 220 220  

入学者数 273 255 261 240 240  

充足率(倍) 1.24 1.16 1.19 1.09 1.09 1.13 

経営学部 

経営学科 

入学定員 145 145 145 145 170  

入学者数 172 168 169 165 174  

充足率(倍) 1.19 1.16 1.17 1.14 1.02 1.12 

経営情報学科 

入学定員 115 115 115 115 100  

入学者数 137 137 139 128 102  

充足率(倍) 1.19 1.19 1.21 1.11 1.02 1.13 

計 

入学定員 260 260 260 260 270  

入学者数 309 305 308 293 276  

充足率(倍) 1.19 1.17 1.18 1.13 1.02 1.13 

薬学部 薬学科 [6 年制] 

入学定員 220 220 220 220 220  

入学者数 240 248 227 218 219  

充足率(倍) 1.09 1.13 1.03 0.99 1.00 1.04 

法学部 法律学科 

入学定員 220 220 220 220 250  

入学者数 273 251 262 255 273  

充足率(倍) 1.24 1.14 1.19 1.16 1.09 1.15 

経済学部 経済学科 

入学定員 200 220 220 220 250  

入学者数 230 263 251 252 270  

充足率(倍) 1.15 1.20 1.14 1.15 1.08 1.14 

看護学部 看護学科 

入学定員 100 100 100 100 100  

入学者数 104 113 103 112 113  

充足率(倍) 1.04 1.13 1.03 1.12 1.13 1.10 

合計 

入学定員 1,650 1,690 1,690 1,690 1,810  

入学者数 1,956 1,978 1,936 1,913 1,894  

充足率(倍) 1.19 1.17 1.15 1.13 1.05 1.13 
 

※入学者数は、平成 28(2016)年 5 月 1 日現在の人数を示す。 

 

＜研究科・専攻＞ 

・本大学院の研究科・専攻・課程の構成及び規模は、表 2-1-3 に示すとおりである。 

・平成 28(2016)年度には、社会の人材要請に応えるため及び本大学院の研究力強化を

目的に大学院理工学研究科博士課程（生命科学専攻）を増設（修士課程を博士前期課

程に変更）するとともに、大学院看護学研究科修士課程（看護学専攻）を増設した。

また、適正な入学定員とするため、法学研究科の入学定員を 15 人から 5 人に、国際

言語文化研究科の入学定員を 10 人から 5 人に減員した。 

・平成 28(2016)年 5 月 1 日現在の入学者数及入学定員に対する入学者の比率（入学定

員充足率）は、表 2-1-3 に示すとおり、修士課程または博士前期課程の入学定員 60

人に対し入学者数は 38 人、入学者数比率は 0.63 倍、博士後期課程については入学

定員 4 人に対し入学者数は 2 人、入学定員充足率は 0.50 倍、4 年制博士課程（医療

薬学専攻）については入学定員 4 人に対し入学者数は 5 人、入学定員充足率は 1.25

倍である。 

・本大学院における平成 28(2016)年 5 月 1 日現在の在籍学生数及び収容定員に対する

在籍学生数の比率（収容定員充足率）は、表 2-1-3 に示すとおりで、合計 91 人及び 

0.59 倍である。内訳は修士課程または博士前期課程で 72 人及び 0.56 倍、博士後期
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課程で 5 人及び 0.63 倍、4 年制博士課程（医療薬学専攻）で 14 人及び 0.88 倍であ

る。 

 

《エビデンス資料》 

該当なし 

 

     〔表 2-1-3 研究科・専攻・課程の入学・収容定員及び入学・在籍学生数〕     (単位：人) 

研究科 専攻 課程 
入学 
定員 

入学 
者数 

入学 
定員 

充足率 

収容 
定員 

在籍 
学生数 

収容定員 
充足率 

(倍) 

薬学研究科 医療薬学専攻  博士課程 4 5 1.25 16 14 0.88 

理工学研究科 

社会開発工学専攻 
博士前期 

課程 

12 14 1.17 24 22 0.92 

生産開発工学専攻 12 13 1.08 24 24 1.00 

生命科学専攻  10 2 0.20 20 11 0.55 

生命科学専攻  博士後期 

課程 

2 1 0.50 2 1 0.80 

創生工学専攻  2 1 0.50 6 4 0.67 

経済経営学研究科 
経済学専攻  

修士課程 
5 2 0.40 10 2 0.20 

経営学専攻  5 1 0.20 10 2 0.20 

法学研究科 法律学専攻  修士課程 5 1 0.20 20 2 0.10 

国際言語文化研究科 国際言語文化専攻 修士課程 5 0 0.00 15 4 0.27 

看護学研究科 看護学専攻  修士課程 6 5 0.83 6 5 0.83 

合計 68 45 0.66 153 91 0.59 
 
※入学者数、在籍学生数は、平成 28(2016)年 5 月 1 日現在の人数を示す。 

 

(3)2-1 の改善・向上方策（将来計画） 

＜学部・学科＞ 

・文部科学省の高大接続改革実行プラン〔平成 27(2015)年 1 月 16 日〕等に基づく大

学個別の入学者選抜改革に引き続き取り組んでいく。 

・中央教育審議会から公表された 3 つのポリシーの策定及び運用に関するガイドライ

ン〔平成 28(2016)年 3 月 31 日〕に基づき、3 つのポリシーを一体的に再構築し、公

表するとともに、新アドミッション・ポリシーに基づく入学者選抜の改革を入試部

が中心として行い、公正・公平に運用していく。 

・入試問題は引き続き本学教員が作成するが、セキュリティに十分配慮しながら、外部

機関によるチェック体制の強化・充実を図り、入試出題ミスの防止及び早期発見に更

に努めていく。 

・将来に渡って入学者を安定的に確保するとともに、入学者の質的向上を図っていくた

め、入試部を中心にオープン・キャンパスをはじめとした学生募集活動を積極的に展

開していく。また、中長期目標を見据え、全学を挙げて教育改革、大学のブランド力

向上に取り組んでいく。 

 

＜研究科・専攻＞ 

・平成 28(2016)年 5 月 1 日現在の入学者数及び在籍学生数は、一部の研究科・専攻・

課程を除き入学定員及び収容定員を大きく下回っており、基礎となる学部での進学

指導体制の強化を図るなど事態の改善に着手している。 
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2-2 教育課程及び教授方法 

≪2-2 の視点≫ 

2-2-①教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化 

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

 

(1)2-2 の自己判定 

基準項目 2-2 を満たしている。 

 

(2)2-2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-2-① 教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化 

≪教育課程編成方針≫ 

・本学園の建学の精神及び本学の教育の理念に基づき、学部・研究科ごとに教育目的

を明文化し、それを踏まえたカリキュラム・ポリシーを設定のうえ、本学 HP、学生

便覧、大学院便覧に掲載して学内外に周知している。【資料 2-2-1】【資料 2-2-2】

【資料 2-2-3】 

 

《エビデンス資料》 

【資料 2-2-1】本学 HP「カリキュラム・ポリシー」 

〔トップページ＞大学紹介＞ 教育研究上の目的と 3 ポリシー〕 

【資料 2-2-2】2016 年度学生便覧（2～4 ページ） 

【資料 2-2-3】2016 年度大学院便覧（1 ページ） 

 

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

≪教育課程の体系的編成≫ 

＜全学＞ 

・授業週は前期・後期 15 週とし、年間 30 週としている。補講・補習授業や通常の授

業期間では実施できない校外授業・特別講演などを実施する特別教育期間は、年間

19 日（薬学部は 27 日、看護学部は 15 日）としている（ただし、薬学部において開

講している 1.5 単位科目については、大学設置基準に定める時間数を充足する授業

数とする）。 

・学生への教育効果を損なわないよう、休講しないことを原則としている。やむを得

ず休講した場合は、補講・特別教育期間に必ず実施するよう定めている。 

・授業科目は、学部の特色に応じた「専門科目」と豊かな教養と人間性を培うための

幅広い学びを提供する「共通教育科目」を設置している。 

・共通教育科目は、大学での学びの基盤となる知識・技能・態度を身につけ、専門科

目への理解を深めるための「基礎科目」「教養科目」のほか、全学年を通したキャ

リア形成教育の基礎となる「キャリア形成科目」を設置している（理工学部では「教

養科目群」とし、「自分を知る教養群」「社会を知る教養群」で構成している）。 

・基礎科目は、「外国語」「日本語」「体育」「情報処理」「留学生・帰国学生対象」

に分類し、全ての学修に通じる基礎的技能やリテラシーを学ぶ。 
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・教養科目は、より一般的・普遍的な教養の学修のために、「人文系」「社会系」「自

然系」「地域志向系」に区分している。 

・初年次教育で「基礎ゼミ」「スタートアップゼミ（薬学部）」「キャリア入門（看

護学部）」等を設けるとともに、基礎科目での少人数制教育及び能力別クラスを設

置している。外国語科目では 1 クラス 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。【資料 2-2-4】 

・カリキュラム・ポリシーやそれに沿った教育課程の体系的編成及び教授方法の工夫

等を実行するために、教務委員会及び FD(Faculty Development)委員会を設置して

いる。 

 

＜学部・学科＞ 

・各学部・学科は、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに基づいて、

各学部・学科の教育目的を達成するためのカリキュラムを編成している。 

・毎年度、各学部・研究科で開講する全ての授業科目を記載したシラバスを作成して

おり、学生の履修科目の選択と授業内容の理解に活用している。 

・単位制度の実質化を保つために、履修登録前のガイダンスや基礎ゼミ担当者あるい

は担任教員が履修指導を行っている。また、成績不振者については個人面談等も実

施している。 

・法学部、外国語学部、経済学部、経営学部、理工学部の 5 学部 11 学科において、コ

ース制を設定し、学生の希望する進路に応じた体系的な教育課程を編成している。

【資料 2-2-5】 

・理工学部では、教育の質保証のために、都市環境工学科、建築学科、機械工学科及

び電気電子工学科で「JABEE（日本技術者教育認定機構）」の認定を受け、住環境

デザイン学科は認定を目指した教育改善を実施している。 

・薬学部では、文部科学省が策定した「6 年制薬学教育モデル･コアカリキュラム」に

準じた教育課程を編成している。 

・看護学部では、「保健師助産師看護師学校養成所指定規則」に対応した教育課程を編

成している。また、臨地実習において少人数編成によりきめ細やかな指導を行い、

臨床実践の場での知識・技術の修得を図っている。 

・法学部、外国語学部、経済学部、経営学部では、日本学術会議「大学教育の分野別

質保証のための教育課程編成上の参照基準」に準じた教育課程を編成している。 

 

＜教職課程＞ 

・薬学部・薬学研究科及び看護学部・看護学研究科を除く各学部・各研究科では、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。教職課程の理念及び教職課程を有する各学部・学科の教員養成の目

的に応じた教育課程を編成している。【資料 2-2-6】 

・教職課程では、教職支援センター運営委員会において全学部での指導体制の充実を

推進するとともに、教務課と教職支援センターとの連携を密にし、意思疎通を図る

ことを目的とした連絡会議を毎月 1 回程度開催している。 
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・シラバスの作成にあたり、教職支援センターを中心に当該学部から提出されたシラ

バスの内容を精査し、シラバスの改善を図った。 

・本大学において取得できる教員免許及び実績は資料のとおりである。【資料 2-2-7】 

 

＜研究科・専攻＞ 

・本大学院の教育課程は、各研究科・専攻の教育目的を達成するため、各研究科長・

専攻主任を中心とした協議を経て編成されている。 

・各専攻のシラバスは、本大学院が定める統一した様式に従って記載され、各専攻主

任が点検、確認を行い最終決定している。 

 

≪教授方法の工夫≫ 

＜全学＞ 

・教授方法については、学修効果をあげるために「講義」「演習」「実習」「Project-Based 

Learning (PBL)」「インターンシップ」等を配置している。さらに、「講義」にお

いても能動的な学修ができるように、反転授業、アクティブ・ラーニング、小グル

ープ討議、実務家講師の招聘等を積極的に取り入れている。また、全教職員がより

効果的な学修方法（アクティブ・ラーニング等）を学ぶ機会として、「FD フォーラ

ム」や「教育改革フォーラム」を開催している。【資料 2-2-8】 

・教授方法の改善を進めるための組織として FD 委員会を設置して、教授方法に関す

る最新情報を発信している。また、教務部でも教育改革に向けた取り組み（教育改

革フォーラムの実施、PBL プロジェクトの運営、インターンシップ発表会の運営等）

を実施している。【資料 2-2-9】【資料 2-2-10】 

・教養科目の中に「地域志向系」を設置し、更に地域志向系科目及び地域での PBL を

中心とした副専攻「ソーシャル・イノベーション副専攻」を設置している。本副専

攻は「地（知）の拠点大学（わかやまの未来を切り拓く若者を育む“紀の国大学”の

構築）の参加校として設置したものであり、多角的な視点で地域の状況の分析と課

題を発見し、その解決策の策定と実行を通して持続可能なまちづくりに貢献できる

知的専門職業人を育成する。 

・教育の質的転換の一方策として、アクティブ・ラーニングの手法の開発とその普及

を目的とした、アクティブ・ラーニング研究会を立ち上げた。これまでに本学での

アクティブ・ラーニング手法等に関するアンケート調査を実施した。【資料 2-2-11】 

 

＜学部・学科＞ 

・学修効果を最大限に高めるために、全ての学部で 1 年間に申請できる履修単位の上

限（CAP 制度）を定めている（理工学部 48 単位、外国語学部 48 単位、経営学部

46 単位、薬学部 55 単位、法学部 48 単位、経済学部 48 単位、看護学部 48 単位）。

薬学部は、「6 年制薬学教育モデル・コアカリキュラム」に基づいた教育課程の編成

に加え、充実した実習・演習科目を設置しているため、高い数値となっている。 

・理工学部機械工学科、電気電子工学科、建築学科、住環境デザイン学科、都市環境

工学科では、数学や物理学などの基礎科目で習熟度別クラスを設け、専門科目への
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スムーズな移行と理解向上を図っている。また一部科目では前・後期とも同一内容

の授業を開講しており、単位未修得の学生がすぐに再履修できるようにしている。 

・外国語学部では、4 年一貫の少人数ゼミナール指導体制をとり、ゼミナールにおけ

る専任教員 1 人あたりの担当学生数は、1・2 年次では 20 人以下、3・4 年次では 10

人程度としている。【資料 2-2-12】 

・薬学部では、教育の総合的な学修成果を測定し、またディプロマ・ポリシーへの到

達を確認するため、平成 26(2014)年度から試験的にルーブリックを導入し、パフォ

ーマンス測定を行っている。これは、ディプロマ・ポリシーに挙げた資質の測定だ

けでなく、各学年で学生に自己評価を行わせるほか、実習・演習科目でのパフォー

マンス評価に活用している。 

・看護学部では保健師助産師看護師学校養成所指定規則に対応して、23 単位の臨地実

習をしている。すべての実習で、学生の到達度を詳細に把握し、指導している。さ

らに、社会人基礎力を基準とした自己評価表を作成し、6 つの専門領域の学修をそ

れぞれ自己評価したものを教員が指導している。これは、学生自身が実習での形成

評価をすることに繋がる。 

 

＜教職課程＞ 

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

を設置している。 

 

《エビデンス資料》 

【資料 2-2-4】2016 年度の教育に関する方針 

【資料 2-2-5】2016 年度大学案内（18・19 ページ） 

【資料 2-2-6】本学教職支援センターHP（http://www.setsunan-kyousyoku.jp/） 

【資料 2-2-7】教職課程における取得可能な教育職員免許状及び実績の表（2015 年度） 

【資料 2-2-8】教育改革フォーラムの開催について（第 1 回～第 3 回） 

【資料 2-2-9】PBL プロジェクト 2015 年度活動報告書 

【資料 2-2-10】インターンシップ参加実績 

【資料 2-2-11】アクティブラーニングアンケート調査報告書 

【資料 2-2-12】2015 年度外国語学部教務委員会資料（第 5・6・12 回） 

 

(3) 2-2 の改善・向上方策（将来計画） 

・各学部や全学の教務委員会及び FD 委員会等において、ディプロマ・ポリシーを達

成するためのカリキュラム・ポリシーについて PDCA サイクルを活用して、より教

育効果の上がる教育課程に改善する。 

・全学共通教育において多様性がみられるのが現状である。この多様性の利点も生か

しながら、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「情意（人間性・態度・意欲・

関心など）」の基本的能力の学修を実現するための全学共通教育を再構築する。  

・全学的に教授手法として、能動的学修（教室内アクティブ・ラーニング、地域での

PBL、インターンシップ等）の普及・拡大を実行する。 
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・理工学部では、学部・学科・コースに求められる社会ニーズに対して常に配慮して

建学の精神、教育の理念にある知的専門職業人の輩出ができるプログラムを心がけ

ている。そのために、教員の企業訪問、産学連携、高校訪問、教育懇談会等から得

られた情報を分析して、教育研究活動に活用できる組織体制を強化する。また、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、常に学修・教育到達目標、

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。 

・薬学部では、臨床研究・創薬に関する教育のさらなる充実のため、新規科目「医薬

品開発論」を平成 30(2018)年度から開講予定であり、当該科目においては、レギュ

ラトリーサイエンスの概念も含んだ授業を行う。また、コミュニケーション能力及

び社会のグローバル化に対応した語学力の向上のため、新規科目「グローバルコミ

ュニケーション（中国語、韓国語、スペイン語、インドネシア語）」を平成 29(2017)

年度から順次開講する予定である。また、平成 28(2016)年度中に臨床現場での実践

を想定し、関西医科大学附属病院との連携下で、実際の症例に基づく模擬カルテの

提供を受ける予定である。模擬カルテは学内における実習・演習等において活用し、

学生の問題解決能力のさらなる向上を図る。 

・看護学部では、平成 29(2017)年度から開講予定である 2 年次配当のキャリア形成科

目「患者安全」「患者コミュニケーション」において、医療人としての倫理観や臨床

現場での実践的なコミュニケーション能力の向上を目指している。教育方法やその

成果ならびに課題を検討し、具体的な改善に向けた取り組みを行っていく。 

・大学院法学研究科では、法科大学院とは異なる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、より明確な内容を検討すべきである。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、科目名の検討を含めた教育課程の見直し等について法学研究科委

員会で検討し、具体的な改善に向けた取り組みを行っていく。 

・大学院経済経営学研究科では、平成 26(2014)年度に経済学部と経営学部の 2 学部を

基礎とした大学院経済経営学研究科修士課程を開設し、経済学専攻では国際経済、

地域経済、観光経済の専門エコノミスト及び経済分野の専門職業人の養成、経営学

専攻では社会・人の動向や今後の潮流を読み解く感性や分析・立案した理論や方針

を実践する力を育成していく。本学の経済学、経営学分野の教育研究のさらなる充

実を図る。 

 

 

2-3 学修及び授業の支援 

≪2-3 の視点≫ 

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

び授業支援の充実 
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(1)2-3 の自己判定 

基準項目 2-3 を満たしている。 

 

(2)2-3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

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

び授業支援の充実 

＜教務部＞ 

・全学の教育に関する事項は、教務部長が委員長を務める教務委員会で審議を行って

いる。教務委員会には教員のほか、事務職員も委員として参加しており、教職協働

体制が整っている。 

・学生への学修支援は、教務部教務課の職員が関係各課及び各学部学科・研究科と

連携を取りながら、履修指導から学修の進め方、定期試験の運営、成績・単位修

得に関する指導などについて全般的な学修支援を実施している。また、学部事務

室の職員も教務課職員及び教員と協働して学修支援を行っている。  

・教務部キャリア推進室には、専任教員 2 人を配置し、初年次キャリア教育及びイン

ターンシップに関する学修支援を行っている。 

・教職支援センターを設置し、専任教員 5 人により教員免許の取得を目指す学生を支

援している。本センターでは自習室を設けており、学生が自由に学修するための施

設も設置している。 

・資格サポートセンターを設置し、資格エクステンション講座を外部委託により開催

して学修支援を行っている。その運営は外部委託機関と教務部長・教務課職員及び

各学部教員で協議しながら進めている。【資料 2-3-1】 

・地域連携教育プログラムとして、PBL 型学生プロジェクトを実施している。本プロ

グラムは、それぞれの担当教員と教務課職員が実施・運営を協働している。 

・学習支援センターを設置し、専任教員 6 人（寝屋川キャンパス 4 人、枚方キャンパ

ス 2 人）及び職員 1 人で運営している。教務部との連携のために、原則毎月、定例

会を実施している。学習支援センター（寝屋川キャンパス、枚方キャンパス）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、講義の疑問点等不

明な点が多い学生に対する学修相談、補習授業等に取り組んでいる。また、入学直

後から卒業までにわたり、数学、物理学、化学、英語、情報処理や SPI 対策、専門

科目まで幅広く支援を行っている。学習支援センター（寝屋川キャンパス）では、

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

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

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

による入学前教育を実施している。【資料 2-3-2】【資料 2-3-3】 

・全ての学部において、学期ごとに進級・卒業（仮）判定結果が「留年」となってい

る学生を対象として修学指導を行っている。また、理工学部は学期GPA（Grade Point 

Average）1.0 以下の学生、外国語学部及び法学部では学期 GPA1.3 以下の学生につ

いても修学指導対象としている。看護学部では、再試験受験科目の多い学生及び専

門科目で単位未修得科目がある学生全員に、担任及び学年主任が修学指導をしてい
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る。さらに、4 年を超える修業年限となる見込みの学生には、担任と教務委員会委

員が修学指導を行う。このほか、理工学部、外国語学部、経営学部、法学部及び経

済学部では前・後期の授業開始から 1 カ月間の授業出席率が基準以下の学生に対し

て修学指導を行っている。 

 

＜情報メディアセンター＞ 

・教育・研究における IT 活用支援と学内 IT インフラの整備・運用という 2 つの役割

を担うために、情報メディアセンター長（教員）と職員を配置している。学生に対

する学修支援として、情報リテラシーの養成、語学教育、またコンピュータのマル

チメディア機能やネットワークを生かした学修支援を可能としている。本センター

では、1,100 台以上のパソコンを寝屋川キャンパス情報処理室（8 室）、CALL 教室

（4 室）及び枚方キャンパス情報処理演習室（2 室）に設置しており、各学部と連携

し授業支援を行っている。また WEB サイトにおける学修支援として「学生支援シ

ステム Campusmate-J」があり、教員・職員への教育支援及び学生への学修支援を

行っている。 

 

＜国際交流センター＞ 

・各種国際交流事業の推進及び学生の海外での語学・キャリア研修等の学修の支援を

行うために、国際交流センター長（教員）と職員を配置している。ホームステイで

現地の歴史・文化を学ぶ語学研修、海外の協定先大学との交流を深める異文化体験

研修など多彩な海外派遣プログラムを提供している。また、本学学生が留学生のキ

ャンパス生活をサポートする「留学生サポーター制度」を導入しており、留学生へ

の学修支援のみならず、本学学生の語学力の向上及び多様な価値観に触れグローバ

ルな視野を持った人材育成を行っている。 

 

＜就職部＞ 

・きめ細やかな就職支援に対応するため就職部長（職員）と職員（専任 10 人、キャリ

アアドバイザー5 人、臨時要員 1 人）を配置している。基準項目 2-5 キャリアガイ

ダンスで詳細を述べるが、キャリアガイダンス、就職関連模擬試験、インターンシ

ップ等において教務部及び学部教職員と協働して学修支援を行っている。 

 

＜枚方事務室＞ 

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

加するなか、薬学部及び看護学部学生の学修支援体制をより一層充実させるため、

平成 27(2015)年夏に枚方学習支援センター(Academic Support Center)の増設工事

を実施し、充実を図っている。 

 

＜学部＞ 

・全ての学部において、少人数ゼミ教育または担任制により学修及び教育を支援する

仕組みが整備されており、教育の方針に定めた少人数教育が適切に行われている。
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また、全専任教員がオフィス・アワー（スチューデント・アワー）を設定して学生

指導にあたっている。 

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

少人数ゼミ教育を導入しており、①1 年次ゼミでは初年次教育用テキスト「FIRST 

YEAR STUDY GUIDE」を利用した初年次教育及び専門分野への導入教育、②2 年

次ゼミ、③3 年次ゼミにおける専門領域での学修、④4 年次の卒業研究指導を行って

いる。またこの過程のなかで、教員との密接な学問的・人間的接触を通じて学生の

人間的成長や社会性の涵養を図っている。【資料 2-3-4】 

・薬学部では、1 年次から担任制を導入しているほか、必修科目として「スタートア

ップゼミ」を開講している。これは、新入生が大学生活を円滑にスタートし、目標

を持って勉学に励めるよう指導するとともに、入学後早期に教員と担任学生との良

好な人間関係を構築することを目的に実施している。また、薬学部では、学部独自

の薬学教育センターを設置し、初年時リメディアル教育から国家試験対策まで幅広

く学修支援を実施している。 

・看護学部では、1 年次から担任制を導入している。学生 1 人当たり 2 人または 3 人

の教員が担当し、教員 1 人当たり学生 8 人前後を受け持っている。また、各学年に

学年主任を置き、履修指導や学修一般の相談・指導及び大学生活全般についてサポ

ートできる体制を構築している。さらに、1 年次を対象に早期の段階より、自らが

目指す看護職者像を明確にさせることと、大学生としての自覚を確立することを目

的とした「キャリア入門」を開講し、看護職の先輩である専任の教員や現役看護師

による講演も併せて行っている。 

・理工学部テクノセンターでは、ものづくり教育の核となって全学的な教育支援を行

うことを目的に、機械工学科の「機械工作実習」に加えて PBL 型学生プロジェクト

（蒸気機関車の製作、ボイラの製作等）や全学プロジェクト（学生フォーミュラプ

ロジェクト）、学生グループによるコンテスト（ブリッジコンテスト、スターリング

テクノラリー、相撲ロボットコンテスト等）への参加等の支援を行っている。 

・全ての授業において、授業アンケートを実施して授業方法や教育支援等に関する意

見を聴取している。また、教員独自の調査（ミニッツペーパー等）により授業に関

する意見を聴取している。 

 

＜TA(Teaching Assistant)／SA(Student Assistant)制度＞ 

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

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

採用している（平成 28(2016)年度実績：前期 49 人、後期 25 人）。【資料 2-3-5】 

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

基礎教育等の充実を目的に SA を採用し、情報処理室や CALL 教室等のパソコンを

使う授業において機器の操作の補助等を行っている（平成 28(2016)年度採用実績：

理工学部・前期 6 人・後期 7 人、経営学部・前期 4 人・後期 2 人、法学部・前期 2

人・後期 1 人、経済学部・前期 3 人）。【資料 2-3-6】 
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《エビデンス資料》 

【資料 2-3-1】エクステンション講座一覧 2015 

【資料 2-3-2】2015 年度学習支援センター学生利用に関する報告 

【資料 2-3-3】2015 年度理工学部『入学前教育プログラム』の報告 

【資料 2-3-4】FIRST YEAR STUDY GUIDE 2016 

【資料 2-3-5】ティーチング・アシスタント(TA)要項 

【資料 2-3-6】摂南大学スチューデント・アシスタント(SA)要項 

 

(3)2-3 の改善・向上方策（将来計画） 

・アクティブ・ラーニングの実行のための改善計画として、TA/SA の活用の充実及び

教育支援のための職員体制を再構築する。 

・枚方キャンパス（薬学部、看護学部）における学習支援センター事業の活性化を行

い、学生の学修効果を向上させる。 

・平成 28(2016)年度からは、経営学部、薬学部、経済学部及び看護学部でも学期 GPA1.3

以下の学生にも修学指導を行う。 

・社会人基礎力の養成とキャリア形成関連科目の充実、補習教育、初年次教育の充実

を図る。 

・学習支援センターを全学的組織として実質化を推進するために、主に文系学部生の

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

り、英語で苦しんでいる学生の悩みに応えている。今後は更に SPI 対策の強化も検

討しており、同スタッフの負担が増大するため、スタッフの充実や専門科目に関す

るサポート体制の強化を検討する。 

 

 

2-4 単位認定、卒業・修了認定等 

≪2-4 の視点≫ 

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

 

(1)2-4 の自己判定 

基準項目 2-4 を満たしている。 

 

(2)2-4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

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

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

学則にそれぞれ明確に定められている。なお、大学院については、全研究科及び課

程において進級要件は設けていない。【資料 2-4-1】【資料 2-4-2】【資料 2-4-3】 

・各授業科目の成績評価は、各授業科目の担当教員が試験成績のほか、日常の学修成

果から適正に行っている。 

・評価基準や評価方法をシラバスに明記している。各授業科目の成績評価はシラバス

で公表されている評価方法に基づき適正に行われている。なお、大学院における演
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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。【資

料 2-4-4】 

・学業成績の発表は、前期末（9 月）と後期末（2～3 月）に実施しており、理工学部、

薬学部では学業成績表をゼミ担当（担任）教員から学生本人へ直接配付している。

また、全ての学部において学業成績を基に、進級、卒業に問題がある学生をピック

アップし学修指導を行っているほか、学生の保証人へ学業成績を成績表の見方を詳

細に示した解説書を添付し、毎回郵送している。 

・成績カルテ（WEB システム）により学生自身及び指導担当教員が成績を確認できる

ようになっている。 

・全ての学部において、卒業要件に GPA 評価制度を取り入れている。理工学部では

GPA1.0 以上、他の学部では GPA１.3 以上を設定している。 

・公的資格取得による単位認定制度を設け、資格取得を奨励するとともに、正課の授

業科目と単位取得との結び付けを促進している。【資料 2-4-5】 

・成績評価結果に疑義がある場合の申し立ては、期間を定めて受付を行っており、評

価の厳正化に努めている。 

・他大学で取得した単位等については、教育内容を厳正に評価したうえで本学の取得

単位として 60 単位を限度として認めている。 

 

《エビデンス資料》 

【資料 2-4-1】摂南大学学則 

【資料 2-4-2】摂南大学履修規定 

（理工学部、外国語学部、経営学部、薬学部、法学部、経済学部、看護学部） 

【資料 2-4-3】摂南大学大学院学則 

【資料 2-4-4】シラバス授業検索機能 

https://portal.setsunan.ac.jp/CAMJWEB/slbsskgr.do?clearAccessData=true 

【資料 2-4-5】単位認定対象資格一覧 

 

(3)2-4 の改善・向上方策（将来計画） 

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

を一層徹底させるとともに、合格点に至らず、評点が 0 となった科目があっても、

次学期あるいは次年度に再履修することにより、高い評点での合格を目指すよう指

導する。 

・教育の質保証向上のために、卒業要件の GPA 値を全学的に見直す。 

 

 

2-5 キャリアガイダンス 

≪2-5 の視点≫ 

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

 

(1)2-5 の自己判定 
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基準項目 2-5 を満たしている。 

 

(2)2-5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

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

＜進路支援方針＞ 

・学生個々の希望や適性に応じた「ベストマッチング」を図るため、全学を挙げて支

援に取り組むこと、特に就職支援については教職員や保護者、卒業生も交えた支援

体制で臨むことを基本方針としている。 

 

＜進路支援体制＞ 

・本学ではキャリア教育などを通じた学生の進路選択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、ガイダンスなどの集団支援と面談などの個別支

援を組み合わせて進路支援体制を整えている。キャリアガイダンスにかかる就職支

援及び関連する平成 27(2015)年度の取り組みを表 2-5-1 に示す。【資料 2-5-1】 

 

〔表 2-5-1 平成 27(2015)年度キャリアガイダンスにかかる就職支援及び関連する取り組み〕 

                                                                                                                                                                行     事     名

１年次 新入生ガイダンス（学部学科別）

ＳＭＡＲＴ　ＳＰＩガイダンス
業界研究セミナー（２回）

就職ガイダンス（５回）
就職模擬テスト（２回）
進路登録および個人相談（通年）
履歴書指導や個人面接練習・個人相談（通年）

「SPIテストセンター」模擬テスト
模擬集団面接

キャリアアドバイザーによるワークショップ

学内合同企業説明会

学内合同企業説明会（３回）
就活面談会

就職ガイダンス（１回）
就職ガイダンス(ﾘｶﾊﾞﾘｰｶﾞｲﾀﾞﾝｽ)
未就職卒業者ガイダンス

４年次

〔寝屋川学舎〕法学部、外国語学部、経営学部、理工学部、経済学部

１～３年次

３年次

 

行     事     名

４年次 就職ガイダンス（２回）

インターンシップ説明会
就職ガイダンス（４回）

進路登録および個人相談（通年）
履歴書指導や個人面接練習・個人相談（通年）
業界セミナー(製薬・治験・公務員・病院等)
学内企業説明会(製薬企業)

病院フェア
学内企業説明会(薬局・DgS)

行　事　名

1年次 就職ガイダンス
２年次 就職ガイダンス

個人面談
就職ガイダンス（２回）
就職講演会・座談会、合同病院説明会

４年次 履歴書指導や個人面接練習・個人相談（通年）

６年次

〔枚方学舎〕　看護学部

３年次

〔枚方学舎〕　薬学部

５年次

 

キャリアガイダンス実施に関連する各種の取組み

エクステンション講座の紹介や連携行事（教員採用試験、公務員試験対策講座や模試、説明会）の実施

地域連携教育活動
青少年育成ファシリテーター要請講座

キャリア関連科目の開講
就職委員会による支援にかかる方針・体制の策定と決定
教職員の企業訪問による求人開拓等関係強化
キャリアアドバイザー（寝屋川5、枚方1）の配置

学生向け配付物：就活ガイドブック、就活体験報告集を作成
学生・教員への就職情報システムの提供

留学生の就職支援：ガイダンス実施、履歴書指導や個人面接練習・個人相談

インターンシップ：正課協力企業の募集と参加学生の調整、正課外参加希望者を支援

保護者に対する支援：就活保護者セミナー開催、サポートガイド配付、就職相談
企業との関係強化：就職懇話会を開催  

 

・本学では学年の推移にあわせて、キャリア関連科目で概念を中心とした教育を行い、

実際の進路選択の場面では就職部が就職支援のノウハウを中心に伝える流れを作っ

ている。そのキャリア形成の過程でインターンシップについては教務部、就職部が

協働して支援するという取り組み方でキャリアガイダンス全体に取り組んでいる。 

 



摂南大学 
 

32 

 

＜キャリア教育推進室＞ 

・本学では、学生の人間力を養成するとともに社会性を育み、結果的に社会的な付加価

値が高まることがキャリア教育の中心である。このプロセスを経て、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なるように、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。 

・キャリア専任教員2人が本学のキャリア教育全般の運営を担当している。 

・専任教員だけでは対応できないキャリア形成科目の授業を非常勤講師と協働し、全学

のキャリア教育の統一性を維持することにより、学生は本学の教育理念に基づくキャ

リア教育を享受している。 

 

＜キャリア教育の再構築プロジェクト＞ 

・平成 27(2015)年度には学長諮問として「キャリア教育の再構築プロジェクト」を策

定。 

・「摂南大学の教育はすべてキャリア形成につながる」をコンセプトに、本学の全ての

教育コンテンツ及び教育支援、課外活動の充実を図ることとした。【資料2-5-2】 

 

＜学部のキャリア教育＞ 

・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インターンシップをしており、本大学の正規の

授業として実施し、修了後は単位を認定している。平成27(2015)年度は62の企業等

で146人の学生が就業体験を行った。【資料2-5-3】 

・理工学部においては、平成23(2011)年度から企業の新入社員研修の手法を取り入れた

インターンシップを実施している。【資料2-5-3】 

・理工学部生命科学科においては、学外で実務実習を行うことによって、社会や企業の

システムを学ぶとともに、実践的な応用力を身につけることを目的に「生命科学学外

演習」を3年次生対象に開講しており、平成27(2015)年度は環境分析関連機関や食品

分析関連機関等で73人の学生が就業体験し、学内発表会を行った。 

・外国語学部においては、平成27(2015)年度に専門科目「ホスピタリティ・インターン

シップ」を実施し、21人の学生が空港やホテルで就業体験を行った。また、海外イ

ンターンシップも実施し、4人の学生がアメリカ・ロサンゼルスで就業体験を行った。

【資料2-5-4】 

・経済学部では、平成28(2016)年度から専門科目「観光経済実践演習」において、観光

産業を主としたインターンシップを行う。【資料2-5-4】 

・薬学部では、「キャリア形成Ⅱ」を3年次生対象に開講し、「医薬業界＝病院、薬局」

というイメージだけに陥らないように、就業体験により様々な職種に対する理解の向

上を図っている。また、4年次開講科目「実践薬学」の一環として独自のキャリア教

育プログラムを平成27(2015)年度から実施している。本プログラムは、医薬関連産業

や他業種（マスコミ等）で活躍している方々を外部講師として招聘し、多様な視点か

らの講演会を実施し、それに基づき学生同士でのグループワークにより学生が適性を

探り、それに応じた個々のキャリアプランについて深く考えさせる機会としている。
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【資料2-5-4】 

・看護学部では、１年次生対象に「キャリアデザイン」「キャリア入門」を開講し、ど

のように医療貢献ができる看護師を目指していくのか、そのためには自分に何が足り

ないか、などを中心にグループワークで議論して、自律し、自分の力で人生を切り拓

いていくことができる力を養っている。また、あらゆる医療や地域の現場で活躍して

いる専門看護師や認定看護師との交流の機会を設定し、キャリアプランを考える機会

としている。３年次生対象の「臨床看護学演習Ⅰ」「臨床看護学演習Ⅱ」においては、

薬学部と共同で、多職種の専門性を尊重しつつ、役割分担と連携の必要性を理解し、

チーム医療に貢献できる看護師の基本的資質を修得できるようキャリア教育を行っ

ている。 

 

＜外国人留学生に対する就職支援＞ 

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

職ガイダンスの開催や、当該学生が在籍する各学部事務室及び国際交流センターとの

連絡体制を整え、個々の状況や希望に応じた支援を行っている。 

 

＜2015 年度 就職関係の実績＞ 

求人社数：14,144 社 

求人倍率：8.97 倍 

就職率（就職希望者に対する率）：96.1％ 

就職満足度（就職決定者の「満足」「ほぼ満足」の率）：98.2％ 

【資料 2-5-5】【資料 2-5-6】【資料 2-5-7】 

 

《エビデンス資料》 

【資料 2-5-1】2015 年度就職関係行事 

【資料 2-5-2】キャリア教育グランドデザイン 

【資料 2-5-3】インターンシップ体験報告集 

【資料 2-5-4】インターンシッププログラム 2016 

【資料 2-5-5】2015 年度求人状況 

【資料 2-5-6】2015 年度進路決定状況 

【資料 2-5-7】2015 年度就職満足度 

 

(3)2-5 の改善・向上方策（将来計画） 

・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、更に受け入れ企業等数の拡大を図る。 

・経営学部では、平成28(2016)年度から海外ビジネスインターンシップを行い、プログ
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ラムの充実を図る。 

・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、留学生を対象とした就職ガイダンスを実施するなど適切な支援を行う。 

・「キャリア教育の再構築」答申に基づいたキャリア教育の充実を図る。特に、キャリ

ア科目の全学的整理・改善及びインターンシップの低年次化の強化を図る。 

・保護者に対して就職満足度調査を実施する。また、学生の就職先企業に対し評価アン

ケートを実施し、キャリア教育の充実を図る。 

 

 

2-6 教育目的の達成状況の評価とフィードバック 

≪2-6 の視点≫ 

2-6-① 教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発 

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

 

(1)2-6 の自己判定 

基準項目 2-6 を満たしている。 

 

(2)2-6 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-6-① 教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発 

・平成 14(2002)年度から毎年度前・後期 2 回、学生による「授業アンケート調査」を

実施し、学生の授業に対する要望を点検・評価している。【資料 2-6-1】 

・「授業アンケート調査」は、「学生の授業への取り組み方」「授業外学修時間」「教員

と授業内容の評価」「授業の理解度」などについて調査しており、その結果を各教員

へフィードバックすることで、授業の改善につなげている。 

・「専門職業人の育成」という教育目的の達成状況は、各種国家資格の合格率及び就職

率でも確認できると考えている。 

(1)各種国家資格の合格率は、概ね全国平均と同等もしくはそれを超える成績と

なっている。【資料 2-6-2】【資料 2-6-3】 

(2)就職率は全学部で 96.1％（平成 27(2015)年度実績）であり、高い数字を達成

している。【資料 2-6-4】 

・アンケート項目は、FD 委員会により審議し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、さらに学部・学科独自の質問項目を設けている。また一定期

間、学内専用の HP に教員（希望者のみ）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。 

・PBL プロジェクトでは、本プロジェクトの実施前後で大学生基礎力調査（株式会社

ベネッセ i キャリア）を行い、本プロジェクトの効果を学生及び担当教員にフィー

ドバックし、次年度のプロジェクトの改善につなげている。【資料 2-6-5】 

・理工学部では各学科独自の取り組みとともに、学部として「理工学部外部評価委員

会」を平成 27(2015)年に設置し、行政関係者、産業界代表、学識経験者からなる委

員の出席のもと委員会を開催した。【資料 2-6-6】 
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・外国語学部では、資格取得における「公的資格取得による単位認定制度」の周知徹

底を図るとともに、前期・後期の年 2 回、教授会にて取得状況を把握している。ま

た、各語学検定受験結果についても教授会で報告し、取得状況を把握している。【資

料 2-6-7】 

・法学部では、通常の定期試験に加え、2 年次生全員を対象に法学検定試験ベーシッ

ク〈基礎〉コースを受験させ、学修成果を計っている。【資料 2-6-8】 

・看護学部では、教育方法の工夫、改善に役立てるため、ティーチング・ポートフォ

リオの研修を継続的に実施している。 

 

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

・「授業アンケート調査」の調査結果は教員へフィードバックされ、それに基づき授業

改善へとつなげている。 

・「授業アンケート調査」において評価が高かった教員について顕彰を行い、その教育

内容の取り組みを紹介することで他の教員の授業改善に役立てるとともに、教育に

対するモチベーション向上につなげている。 

・国家試験合格率及び就職率によって教育目的の達成度を評価し、その結果を部長会

議や教授会等を通じて教職員へフィードバックを行い、さらなる向上に向けて議論

を行っている。 

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

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

間報告会を実施し、薬学研究科研究指導担当教員が学生の到達度を評価している。

なお到達度を「不十分」と評価した場合には、研究目的・計画の見直しの必要性を

当該学生と研究指導担当教員にフィードバックしている。 

 

《エビデンス資料》 

【資料 2-6-1】FD NEWS(No.41) 

【資料 2-6-2】2015 年度看護師国家試験合格状況 

【資料 2-6-3】2015 年度薬剤師国家試験合格状況 

【資料 2-6-4】2015 年度進路決定状況 

【資料 2-6-5】「2015 年度摂南大学 PBL プロジェクト最終報告会の実施について」次第・配布資料  

【資料 2-6-6】2015 年度理工学部外部評価委員会議事録 

【資料 2-6-7】摂南大学外国語学部教授会議事録（第 4・8・11 回） 

【資料 2-6-8】2016 年度資格・検定試験の受験料補助について（掲示文） 

 

 

(3)2-6 の改善・向上方策（将来計画） 

・平成 28(2016)年度から新たにスマートフォンを活用した「授業アンケート調査」を

実施する。これにより、学生の回答率を更に高めることで、より精度の高い分析を

行うことができ、さらなる授業改善に活かす。 

・FD 委員会では、教職員対象の FD フォーラム、教育改革フォーラム、SD(Staff 
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Development)研修会などを積極的に開催し、さらなる教育改善に努める。  

・IR センターにおいて、学修成果の可視化などを通して、留年・退学率の低下、学力

の向上、国家試験等の合格率や就職率の向上などに向けた分析を行い、教育改善に

つなげていく。 

・行政関係者、産業界代表、学識経験者からなる外部評価を実施する。 

 

 

2-7 学生サービス 

≪2-7の視点≫ 

2-7-① 学生生活の安定のための支援 

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

(1) 2-7 の自己判定 

基準項目 2-7 を満たしている。 

 

(2) 2-7 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-7-① 学生生活の安定のための支援 

≪学生サービス、厚生補導のための組織≫ 

・寝屋川キャンパスに、学生の厚生補導、課外活動及び厚生補導の主管部署である学生

部学生課を設置している。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、学内各部署と連携・情報交換を行い、学生生活の安定のために適切な支援

を行っている。学生課の主な業務内容は下表のとおりである 

 

〔表 2-7-1 厚生補導部署（学生部学生課）の主な業務内容〕 

①学生係 
課外活動、合宿、大学祭等の指導、モラル・マナー指導、賞罰、学生相談室の運営、利用の啓発等、学生生

活全般の指導及びメンタルヘルスケアを行い、学生の人間力・社会性向上を促進  

②厚生係 
奨学金、学費減免、学生貸付金の受付、アルバイトの斡旋、摂南大学国際会館（学生宿舎）の運営管理主に

経済的支援を行い、学生の生活安定を促進。  

③スポーツ 

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

 

・学生部には、体育系課外活動の指導育成及び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（寝屋川キャンパス）、学生の保健衛生を担当する保健室（寝屋川・

枚方両キャンパス）、心理面の支援担当の学生相談室（寝屋川・枚方両キャンパス）

を設けている。 

・枚方キャンパスに、学生の厚生補導、課外活動、福利厚生、学生相談室の運営を行う

枚方事務室学生係を設置している。 

・それぞれのキャンパスに学生支援部門を設置し、きめ細やかな学生の生活支援ができ

る体制を整えてながら、両キャンパスの学生支援部門が連携を密にして学生の生活支

援を展開している。 

・学生部長は学生委員会を主宰し、学生委員会委員は学生生活全般の諸問題を議論し、

学生支援の内容の充実を図っている。 
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・本学園が 100％出資する株式会社常翔ウェルフェアが学生互助会委託業務をはじめ、

食堂、コンビニ、各種保険、書籍の販売等の運営事業を行い、学生生活をトータルに

サポートしている。食堂では、専任の管理栄養士と熟練した調理師により、低価格か

つ栄養価の高い食事を提供しており、学生の健康増進と福利厚生に貢献している。一

人暮らしの学生や早朝から勉学に励む学生等を応援するため格安で提供している「朝

定食」も好評を得ている。 

 

＜経済的支援＞ 

(1) 奨学金 

・本学独自の給付制奨学金 

学業成就と成績向上のための助成として「本学独自の給付制奨学金」を設け、学業・

人物ともに優秀で経済的理由により就学が困難と認められる学生に給付している。 

 

〔表 2-7-2 平成 27(2015)年度実績〕 

名称等 給付人数 給付額 

大学院学内奨学金（大学院生対象） 20 人 9,350,000 円 

特別奨学金（入試成績優秀者で学部１年次生対象） 23 人 14,495,000 円 

一般奨学金（学部２年次生以上対象） 140 人 51,065,000 円 

学園創立 90 周年記念奨学金 

〔学部３年次生（薬学部は４年次生）対象〕 
29 人 14,250,000 円 

ベッドフォード奨学金（外国語学部女子学生対象） 1 人 60,000 円 

学園校友会奨学金（将来教員を目指す学生対象） 13 人 393,000 円 

 

・学外団体の奨学金 

日本学生支援機構の奨学金（貸与制）、民間団体や地方公共団体の奨学金（貸与制あ

るいは給付制）等の斡旋を行っている。日本学生支援機構の奨学金は、平成 27(2015)

年 5 月 1 日時点、本学学生 8,011 人中 3,592 人(44.8%)が貸与を受けている。【資料

2-7-1】 

 

(2) 学費の減免制度 

・学費支弁者の死亡、住居の罹災、家業の破産等により経済的に著しく困窮し、学業継

続が困難となった学生に対し、事由発生直後の学費を半額に減免する制度がある。平

成 27(2015)年度実績として 10人に対して 330万円の学費減免を行った。【資料 2-7-1】 

 

(3) 学生貸付金 

・親からの仕送りの遅延、緊急の不測の事態等で緊急に出費が必要になった場合の緊急

措置として、「学生貸付金」制度を設け、無利子・無担保で利用できるようにしてい

る。平成 27(2015)年度実績として 6 人に対して 30 万円の貸し付けを行った。【資料

2-7-1】 
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(4) 摂南大学国際会館（学生宿舎）の運営 

・遠隔地出身学生や外国人留学生への安心安全かつ利便性の高い生活環境の提供を目的

として、寝屋川キャンパスに摂南大学国際会館（学生宿舎）77 室を設置、運営してい

る。【資料 2-7-2】 

 

(5) 学生互助会 

・学生生活における万一の事故・傷病に際し、相互扶助の精神に基づいてできる限り軽

い経済的負担で学生生活を送れるようにするために以下の学生互助会制度を設立し

ている。【資料 2-7-1】 

 1)学生互助会費：入学と同時に全学生が加入し、互助会事業の財源として 1 人あた

り入会金 500 円、年会費 3,200 円を徴収している。 

 2)医療費の給付：学生互助会会員の学生へ、正課、課外活動、レジャー、帰省中等

の病気、怪我等で支払った治療費の自己負担相当額を給付する。 

  3)死亡見舞金：学生互助会会員の学生が死亡した場合は、死亡見舞金 25 万円を遺

族に給付する。正課、学校行事、課外活動中の事故が原因で死亡した場合は、

50 万円を限度に増額することがある。 

  4)災害見舞金：学生互助会会員の住居や家財が、地震、火事等で損害を受けた場合

に、10 万円を限度に給付する。 

  5)障害見舞金：学生互助会会員が怪我や病気がもとで後遺障害が生じた場合には、

25 万円を限度に、障害の程度に応じて見舞金を給付する。 

 

(6) 保険制度への加入 

・正課授業・学校主催の学校行事及び課外活動中の事故・不測の事態に備えるために、

「学生教育研究災害傷害保険（学研災）」に、正課授業、学校行事、課外活動とその

往復中で、他者に障害を与えた場合及び他者の財物を破損したことにより被る法律上

の損害賠償を補償する「学生教育研究賠償責任保険（学研賠）」に全学生が加入して

いる。【資料 2-7-1】 

 

(7) 学生総合補償制度 

・本人・保護者の災害に対し、株式会社常翔ウェルフェアが取扱代理店となっている

学生任意加入の補償制度により各種の補償を行っている。【資料 2-7-1】 

 

(8) アルバイトの紹介 

・平成 24(2012)年 10 月から、株式会社ナジック・アイ・サポートにアルバイト紹介業

務を委託している。本サポートは、大阪府下をはじめとする広範囲な地域の安全な求

人情報がパソコンや携帯電話等から 24 時間 365 日閲覧可能な利便性の高いものであ

る。【資料 2-7-3】 

 

(9) 外国人留学生に対する支援 

・上記の(1)～(8)に加えて以下の制度がある。 
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 1)在留資格が「留学」の外国人留学生を対象に授業料の 20%減免を行っている。 

 2)「外国人留学生学内奨学金制度」として月額 20,000 円の奨学金の給付と前記(4)の

摂南大学国際会館に入居した場合は、月額 15,000 円の部屋料の補助制度がある。 

 

＜課外活動への支援＞ 

(1) 課外活動団体 

・平成 27(2015)年度末の時点で体育会 30 団体、文化会 24 団体、祭典系 3 団体及び枚

方支部 12 団体を公認し活動している。 

 

(2) 課外活動への経済支援 

・課外活動の活性化を目的として、課外活動団体 69 団体に対して合計 73,338,074 円

を援助した。 

・安全な活動ができるよう 4 号館 4 階体育練習場の床改修工事(2,000,000 円)を使用頻

度の少ない夏期期間中に実施した。 

 

(3) 課外活動への支援 

・学生の課外活動支援として、新入生ふれあいキャンプの実施、新入生ガイダンス等で

のクラブ勧誘の許可、体育会系課外活動団体所属学生のクラブ健診の実施、課外活動

団体への活動費の援助、課外活動関係設備・備品の整備等を行っている。平成

27(2015)年度実績を以下に示す。 

1)新入生ふれあいキャンプ 

新入生の大学生活への早期適応、友人づくり、教職員との交流を目的として平成

17(2005)年度から入学間もない時期に実施しており、平成 27(2015)年度は新入

生 250 人が参加し好評を得た。実施費用は 3,531,434 円。 

2)クラブ勧誘 

学生の課外活動への参加奨励（入部率のアップ）を目的として、4 月の新入生ガ

イダンス、4・5 月の春風祭（寝屋川キャンパスの新入生歓迎行事）、新入生ふれ

あいキャンプで在学生が行うクラブ勧誘を許可している。平成 27(2015)年度の

課外活動入部率は 33.2％で、平成 25(2013)年度以降は、30％台を維持している。 

 

〔表 2-7-3 課外活動入部率（過去 5 カ年の実績）〕 

平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

29.7％ 28.7％ 30.1％ 35.5％ 33.2％ 

 

3)クラブ健診の実施 

安全な課外活動の実施を目的として、体育会系課外活動団体入部学生にクラブ検

診を実施している。平成 27(2015)年度からは、課外活動団体のさらなる安全運

営のため、心電図検査に限り、体育会系課外活動団体部員全員を対象とし、毎年

実施することとした。平成 27(2015)年度は 927 人に実施、費用は 1,266,774 円。 
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＜健康相談、心的支援、生活相談＞ 

(1) 保健室 

・学生の学内における急病・負傷への対応、看護師による健康相談、定期的な学校医及

び心療内科医による医療相談に応じている。 

・法令で定められている定期健康診断を年 1 回全学生対象に実施し、その結果をポー

タルサイトで学生個人に通知することで、学生自身に経年変化の自覚を促し、健康管

理に関する意識の向上を図っている。 

・大学内食堂を運営している株式会社常翔ウェルフェアや学生相談室、管轄保健所など

の外部機関とも連携し、学生の健康保持増進の一環として、食育・健康フェアを平成

21(2009)年度から継続的に実施、平成 27(2015)年度は寝屋川・枚方キャンパスあわ

せて約 400 人（教職員含む）の参加があった。 

 

(2) 学生相談室 

・メンタルヘルスケアを担当する学生相談室を設け、寝屋川キャンパスでは専従の臨床

心理士 1 人、非常勤カウンセラー4 人で週当たり 5～6 回、枚方キャンパスでは専従

の臨床心理士 1 人、非常勤カウンセラー1 人で週当たり 5～6 回、学生の相談に対応

するとともに、学内各部署や学外の医療機関とも連携し、問題を抱える学生に対応す

る体制を整えている。 

 

(3) 人権侵害防止委員会 

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

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

とともに、学生課、枚方事務室及び各学部に人権侵害防止相談員を置き、学生相談室

とは別に相談を受ける体制を取っている。 

 

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

・学生サービスに対する学生の意見などをくみ上げるシステムとして、本学 HP にお

ける「お問い合わせ一覧」に掲載された各部署連絡先へ寄せられる意見、教育懇談

会での保護者からの相談が挙げられる。意見・相談等の案件は、主管部署で対応策

を検討し改善を図っている。また、およそ 2 年毎に新入生・在学生（3 年次生）・卒

業生に対してアンケート調査を実施し、学生ニーズや意見等を教育内容や学修環境

等の改善に役立てている。 

・食堂のメニューや企画は、株式会社常翔ウェルフェアが学生の意見・要望等をくみ

上げ、新作のメニューや特別メニューを提供している。また、課外活動において優

秀な実績を収めた学生を祝福し、当該学生が希望するメニューを提供するフェアを

実施するなど学生の目線に立った運営を行っている。 

《エビデンス資料》 

【資料 2-7-1】本学 HP「奨学金・各種サポート」 

〔トップページ＞学生生活＞奨学金・各種サポート〕 

【資料 2-7-2】2016 年度学生便覧（146 ページ）  
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【資料 2-7-3】本学 HP「学生マンション・アルバイトについて」 

〔トップページ＞学生生活＞学生マンション・アルバイトについて〕 

 

(3) 2-7 の改善・向上方策（将来計画） 

・学生のニーズを的確に把握し学生サービスの充実を図るために、HP における「お問

い合わせ一覧」に各部署連絡先を掲載することに加え、情報メディアセンターと協

働してポータルサイトを使った学生ニーズや意見等把握システムの構築を検討し、

学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用を強化する。 

 

 

2-8 教員の配置・職能開発等 

≪2-8の視点≫ 

2-8-① 教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置 

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

とする教員の資質・能力向上への取り組み 

2-8-③ 教養教育実施のための体制の整備 
 

(1)2-8 の自己判定 

基準項目 2-8 を満たしている。 
 

(2)2-8 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 2-8-①教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置 

 ＜教員の確保と配置＞ 

・本学の所属別の教員数は、表 2-8-1 に示すとおりである。助教以上の教員数は 302

人であり、大学設置基準上の全学の必要教員数（235 人）を大幅に上回っている。 

・基礎教育、教養教育及び教職教育は、基礎理工学機構、教職支援センター、スポー

ツ振興センター等に加えて、各学部・学科の教員がそれぞれ担当している。また、

学習支援センターでは補習授業等の学修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。 

 

 

        〔表 2-8-1 教員数[平成 28(2016)年 5 月 1 日現在]〕      (単位：人) 

学部等 学科等 
教員数（助教以上） 設置基準上の必要教員数※1 

教員数 教授数(内数) 教員数 教授数(内数) 

理 工 学 部 

生命科学科 16 9 14 7 
住環境デザイン学科 10 6 8 4 
建築学科 10 8 8 4 
機械工学科 12 8 9 5 
電気電子工学科 11  7 9 5 
都市環境工学科 10 7

．
 8 4 

基礎理工学機構 10 5  
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学部等 学科等 
教員数（助教以上） 設置基準上の必要教員数※1 

教員数 教授数(内数) 教員数 教授数(内数) 
外国語学部 外国語学科 39 19 13 7 

経営学部 
経営学科 13 6 11 6 
経営情報学科 14 6 10 5 

薬 学 部 薬学科 68 20 36 18 
法 学 部 法律学科 20 10 16 8 
経 済 学 部 経済学科 20 10 16 8 
看 護 学 部 看護学科 40 11 12 6 
教 務 部 2 1  

教 務 部 
教職支援センター ※2 (4)  (1)  
学習支援センター 1 0   

学 生 部 スポーツ振興センター 5 1   
国際交流センター 1 0  
大学全体の収容定員に応じて定める必要教員   65 33 

合  計 302 134 235 120  
※1 大学設置基準で定められている必要教員数。 
※2 教職支援センターの教員は学部発令であるため合計数に含めない。  

  

・薬学部については、必要教員数の 6 分の 1（6 人以上）が臨床系教員でなければなら

ないと定められているため、9 人の臨床系教員が在籍し、臨床薬学教育を担当して

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

から RA(Research Assistant)を導入している。 

・専門分野間のバランスについては、教員採用時に学長と各学部間で十分な検討が行

われており、教育課程の編成に支障のないバランスが確保されている。なお、教員

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

学全体として概ねバランスが取れている。 

 
〔表 2-8-2 専任教員の年齢構成[平成 28(2016)年 5 月 1 日現在]〕 

学部・学科 30 歳未満 30～39 歳 40～49 歳 50～59 歳 60 歳以上 

理工学部 

生命科学科 
0 人 1 人 8 人 5 人 2 人 
0％ 6.3％ 50.0％ 31.3％ 12.5％ 

住環境デザイン学科 
0 人 2 人 2 人 2 人 4 人 
0％ 20.0％ 20.0％ 20.0％ 40.0％ 

建築学科 
0 人 1 人 4 人 2 人 3 人 
0％ 10.0％ 40.0％ 20.0％ 30.0％ 

機械工学科 
0 人 1 人 4 人 1 人 6 人 
0％ 8.3％ 33.3％ 8.3％ 50.0％ 

電気電子工学科 
0 人 1 人 3 人 3 人 4 人 
0％ 9.1％ 27.3％ 27.3％ 36.3％ 

都市環境工学科 
0 人 3 人 1 人 3 人 3 人 
0％ 30.0％ 10.0％ 30.0％ 30.0％ 

基礎理工学機構 
0 人 3 人 3 人 3 人 1 人 
0％ 30.0％ 30.0％ 30.0％ 10.0％ 

計 
0 人 12 人 25 人 19 人 23 人 
0％ 15.2％ 31.6％ 24.1％ 29.1％ 

外国語学部 外国語学科 
0 人 8 人 13 人 11 人 7 人 
0％ 20.5％ 33.3％ 28.2％ 17.9％ 

経営学部 

経営学科 
0 人 2 人 3 人 4 人 4 人 
0％ 15.4％ 23.1％ 30.8％ 30.8％ 

経営情報学科 
0 人 2 人 6 人 3 人 3 人 
0％ 14.3％ 42.9％ 21.4％ 21.4％ 

計 
0 人 4 人 9 人 7 人 7 人 
0％ 14.8％ 33.3％ 25.9％ 25.9％ 

薬学部 薬学科 
5 人 24 人 17 人 14 人 8 人 

7.4％ 35.3％ 25.0％ 20.6％ 11.8％ 

法学部 法律学科 
0 人 2 人 8 人 2 人 8 人 
0％ 10.0％ 40.0％ 10.0％ 40.0％ 

経済学部 経済学科 
0 人 3 人 6 人 5 人 6 人 
0％ 15.0％ 30.0％ 25.0％ 30.0％ 

看護学部 看護学科 
0 人 4 人 17 人 14 人 5 人 
0％ 10.0％ 42.5％ 35.0％ 12.5％ 
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学部・学科 30 歳未満 30～39 歳 40～49 歳 50～59 歳 60 歳以上 

教務部 
0 人 0 人 1 人 2 人 0 人 
0％ 0％ 33.3％ 66.7％ 0％ 

学生部 スポーツ振興センター 
0 人 1 人 1 人 3 人 0 人 
0％ 20.0％ 20.0％ 60.0％ 0％ 

国際交流センター 
0 人 1 人 0 人 0 人 0 人 
0％ 100％ 0％ 0％ 0％ 

合 計 
5 人 59 人 97 人 77 人 64 人 

1.7％ 19.5％ 32.1％ 25.5％ 21.2％ 
   

※割合は小数点第２位を四捨五入して算出。 

 

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

とする教員の資質・能力向上への取り組み 

 ＜教員の採用・昇任＞ 

・教員の採用は、原則公募による採用とし、応募書類による書類審査及び面接選考を

経て採用候補者を選出し、教員選考委員会で同候補者の審議が行われる。教員選考

委員会が承認した候補者は、採用に係る稟議手続きを行い、理事長決裁により採用

が決定される。なお、任期のない専任教員のほか、任期付の特任教員の採用も行い、

人材流動化により教育研究活動の活性化を図っている。【資料 2-8-1】【資料 2-8-2】

【資料 2-8-3】【資料 2-8-4】【資料 2-8-5】 

・昇任人事は、学部内で学部長、学科長等が昇任候補者の検討を行い、学長に申請す

る。学長は申請候補者について各学部長等と協議し、昇任の可否を判断することと

なる。昇任を可とする者については、教員選考委員会で採用候補者と同様に審議が

行われる。教員選考委員会で承認された昇任候補者は、昇任にかかる稟議手続きを

行い、最終的に理事長の決裁により昇任が決定される。【資料 2-8-1】【資料 2-8-2】

【資料 2-8-3】【資料 2-8-4】【資料 2-8-5】 

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

定」「摂南大学教員選考基準」等に基づき審査し、勤務年数や研究業績だけでなく教

育業績、社会貢献、管理運営面等に加えて、本学の教育の理念・方針・方法に対す

る考え方、学生の教育・指導に対する姿勢等を総合的に判断している。また、平成

22(2010)年度から教員活動評価制度の評価項目を大幅に見直し、昇任基準等と連動

する形で人事計画を進めている。【資料 2-8-1】【資料 2-8-2】【資料 2-8-3】【資

料 2-8-4】【資料 2-8-5】 

 

 ＜教員評価制度＞ 

・教育研究業績に対する評価体制としては、毎年度学長宛に「教員活動評価自己申告

書」と「教育研究業績書」の提出を求めている。教育研究業績の評価に客観性を持

たすために、平成 23(2011)年度に評価者（考課者）に対する研修を実施し、平成

24(2012)年度の教員活動評価の実施に際しては、各教員が共通の認識を持って申告

書を作成できるように、自己申告書の内容に関する Q&A を公表した。また、平成

28(2016)年度からは、教員活動評価の結果を活用した研究費増額配分を実施してい

る。【資料 2-8-6】 
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 ＜FD 活動等の取り組み＞ 

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

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

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

委員会の位置づけを改め、教務委員会と同列の全学委員会の位置づけに変更し、合

わせて教務部長を委員長とした。また、4 つの部門（Study Group）を表 2-8-4 のと

おり 3 つの部門（Study Group）に編成し直した。平成 23(2011)年度以降は学長が

指名した委員長の下、表 2-8-5 のとおり 3 つの部門（Study Group）を改め、より

効果的な活動を進めている。 

 

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

区 分 担  当 

SG1 学生による授業アンケート 

SG2 授業改善（授業公開・FDフォーラム） 

SG3 情宣活動（FDニュース・FDホームページ） 

SG4 教員研修〔平成19(2007)年度から〕 

 

 

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

区 分 担  当 

SG1 学生による授業アンケート・授業公開 

SG2 FDフォーラム・FD活動の将来計画の策定 

SG3 教職員ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、FDニュース・Webによる情報提供 

 
 

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

区 分 担  当 

SG1 学生による授業アンケート・授業公開 

SG2 FDフォーラム 

SG3 FDニュース・Webによる情報提供、他大学の取り組

み調査 

 

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

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

既存の全学的組織や各学部の FD 委員会・教務委員会等との連携を図りながら、①

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の展開、②教育方法の

改善のための「学生による授業アンケート」の実施・結果の分析、③授業公開・FD

フォーラムの実施と授業改善の方策の検討、④学生の基礎学力の分析と教授法の開

発に取り組んでいる。また、各学部にもそれぞれ FD 委員会を設けて、全学 FD 委

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

 【資料 2-8-7】 

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

善に活用している。これは学生が主体的に授業に参加し、授業の質を教員と共に向

上させる責任の一端を担っているという考えである。また、授業アンケートにおけ

る自由記述欄について、各学部で学生からのコメントと各教員からの改善案をまと

め、教員間で情報を共有し、学生からの要望や質問、それに対する授業改善案の共

有を図っている。 

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

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

の報告、②教職員研修ワークショップの報告、③「学生による授業アンケート」実

施結果の報告等である。 

・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、全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。 

・教育系職員だけで行っていたワークショップを、平成 21(2009)年 8 月から、事務系

職員との教職協働の取り組みとして、実践・参加型の「教職員研修ワークショップ」

として開催した。ワークショップでは、「教育の基本的構成要素、授業設計、成績評

価法等について主体的に検討し、それらの実施において必要な知識と技能、態度を

習得する」ことを到達目標とし、総合大学において共通する教育課題をテーマとし

て取り上げ、文系・理系を問わず広く大学教育の改善に資するプログラムとしてい

る。 

・建学の精神に則る教育の理念を達成していくには、教養科目のなかでも科学技術教

養の充実、国際化社会への対応のための英会話能力の向上を進めて行く必要があり、

そのための教育体制が整備されている。 

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

は、各教員が授業を公開することは恒常的な活動であり、この活動に公開された授

業を見学するという行為が能動的に行われることによって、授業改善活動がより深

化し、組織としての相乗効果が創出されることを期待したものである。結果として、

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

においても実施期間を前・後期各１カ月に広げて、引き続き授業見学を実施してい

る。さらに、理工学部では平成 27(2015)年度以降、全ての授業を常時公開している。 

・学生による授業アンケートの結果の活用は、主に教員個人の改善努力に委ねられて

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

降は自由記述欄に記入されたコメントと改善案をまとめ、学部教員が共有すること

で、授業アンケート結果の組織的な活用を図っている。  

・前・後期の授業アンケート自由記述欄のコメントについて、全学生に対する回答文

を作成、web 公開し、教員間の情報共有と学生への回答とした。 
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《エビデンス資料》 

【資料 2-8-1】任用規定 

【資料 2-8-2】特任教員規定 

【資料 2-8-3】客員教員規定 

【資料 2-8-4】摂南大学教員選考基準 

【資料 2-8-5】摂南大学教員選考委員会規定 

【資料 2-8-6】教員活動評価の実施に関する基本方針 

【資料 2-8-7】摂南大学 FD 委員会規定 

 

2-8-③ 教養教育実施のための体制の整備 

・豊かな人間形成を促す幅広い教養と基礎力を養成するため、本学では教養教育は各

学部に所属する専門科目の教員が担当し、特色ある教養教育を展開している。 

・全学共通教育を実施するために、平成 24(2012)年度から全学教務委員会の中に「共

通教育小委員会（英語）」と「共通教育小委員会（日本語）」を設置し、共通教育の

導入を進めている。さらに平成 28(2016)年度には「共通教育小委員会（教養）」を新

たに設置し、各学部教務委員会と連携しながら共通教育の内容・実施方法・運営組

織等の整備を進めている。【資料 2-8-8】 

・理工学部は、科学技術に関する学科横断的な教養教育実施のための体制整備におい

て、科学技術教養編集委員会を組織し、平成 24(2012)年度から科学技術教養科目を

開講した。本科目は、技術者に必要な幅広い知識の修得を目的に学生が所属する学

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

単位修得が必要と定めている。なお、科学技術教養科目で使用するテキストは、科

学技術教養編集委員会を中心に編纂し、受講生に配付している。【資料 2-8-9】 

 

《エビデンス資料》 

【資料 2-8-8】教務委員会資料（全学共通教育小委員会抜粋） 

【資料 2-8-9】科学技術教養テキスト 

 

(3)2-8 の改善・向上方策（将来計画） 

・本学の教育の理念、方針、方法を実現するとともに、教育・研究のより一層の充実

を図るため、今後も適切な人員配置を進める。一部の学科は年齢構成に偏りがある

が、定年退職後の後任の年齢層をバランスよく補充するなど計画的な人事を行うこ

とで解消していく予定である。 

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

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

また、教養教育の実施及び教育の改善・向上のため、組織的な取り組みを全学の教

務委員会及び FD 委員会と連携を図りながら実施していく。 

・全学共通教育の運営体制を更に強化するため、平成 29(2017)年度に「教育開発セン

ター（仮称）」を設置し、学部カリキュラム改定を順次実施していく。 

・教職員研修ワークショップは、平成 28(2016)年度以降も継続実施予定であり、理工
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学部も独自の教員研修ワークショップ開催を継続して実施する予定である。 

・教員のための SD 研修会を実施し、教員の大学運営等への参画を促進する。 

 

 

2-9 教育環境の整備 

≪2-9 の視点≫ 

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

2-9-② 授業を行う学生数の適切な管理 

 

(1) 2-9 の自己判定 

基準項目 2-9 を満たしている。 

 

(2) 2-9 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

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

＜教育環境の整備＞ 

・本学は、寝屋川キャンパス及び枚方キャンパスを設置している。各キャンパスの主

要施設は、表 2-9-1、表 2-9-2 のとおり。 

・校地・校舎は、表 2-9-3 に示すとおり、各キャンパスとも大学設置基準上必要な面

積を十分に上回っている。その他教育研究活動に必要な施設設備も揃っており、ゆ

とりあるキャンパスとなっている。 

 

〔表 2-9-1 寝屋川キャンパス主要施設概要〕 

名称 構 造 延床面積 主  要  施  設 

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

3 号館  ＲＣ造・地上 4 階建  1,569.35 ㎡  
講義室、学習支援センター、国際交流センター、留学生
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ、研究室、教員室、保健室・学生相談室  

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、ラーニング・コモンズ、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、短期滞在留学生居室  

運動場用地 - 26,951.29 ㎡  第１グラウンド、第２グラウンド、テニスコート他                          
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〔表2-9-2 主要施設概要（枚方キャンパス）〕 

名称 構 造 延床面積 主 要 施 設 

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

室  

2 号館  ＳＲＣ造・地上 2 階建  4,248.46 ㎡   図書館、食堂  

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

4 号館  ＲＣ造・地上 4 階建  2,378.27 ㎡   講義室、実習室  

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

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

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

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

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

温室  Ｓ造・地上 1 階建  198.89 ㎡   温室  

薬用植物園敷地 - 9,000.00 ㎡   薬用植物園  

運動場用地  - 110,094.49 ㎡   第 1 グラウンド、第 2 グラウンド、テニスコート他  

 

〔表2-9-3 大学設置基準と現状の対比〕 

名称 校地面積 
設置基準上必要な 

校地面積 
校舎面積 

設置基準上必要な 

校舎面積 

寝屋川キャンパス 96,580.01 ㎡ 55,840.00 ㎡ 79,377.46 ㎡ 40,903.00 ㎡ 

枚方キャンパス 148,232.23 ㎡ 17,200.00 ㎡ 35,375.92 ㎡ 12,231.00 ㎡ 

 

(1)図書館 

・寝屋川キャンパスにある本館と枚方キャンパスにある枚方分館で構成している。専

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

・閲覧座席数は本館 883 席、枚方分館 312 席、合わせて 1,195 席である。 

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

祝日は原則として休館、定期試験を実施する時期に限り休日開館を行っている。 

・本館内には 120 人収容可能な AV ホール（プチテアトル）を設け、講演会、研究発

表会など多目的に利用している。 

・本館は、理工学部、外国語学部、経営学部、法学部、経済学部を主なサービス対象

とし、約 46 万 5 千冊の図書と約 2,500 種の学術雑誌を揃えている。館内には無線

LAN を整備し、ノートパソコン及びタブレット端末の館内貸出も行っている。平成

26(2014)年度には本館のグループ閲覧室を改修・設備更新を行い、アクティブ・ラ

ーニングスペース（計 105 席）として活用できるよう学修環境を整備した。平成

27(2015)年度に文部科学省補助金『私立大学教育研究活性化設備整備事業』に採択

されラーニング・コモンズ（138 席）を新たに設置した。 

・枚方分館は薬学部、看護学部を主なサービス対象とし、約 7 万 4 千冊の図書と約 700

種の学術雑誌を揃えている。 

・平成 27(2015)年度の図書館の利用者数は 347,181 人（本館 250,867 人、枚方分館

96,314 人）、貸出冊数は 45,655 冊（本館 35,910 冊、枚方分館 9,745 冊）である。

初年次ゼミ等と連携して、図書館利用指導を実施し、図書館の利用の仕方、文献検

索やデータベースの利用方法などを教え、図書館が大学での学修をサポートする場

であるとの認識が得られるようにしている。 

・図書館業務の大部分は、平成 20(2008)年度から業者委託になったが、図書館機能の
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質の維持・向上が図られるよう、学園内他館とも情報を共有して、委託契約の履行

状況をチェックするなどしている。 

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

電子資料による情報提供環境も充実させている。 

・平成 26(2014)年度から摂南大学学術機関リポジトリの運用を開始し、本学の教育研

究活動において作成された成果及び教育研究資料を電子的に収集、蓄積及び保存し

て学内外に無償で発信及び提供することにより、本学の学術研究の発展に努めてい

る。【資料 2-9-1】 

 

(2)ラーニング・コモンズ 

・寝屋川キャンパス図書館本館 1 階の旧第 1・2 閲覧室を改修し、2016 年 4 月にラー

ニング・コモンズを開設した。 

・可動式机・椅子（138 席）、コア・フレームシステム一式、液晶プロジェクター（2

台）、100 インチ電動スクリーン（2 台）、55 インチ液晶ディスプレイ（2 台）、60

インチタッチパネルディスプレイ(4 台)、BD プレーヤー、書画カメラ、その他音響

設備一式、可動式ホワイトボード（10 台）、貸出用ノートパソコン（10 台）など、

最新式のプレゼンテーション関係機材を配備している。【資料 2-9-2】 

 

(3)体育施設と運動場 

・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 階には座席数 542 席の観覧席を設けており、学位記授与式にも使用

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

ンド、第 2 グラウンド、テニスコート 4 面、アーチェリーレンジを設け、夜間でも

利用可能な照明設備を完備している。  

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

動施設となり、足腰への負担軽減や雨天後の雨水の排水も促進され、利用しやすく

なった。 

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

ラウンド、テニスコート 4 面（うち 2 面は人工芝）、3on3 バスケットコート 1 面を

設け、第 2 グラウンド及び人工芝テニスコートには照明設備を完備している。 

 

（4）情報施設 

・寝屋川キャンパス 10 号館には、情報処理室（8 室）、研修室（１室）、CALL 教室（4

室）があり、合計 896 台のパソコンを設置している。 

・その他の施設として、小スタジオ、理工学部 CAD 演習室、経営学部多目的演習室が

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。 
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・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。 

・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、

経営学部多目的演習室は、各種データ分析など主に学部教育で使用している。これ

らの情報処理室等は、授業で使用していない時間帯は支障のない範囲で自習室とし

て開放し、学生はパソコンやプリンタを自由に利用することができる。 

・枚方キャンパスには、薬学部及び看護学部の情報処理教育設備として情報処理演習

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

で結ばれ、同等の機能を有している。授業時以外は、自習利用に開放するほか、6

年制薬学教育にかかる共用試験の受験設備としても利用している。 

・平成 27(2015)年度初頭に情報処理教育設備及び語学教育設備のパソコン、サーバ及

びネットワーク機器を更新し、ストレスの無いパソコン操作やネットワークの活用

が可能となり、授業や自己学修がより効率よく行える学修環境が提供できている。 

・アクティブ・ラーニングや双方向授業が可能な設備を新たに導入し、能動的な学修

を推進するための環境を整えている。無線 LAN 装置の拡充やネットワークを活用し

た教育研究活動の増加によりインターネットへのアクセス量が増大していることか

ら、平成 27(2015)年に寝屋川、枚方両キャンパスから 1Gbps で学外のインターネッ

トに接続するための回線を新たに敷設し、インターネット回線の高速化を行った。

これにより安定したインターネット環境が提供できている。 

 

（5）テクノセンター 

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

溶接・塑性加工実験室・エレクトロショップとしても利用できる演習室で構成。同

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

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

子工作機器などを設置、理工学部では実験・実習及び卒業研究、全学的には PBL 型

授業の支援、プロジェクト活動での機器作製などに利用している。  

 

（6）臨床薬学教育研究センター 

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

けている。薬学臨床教育における事前学修を行うための注射調剤実習室、無菌製剤

実習室、病院薬局実習室、服薬指導実習室、保険薬局実習室、医薬品情報実習室、

病棟実習室、調剤実習室などである。 

 

（7）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している。平成 26(2014)年度には、温室の改修工
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事を行い、全面ガラス張りで、暖房装置・湿度センサー・自動散水装置等を整備し

た。  

 

（8）模擬法廷 

・寝屋川キャンパス 7 号館 6 階には、法学教育を座学による観念的、理論的な学修に

終わらせず、実践的な法学教育の展開を目指すために模擬法廷を設置している。模

擬法廷では、学生たちが繰り広げる模擬裁判が年数回開催され、窃盗事件等の事例

をテーマにした裁判の実際について学修･体験する場となっている。 

 

（9）法学部キャリアルーム 

・寝屋川キャンパス 11 号館 6 階には、入学時からキャリア形成を意識させ、就業意欲

と実務能力への関心を常に抱かせることを目的とした法学部キャリアルームを設置

している。当ルームには、自習用専用ブース 11 席、共同討議用テーブル（席数 21

席）を設けているほか、インターネットによる情報検索やレポート作成用パソコン 3

台、DVD 装置 2 台を配置している。また、法学検定、宅地建物取引士資格等の資格

試験や公務員就職試験対策用として、過去問題集を配架するほか、人員を配置し、

利用指導、アドバイス等の支援を行っている。 

 

（10）アカデミックサポートセンター 

・枚方キャンパス 1 号館 2 階に設置し、学生の履修・学修履歴などに応じて、常駐 

している教員がマンツーマンで学修サポートを実施している。 

・利用学生の増加に伴い、教育効果を高めるため、平成 27(2015)年度の夏に部屋の増

築工事を行った。 

 

（11）講義教室 

・両キャンパスの多くの講義室にマルチメディア装置を備え、教材などが投影できる

環境を整備、教卓からインターネットに接続することで IT を用いた最新の情報に基

づく授業が可能となっている。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。 

 

（12）その他の施設設備 

・平成 26(2014)年には、寝屋川キャンパス 8 号館横に専用エレベーターの新設、平成

27(2015)年には、8 号館・12 号館に多目的トイレを増設するなど、身体機能上の制

約を受けている学生への環境整備に努めている。 

・女子学生のための環境整備に注力し、談話コーナーのテーブル・椅子の増設や多目

的ホールなどのカーテンの更新、共用ロビーには姿見の設置等を行った。 

・寝屋川キャンパスに屋外ステージを設置し、音楽系課外活動団体やサークルの発表

等、学生の自主的な活動を推進している。 

・談話室など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 4 箇所設

けている｡特に、寝屋川キャンパス 11 号館 11 階のスカイラウンジは、最大 200 人
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程度が収容可能で、音楽会や講演会などの諸行事にも利用している。  

・全教室及び研究室に情報コンセント、図書館・教室・一部のゼミ室・学生談話室・

ロビー・食堂などに無線 LAN 装置を設置しネットワーク環境を整備している。また、

空調機は一部を除く全部屋に設置しており、快適な教育研究環境を整えている。  

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

を設け、発表会や展示、自主学修などに活用しやすい環境を整え、学生同士の交流

や学生と教員の交流が活発になるようにしている。 

・枚方キャンパスでは 3 号館 1 階のオープンスペースであるホワイエにおいて発表会

や展示、自主学修などに活用しやすい環境を整え、学生同士の交流や学生と教員の

交流が活発になるようにしている。平成 26(2014)年度に 7 号館 1 階スペースに自主

学修スペース什器を配置し、学生の自主学修環境を向上させた。  

・寝屋川キャンパス 3 号館 4 階の留学生ミーティングルームの什器を入れ替え、留学

生と一般学生が恒常的に交流できる環境を整えた。 

・国際会館については、短期留学生受入れ促進と一般学生とのキャンパス内交流を活

性化させる目的から、一定の割合で留学生用の居室を確保している。 

・キャンパス内のサイン計画（特に国際交流センターのある 3 号館 4 階への誘導）を

英語併記に改めキャンパス内のグローバル化を促進している。 

・平成 24(2012)年度には、寝屋川キャンパス 2 号館跡地に大駐輪場（1,623 台収容）

を設け、学生増に対応している。  

 

＜施設設備の維持・運営＞ 

・昭和 56(1981)年以前の旧耐震基準で建築されている本学の建物の耐震診断を行った

結果、寝屋川キャンパスでは、3 号館、4 号館、5 号館、7 号館、8 号館、交流会館

については、改修が必要となった。このうち、5 号館は、教室及び学生サービスエ

リアとして使用しており、使用頻度が高いため、平成 25(2013)年 10 月に耐震補強

改修工事を行った。また、交流会館は、クラブ部室として使用しているが、クラブ

ハウスが建設中であり、平成 29(2017)年 3 月完成後クラブ部室を移転し、解体する。

3 号館、4 号館、7 号館、8 号館については、建替等の計画を策定している。 

・学内の防火・防災・防犯は、本学園危機管理室、本学庶務課及び枚方事務室が中心

となって保安管理体制を整備している。 

・防火・防災については、「防火・防災管理規定」を制定し、防火・防災管理者及び

必要な事項等を定め、各管理者のもと、保安管理、事故予防措置等施設の安全性維

持に努めている。【資料 2-9-3】 

・上述のとおり改修が必要な建物があることを認識し、保安管理体制及び規定の整備

のみならず、各キャンパスの消防計画に基づき、定期的に学生及び教職員を対象と

して防災訓練を実施しており、防火・防災に対する意識の向上を図るとともに、有

事の際、速やかに行動できるような体制を構築している。【資料 2-9-4】 

・防犯については、24 時間体制でのガードマンの配置や巡回等による防犯対策を実施

し、庶務課や枚方事務室と密な連携体制を構築して対応している。他にも防犯カメ

ラの設置などにより、防犯体制を強化している。 
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・寝屋川キャンパス、枚方キャンパス共に全建物に階段手すりを設置し、安全性を確

保している。 

・多目的トイレについては、寝屋川キャンパスの 8 号館、12 号館に平成 27(2015)年

10 月に設置工事を行い、安全かつ利用しやすいトイレを設置している。また、車椅

子対応のエレベーター及び教室に車椅子用机を整備し、利便性に配慮している。 

・講義室のマルチメディア装置は教務課が窓口となり、専門業者に定期点検を依頼す

るなど適正な管理運営に努めている。講義室、ゼミ室、実験・演習室等の維持及び

利用管理は教務課及び各学部で行い、また、学部の共同利用機器運営委員会などの

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。  

・寝屋川キャンパスの体育施設維持管理及び運用はスポーツ振興センターと学生課が

実施し、枚方キャンパスの体育施設維持管理及び運用は枚方事務室がそれぞれ行っ

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・薬学部などに

設置している大型実験機器等は、専門業者と保守契約を締結し教育研究活動に支障

をきたさないようにしている。 

・環境汚染の原因となる有害物質を含む廃液及び廃棄物は、不正に排出しないよう薬

学部においては有害化学物質取扱安全管理方針に則り、リスクマネジメント委員会

を定期的に開催し、安全教育を実施し有害化学物質等の処理にかかる安全管理を徹

底している。理工学部及び薬学部の化学系実験及び研究で発生した排水は、排水処

理施設で適正に中和処理を行った上で排水している。加えて、学内で処理できない

廃液等は、処理にかかる認可を得ている業者に委託し、関係法令に則り産業廃棄物

管理票（マニフェスト）により適正な処理を行っている。【資料 2-9-5】 

・遺伝子組換え実験にかかる安全確保については、摂南大学遺伝子組換え実験等安全

委員会を設け、実験計画及び実施に関し必要な事項を定めるとともに、安全性の審

査や実験にかかる教育訓練及び健康管理を行うことにより、実験の安全かつ適切な

実施をはかる体制を整備している。【資料 2-9-6】 

・本学は、平成 27(2015)年 1 月に環境に関する国際規格である ISO14001 の認証を取

得し、これを機に、本格的に環境マネジメントシステムの運用を開始している。同

システムは、本学が環境に対して組織的に環境負荷の低減、削減を目指す環境方針

を定め、環境目的を設定し、計画的に実行し、その成果を見直して継続的に改善し

ていく仕組みであり、環境教育・安全管理等の取り組みについても定期的に点検を

行い、その取り組みを評価し、見直しを行っている。【資料 2-9-7】 

・施設設備及び建物については、会計課及び枚方事務室が本学園施設課と協議し、施

設の維持管理等を行っている。なお、建物の電気設備、エレベーター、空調等の施

設設備の定期点検については、施設課が主担当となり実施している。 

・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

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 、                

リスクマネジメント委員会、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
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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、更には設備ごとに作成し、授業等の最初に説明並

びに指導を行っている。また、理工学部安全委員会が、定期的に理工学部管轄施設

の巡回点検を実施している。 

・トレーニングセンターの利用については、委託契約を締結している企業の専門トレ

ーナーが指導管理を行い、かつ、初回の使用時には講習会を実施し、安全管理に努

めている。  

・アスベストについては調査を実施し、除去を行っている。 

・本学園経営企画室実施の学生アンケート等の調査から、施設・設備に対する学生の

意見をくみ上げ、環境改善に役立てている。【資料 2-9-8】 

 

2-9-② 授業を行う学生数の適切な管理 

・授業を行う学生数の適切な管理は、専門科目及び専門関連科目は教育効果や専任教

員の持ち時間数、履修登録者数等を勘案し、授業分割や統合を適宜行っている。 

・教養科目及び基礎科目は、前年度の履修登録者数の実績等から開講コマ数を調整し

ている。 

・日本語、外国語、数学科目及び体育実技等の科目については、教育効果をより一層

高めるため、基準となる人数を以下のとおりとし、適切な教学環境を維持している。 

①日本語・・・１授業あたり 50 人 

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

③数 学・・・１授業あたり 50 人 

④体育実技・・１授業（種目）あたり 50 人 

   

《エビデンス資料》 

【資料 2-9-1】摂南大学学術機関リポジトリ運営要項 

【資料 2-9-2】ラーニング・コモンズ利用案内 

【資料 2-9-3】防火・防災管理規定 

【資料 2-9-4】寝屋川校地の防災訓練について（概要） 

【資料 2-9-5】摂南大学薬学部有害化学物質取扱安全管理方針 

【資料 2-9-6】摂南大学遺伝子組換え実験等安全管理規定 

【資料 2-9-7】本学 HP『「ISO14001」認証取得について（お知らせ）』 

 （http://www.setsunan.ac.jp/smart-campus/news/detail.html?id=1139） 

【資料 2-9-8】学生アンケート（新入生用、在学生用、卒業生用） 

 

(3)2-9 の改善・向上方策（将来計画） 

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

いては、講義室や情報処理教育、語学教育施設に設置している一部の老朽化したマ

ルチメディア装置やパソコン等、経年劣化により更新の必要がある実習用機器等の

更新計画を策定し計画的に実施する。 

・体育施設について寝屋川キャンパスは比較的充実しているが、枚方キャンパスには
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体育館の設置がなく、隣接の姉妹大学の大阪工業大学情報科学部が所有する体育館

を利用している。使用に際しては大阪工業大学情報科学部に優先権があり、円滑な

利用ができておらず、体育施設のさらなる環境整備について引き続き検討を進めて

いる。 

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

ム化を進め、学籍、履修、成績等の管理を行う学生情報システム、企業情報、求人、

内定等の管理を行う就職情報システムなど、オープン系学生支援システムを運営し

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

ステム統合の動きに合わせ、新しい学生支援システムを稼働させ Web 履修申請や

Web 成績登録、ポータル連携などを可能にしている。 

  

［基準 2 の自己評価］ 

・建学の精神、使命・目的及び教育目的並びにこれらに基づくアドミッション・ポリ

シーに適った学生を受入れ、適切な教育課程のもとに充分な人数の教職員と適切な

クラスサイズで教育を行っている。 

・教育課程の編成及び教授方法、学修及び授業の支援、単位認定、卒業・修了の認定

等、学生の受入れから卒業・修了に至るまで、教育目的の達成状況の評価とフィー

ドバックを経ながら一貫性を持って教育研究活動が行われている。 

・教育研究活動の基盤となる教員の配置・職能開発等においても 3 つのポリシーを達

成するに相応しい構成と内容を伴っている。 

・各種の奨学金制度を実施しており、学修の継続を経済面からも支援している。 

・効果的な教育研究活動と快適な学生生活を補完する教育環境の整備やキャリアガイ

ダンスをはじめとする様々な学生サービスにおいても充分な環境を整備し、運営し

ている。 
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基準 3．経営・管理と財務 

 

3-1 経営の規律と誠実性 

≪3-1の視点≫ 

3-1-① 経営の規律と誠実性の維持の表明 

3-1-② 使命・目的の実現への継続的努力 

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

3-1-④ 環境保全、人権、安全への配慮 

3-1-⑤ 教育情報・財務情報の公表 

 

(1) 3-1 の自己判定 

基準項目 3-1 を満たしている。 

 

(2) 3-1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-1-① 経営の規律と誠実性の維持の表明 

・学校法人常翔学園寄附行為第4条において、法人の目的を「この法人は、教育基本法・

学校教育法その他の法令に従い、学校教育を行うことを目的とする。」として、明

確に定めている。【資料3-1-1】 

・平成19(2007)年9月、学校法人大阪工大摂南大学から学校法人常翔学園への改称に先

立ち、「教育・研究に対する取組み」「社会との共生」「本学園構成員としての態

度」の3章からなる「学校法人常翔学園行動規範」を制定し、構成員が高い倫理観を

持って自覚と責任ある行動に努めることを学内外に宣言した。【資料3-1-2】 

・この行動規範は、建学の精神及び中長期目標とともに「COMPLIANCE CARD」に

記載し、全教職員に配付しており、教職員一人ひとりがコンプライアンス意識の高

揚と徹底を図っている。【資料 3-1-3】【資料 3-1-4】 

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

益通報等に関する規定」「人権侵害の防止に関する規定」「個人情報の保護に関す

る規定」「利益相反ポリシー」等を整備し、経営の規律性を担保する仕組みを整え

ている。また、研究倫理を確立し、研究上の不正防止のため、平成26(2014)年3月に

「学術研究倫理憲章」「研究者倫理に関するガイドライン」等を制定した。さらに、

平成27(2015)年3月には「摂南大学における研究活動に係る不正行為防止に関する規

定」及び「摂南大学における研究費の不正使用防止に関する規定」を制定し、不正

行為や不正使用の防止とその対応策等を定めている。【資料3-1-5】【資料3-1-6】 

・これらを遵守するための組織として本学園に監事室、内部監査室、USR （大学の社

会的責任）推進委員会、人権侵害防止委員会、学園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。 

・教員及び学生の研究において、研究倫理を遵守し、人権に配慮した研究を行うため

に、「人を対象とした研究倫理審査委員会」を設けている。なお、看護学部では、学

部学生の卒業研究においても研究倫理を教育し、必要時、看護学部教務委員会及び

「人を対象とした研究倫理審査委員会」の承認をうけて実施している。 
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《エビデンス資料》 

【資料 3-1-1】学校法人常翔学園寄附行為 

【資料 3-1-2】学校法人常翔学園行動規範 

【資料 3-1-3】COMPLIANCE CARD 

【資料 3-1-4】学校法人常翔学園行動規範の手引き 

【資料 3-1-5】摂南大学における研究活動に係る不正行為防止に関する規定  

【資料 3-1-6】摂南大学における研究費の不正使用防止に関する規定 

 

3-1-② 使命・目的の実現への継続的努力 

・平成 34(2022)年の常翔学園創立 100 周年に向けた基本構想「J-Vision2022～常翔学

園創立 100 周年 これからの学園～」（以下、「J-Vision2022」という）を策定し、

平成 24(2012)年 7 月開催の理事会において承認された。 

・「J-Vision2022」は、建学の精神を拠りどころに、「経営理念（四位一体）」の経営理

念の下、長期ビジョンの実現に向けて学園教職員が一丸となって社会的使命を果た

すための指針と位置付けている。また、これまで学園共通のビジョンとして掲げて

いた目標を、現状・実態に即したより実効性のある内容に整理し、新たに各設置学

校の将来像及び教育目標として構築する等、学園全体のビジョンとしての統制化・

体系化・明確化を図った。 

・平成 26(2014)年 11 月に、これまでの長期ビジョンの趣旨は継承しつつ、「連携」、

「戦略」を新たなキーワードとして取り入れ、より透明性の高い経営を推し進めて

いくとともに、「質」、「量」ともにバランスのとれた魅力ある教育の実現に取り組む

ため、「J-Vision2022」を「J-Vision22－常翔学園創立 100 周年に向けて」（以下、

「J-Vision22」という）に改定した。【資料 3-1-7】 

・本学園の基本構想に沿った長期ビジョン実現のための具体的な実行プランとして、

平成 20(2008)年度より 5 年毎に中期目標・計画の策定、見直しを行っているが、現

在はその第Ⅱ期にあたる。部門（学校）別に目標達成度合や数値目標を設定し、継

続した PDCA サイクルが機能している。【資料 3-1-8】【資料 3-1-9】【資料 3-1-10】 

・各年度における事業や活動の推進にあたっては、年度当初までに提示する「理事長

指針」とそれに基づき策定する「学校長方針」の下、各設置学校及び法人本部部署

毎に私立学校法に規定する「事業計画」の策定と、「予算編成」を行っている。平成

28(2016)年度の本学の事業計画は、表 3-1-1 に示すとおりである。【資料 3-1-11】 

 

〔表3-1-1 平成28(2016)年度事業計画 摂南大学が取り組む事業〕 

◆キャンパス整備計画事業 

◆大学・大学院の改組事業 

 

・「事業計画」は、年度途中に経営会議において進捗確認を行い、年度終了後に、経営

会議及び理事会・評議員会において点検・評価した後、「事業報告書」として学内外

へ学園 HP 等で公開している。【資料 3-1-12】 
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《エビデンス資料》 

【資料 3-1-7】J-Vision22－常翔学園創立 100 周年に向けて 

【資料 3-1-8】摂南大学第Ⅱ期中期目標・計画(2013～2017 年度) 

【資料 3-1-9】摂南大学第Ⅱ期中期目標・計画(2013～2017 年度)【2015 年度進捗状況報告】 

【資料 3-1-10】摂南大学第Ⅱ期中期目標・計画(2013～2017 年度)【2015 年度評価】 

【資料 3-1-11】学校法人常翔学園 2016 年度事業計画 

【資料 3-1-12】学校法人常翔学園 2015 年度事業報告書 

 

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

・本学園の寄附行為、学則及び諸規定は学校教育法、私立学校法、大学設置基準等に

従って作成し、教職員はこれらに基づいて業務を遂行している。各法令に定める届

出事項は法令遵守のもと適切に行っている。 

・役員・評議員及び教職員のコンプライアンス意識の高揚と徹底を図るため、アクシ

ョンプラン等を記載した「学校法人常翔学園行動規範の手引き」を作成し、教職員

へ配付している。【資料3-1-4】 

・これらを遵守するための組織として監事室、内部監査室等を設け、組織倫理の確立

と適切な運営を行っている。【資料3-1-13】【資料3-1-14】 

 

《エビデンス資料》 

【資料 3-1-4】学校法人常翔学園行動規範の手引き 

【資料 3-1-13】組織規定 

【資料 3-1-14】事務分掌規定 

 

3-1-④ 環境保全、人権、安全への配慮 

＜環境保全＞ 

・環境保全への配慮では、「エネルギー管理規定及び同施行細則」を制定し、エネル

ギーの使用の合理化に関する法律に適合したエネルギー管理を行い、省エネルギー

活動を効果的に推進している。具体的には、施設面で空調設備において中央制御方

式を積極的に導入し、必要のない時間帯の使用を抑える対策を講じている。冷暖房

の設定温度も中央制御にて制限を設け、室温が夏季 28 度、冬季 20 度となるように

制御している。照明については、人感センサーを導入し必要以上の電力の消費を抑

制している。【資料 3-1-15】【資料 3-1-16】 

・本学は、高度な機能と豊かな人間性を意味する“Smart and Human”をタグラインと

して、教育・研究に関する諸活動において、持続可能な社会の実現に貢献すること

を目指している。そのために総合大学の特徴を活かした知のネットワークの機能を

最大限に発揮して、環境マネジメントを積極的に推進している。 

・学生・教職員が Smart Campus づくりに取り組むことを通じて、持続可能な社会の

実現に貢献し、大学の社会的責任を果たすため、Smart Campus 推進プロジェクト

を立ち上げ、平成 25(2013)年 9 月には「摂南大学環境方針」を定めた。 

平成 26(2014)年 5 月には、環境マネジメントシステムに関する基本的事項を定めた
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環境マニュアルを制定し、各部署で設定した環境目的の達成に向けてその実施計画

を進めてきた。学生に対しては教育の一環としてゼミ等を通じて「環境マインド」

の育成や自主的な環境活動を指導している。 

・平成 27(2015)年 1 月 9 日に環境に関する国際的標準規格「ISO14001」の認証を取

得した。これは、大阪府で初、私立の総合大学の中でも関西初の認証取得である。 

・本学は環境保全活動の一環として、平成 24(2012)年から大阪府が提唱する「笑働

OSAKA（地域貢献活動）」の取組事業のひとつである「リサイクルプロジェクト」

に参画し、大学から排出される古紙（オフィス古紙、古雑誌、古新聞、段ボール等）

を専門業者に委託し、破砕、溶解してトイレットペーパーに再生している。再生さ

れたトイレットペーパーは大学が購入し、学内での利用に供しており、販売された

トイレットペーパーの収益の一部は、地域支援活動のサポート基金に還元されてい

る。リサイクル事業へ参加することで、教職員、学生が自ら資源の大切さに気づき、

問題意識を高め、自ら改善する努力（資源の有効活用、無駄の排除等）を促す仕組

みをつくることとした。 

・事務部門における日常業務については、パソコンからの資料等の出力の際、不必要

なプリントアウトを抑制するため、平成 22(2010)年 4 月から ID 認証機能を備えた

複合機を導入し、コピー利用量等の管理・周知を行い、資源の有効利用を促してい

る。利用する複合機は環境負荷の少ない部品・材料（リユース部品、リユース材料）

で構成されており、機器更新の際の再資源化にも貢献している。 

 

＜人権＞ 

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

止委員会」を発展的に改組し、新たに「摂南大学人権侵害防止委員会」を設けて、

人権侵害防止に関するガイドラインを定め、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、学生部、枚方事務室及び各学

部に人権侵害防止相談員を配置し、学生相談室とは別に専用の窓口を設け、相談を

受ける。学内における人権侵害の防止ならびに問題が生じた場合の被害者の救済及

び被害の回復等の措置を図るための体制を整備している。【資料 3-1-17】 

 

＜安全への配慮＞ 

・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、平成 26(2014)年には、これらの上位規定となる学校法人常翔学園危機

管理規定を制定した。また、平成 25(2013)年 4 月には、学園全体の危機管理に広範

囲に対応すべく新たに危機管理室を設置し、同室には総務部防火・防災担当を発展

させた危機管理課を設け、本学園が設置する各学校において発生する、またはおそ

れのある諸般の事象に伴う危機に対応するために体制の強化を図っている。 

・防火・防災の管理業務では、平成 21(2009)年 6 月 1 日に改正消防法が施行されたこ

とに対応して寝屋川キャンパス及び枚方キャンパスに防火・防災管理者を選任する

とともに、次の業務を行っている。 

① 危機管理対策本部は、火災、自然災害をはじめとし、あらゆる危機事象が発生   
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した場合、または発生する恐れがある場合に設置し、情報の収集、分析、管理   

ならびに対応策の検討、決定、実施を行う等、職員への指揮命令をはじめとし  

緊急事態に対処するために必要な措置を行う。なお、平成 28(2016)年 1 月に、  

学園本部において大災害を想定した机上シミュレーション型の危機管理対策

本部開設訓練を実施した。 

② 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。 

③ 危険物管理責任者は、危険物、劇毒物、火薬類その他危険物の保管状況、数量

及び取扱いについて点検・確認し、消防法その他関係法令に定める職務を行う。 

④ 自衛保安隊は、各校地ごとに組織、各班に分かれて火災、地震・風水害その他

の災害発生時の被害を最小限に留め、人身財産を守るために必要な措置を行う。 

⑤ 火元・戸締責任者は部屋ごとに定めて、責任者の氏名を該当部屋の入口に定め  

られた方法で表示するなど火元、鍵等の管理等の責任を明らかとした。 

・学生、教職員全員に「摂南大学災害時行動マニュアル」を配付し、災害時の対応を

周知するとともに、緊急時の連絡先を確認させるなど安否確認ができる体制を整え、

携帯するよう指導している。 

・平成 24(2012)年 9 月には、大規模地震災害を想定し、教職員等を対象とした一斉連

絡・安否確認システムを導入して運用を開始した。 

・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、飲料水や食料等

備蓄品や災害時用簡易トイレの整備も計画的に進めている。 

・平成 25(2013)年、平成 26(2014)年にかけ設置する主な建物に緊急地震速報システム

を導入し、学生、教職員はじめ本学を利用する全ての者をいち早く地震災害から守

るために設備の充実を図った。また、学園本部との非常時の連絡体制として、平成

27(2015)年には、MCA 無線機を導入し、年 12 回にわたって通信運用訓練を実施し

た。 

 

＜危機管理＞ 

・保健衛生上の危害防止を目的として、平成 28(2016)年 2 月に「摂南大学における毒

物および劇物の管理に関する規定」を制定した。【資料 3-1-16】 

・薬学部では、放射性同位元素の取扱いに関して安全を確保するため「摂南大学放射

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

のもと放射線取扱主任者を配置し、実験従事者等の健康診断を実施するなど、法令

に基づく安全管理を徹底している。 

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

毎に作業環境測定を行い、勤務する教職員、大学院生及び学部生等の安全及び健康

を確保するとともに、環境への汚染防止に努めている。 

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

管理体制を整えている。 
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・学生及び教職員の安心・安全を図り、身体的救護対策の一つとして AED（自動体外

除細動器）を平成 17(2005)年から寝屋川キャンパスに 2 台、枚方キャンパスに１台

設置した。さらに寝屋川キャンパスには平成 22(2010)年に 2 台、平成 27(2015)年に

2 台、枚方キャンパスには平成 25(2013)年に 1 台増設した。現在、寝屋川キャンパ

スに 6 台、枚方キャンパスに 2 台を設置中である。 

・学生の大麻等の薬物乱用の未然防止、悪質商法・霊感商法の被害防止、飲酒事故防

止、通学上の交通安全指導、課外活動における事故防止、学校感染症などの感染症

拡大防止も学生部を中心に掲示、ガイダンス、印刷物等で日常的に警告・啓発する

など必要な指導を行い、学生生活セーフティーセミナー（薬物乱用・熱中症防止・

交通安全に関する講習）などを実施している。 

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

成した。このことにより、各校地の事情に応じた災害に対する予防措置、対応措置

を図ることができ、これを教職員情報共有サイトに掲載するなどして関係教職員へ

の周知に努めている。 

・放射性同位元素の取扱いは必要規定を整備しセキュリティの確保と安全管理に努め

ており、不法侵入者への対応は各門等へ監視カメラを設置する等で対応している。 

・情報システム及びネットワークの利用に関して、必要なガイドライン等を整備しセ

キュリティの確保と安全管理に努めている。 

 

《エビデンス資料》 

【資料 3-1-15】エネルギー管理規定 

【資料 3-1-16】エネルギー管理規定施行細則 

【資料3-1-17】摂南大学人権侵害防止委員会規定 

 

3-1-⑤ 教育情報・財務情報の公表 

・情報の公表については、本学HPに「情報の公表」を設け、15の項目に区分し公表し

ている。教育情報は学校教育法施行規則第172条の2の項目を全て公表している。財

務情報は、学園HPの「事業報告書・財務状況」にリンクし、過去５年間の財産目録、

貸借対照表、収支計算書、事業報告書（それぞれの概要を含む）及び監査報告書を

公表している。【資料3-1-18】 

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

職員等に配付している。【資料3-1-19】 

 

《エビデンス資料》 

【資料 3-1-18】学園 HP「事業報告書・財務状況」（http://www.josho.ac.jp/data/outline.html） 

【資料 3-1-19】学園広報誌「FLOW」No.65（19 ページ） 

 

(3) 3-1 の改善・向上方策（将来計画） 

・平成 26(2014)年度に改定した「J-Vision22」について、学園構成員である教職員へ

の浸透度を高めるための啓発活動を促進し、本学園の全教職員がその実現に向けて、
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実践できる体制へと強化を図っていく。 

・「第Ⅱ期中期目標・計画」「事業計画」の進捗確認・自己点検（毎年度途中）、並

びに自己評価（毎年度末）を実施することで、PDCA サイクルを展開し、「J-Vision 

22」の実現を目指す。 

・今後とも法令、コンプライアンス、学内規則への遵守等について内部監査の推進 

 を図る。 

 

 

3-2 理事会の機能 

≪3-2の視点≫ 

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

 

(1) 3-2 の自己判定 

基準項目 3-2 を満たしている。 

 

(2) 3-2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

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

・本学園の理事会は、法人設置各大学長、評議員からの互選、法人関係者及び学識経

験者からなる理事で構成されている。このほか、理事会には常時、監事が出席して

いる。 

・理事会は、寄附行為に基づき、理事・評議員の選任、寄附行為や重要な規定の改廃、

法人全体の予算・決算、財産の管理・運営、各設置学校の学部・学科改組などの審

議、決定を行っている。これに加えて、学園全体の財政改善や学園及び各設置学校

の将来計画、各学校が直面している課題などについて協議している。加えて日常的

な各学校の動向の報告とそれに関する意見交換も行っている。【資料 3-2-1】 

・寄附行為には、理事長、監事、学長のそれぞれの職務が定められている。さらに理

事は、理事長代理、教学担当、設置学校連携、労務・財務担当などの職務分担制と

しており、使命・目的の達成に向けて細やかな機能性を有している。 

・現在の理事会構成員には民間企業の役職歴任者も含み、学園運営に関する意思決定

には企業経営の視点など、戦略的な意見が取り入れられる体制となっている。 

・理事の理事会への実出席率は過去 5 年間の平均が 95％で、寄附行為に基づき、あら

かじめ委任状（書面による意思表示）を提出した場合は出席とみなしており、それ

を含めると実質出席率は 100％となる。なお、欠席時の委任状は単に委任するだけ

ではなく、議案ごとの意思表示ができる様式としている。【資料 3-2-2】 

 

《エビデンス資料》 

【資料 3-2-1】学校法人常翔学園寄附行為 

【資料 3-2-2】理事会出席状況 
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 (3) 3-2 の改善・向上方策（将来計画） 

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

思決定が行える体制づくりを継続して進めていく。 

 

3-3 大学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップ 

≪3-3の視点≫ 

3-3-① 大学の意思決定組織の整備、権限と責任の明確性及びその機能性 

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

 

(1) 3-3 の自己判定 

基準項目 3-3 を満たしている。 

 

(2) 3-3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-3-① 大学の意思決定組織の整備、権限と責任の明確性及びその機能性 

・本学における教育研究に関する全体の審議機関として、部長会議、大学院委員会 

を設けている。 

・部長会議は摂南大学学則第6条及び摂南大学部長会議規定第2条・3条において、構成

員及び審議事項を規定しており、権限及び責任が明確化している。【資料3-3-1】【資

料3-3-2】 

・大学院委員会は摂南大学大学院学則第10条及び摂南大学大学院委員会規定第2条・3

条において、構成員及び審議事項が規定しており、権限及び責任が明確化している。

【資料3-3-3】【資料3-3-4】 

・各学部及び研究科における教育研究に関する審議機関として、教授会、研究科委員

会及び各種委員会を設けている。これらの役割については各教授会規定及び各研究

科委員会規定等に明記している。【資料3-3-5】【資料3-3-6】 

・各教授会及び各種委員会など教学部門における方針や決定事項は、学長に答申・報

告され、大学としての議決が必要な事項は部長会議に諮ったうえで学長が決定して

いる。また、管理部門における決定事項は部長会議で報告し、迅速に対応が図れる

体制を整備している。 

 

《エビデンス資料》 

【資料 3-3-1】摂南大学学則 

【資料 3-3-2】摂南大学部長会議規定 

【資料 3-3-3】摂南大学大学院学則 

【資料 3-3-4】摂南大学大学院委員会規定 

【資料 3-3-5】各学部教授会規定（理工学部、外国語学部、経営学部、薬学部、法学部、経済学部、看護学部） 

【資料 3-3-6】大学院各研究科委員会規定 

 

 

 



摂南大学 
 

64 

 

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

・本学園の規定「職制に関する規定」第 7 条及び摂南大学学則第 5 条において、学長

は大学教学運営を統括し所属職員を統督する旨を規定している。【資料 3-3-1】【資

料 3-3-7】 

・学長は教学部門の各種会議のうち部長会議、大学院委員会、教員選考委員会及び  

評価委員会を開催しており、双方の立場から適切な状況判断を行うとともに管理部

門と教学部門の連携強化を図っている。 

・各教授会、各研究科委員会及び各種委員会は分掌に定められた学内の諸問題を検討

するとともに、学長の審議機関として諸施策の立案に役立てている（平成 27(2015)

年度の開催実績は、表 3-3-1「会議等開催実績」のとおり）。 

 

〔表 3-3-1 会議等開催実績 [平成 27(2015)年度]〕 

会議名等 開催回数 会議名等 開催回数 

部長会議 12 回 教員選考委員会 5 回 

大学院委員会 7 回 入試委員会 6 回 

理工学部教授会 13 回 教務委員会 9 回 

外国語学部教授会 13 回 学生委員会 9 回 

経営学部教授会 13 回 就職委員会 4 回 

薬学部教授会 17 回 図書館運営委員会 4 回 

法学部教授会 14 回 情報メディアセンター運営委員会 2 回 

経済学部教授会 14 回 人権侵害防止委員会 1 回 

看護学部教授会 15 回 地域連携センター運営委員会 2 回 

薬学研究科委員会 8 回 学習支援センター運営委員会 3 回 

理工学研究科委員会  6 回 スポーツ振興センター運営委員会 11 回 

法学研究科委員会 6 回 FD 委員会 4 回 

経済経営学研究科委員会 6 回 国際交流委員会 3 回 

国際言語文化研究科委員会 6 回 教職支援センター運営委員会 4 回 

 

・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。副学長の職務については、本学園の規定「職

制に関する規定」及び摂南大学学則第5条において明確にしている。【資料3-3-1】【資

料3-3-7】 

・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。 

 

《エビデンス資料》 

【資料 3-3-1】摂南大学学則 

【資料 3-3-7】職制に関する規定 

 

(3) 3-3 の改善・向上方策（将来計画） 

・本学では大学の意思決定の仕組みが適切に構築され、学長のリーダーシップが発揮

できる運営体制であるが、学長を補佐するための副学長の職務をより明確にし、今

後も社会の変化に迅速に対応できるよう、意思決定機能の向上を図っていく。 
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3-4 コミュニケーションとガバナンス 

≪3-4 の視点≫ 

3-4-① 法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門の間のコミュニケーションによる意思決定の円滑化 

3-4-② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンスの機能性  

3-4-③ リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営 

 

(1) 3-4 の自己判定 

基準項目 3-4 を満たしている。 

 

(2) 3-4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-4-① 法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門の間のコミュニケーションによる意思決定の円滑化 

・本学園の経営戦略をはじめとする重要事案については、「経営会議」において協議・

検討している。 

・「経営会議」は表 3-4-1 に示すとおり、各設置学校長、常勤理事のほか、理事長が

指名した者として、経営企画室長、広報室長、総務部長、財務部長で構成される。

理事長が招集し、原則、月 2 回の開催日を設定し、年間 15～20 回程度開催してい

る。【資料 3-4-1】 

 

〔表3-4-1 経営会議の構成[平成28(2016)年度)]〕 

理事長 

大阪工業大学 学長 

摂南大学 学長 

広島国際大学 学長 

常翔学園中学校・高校 校長 
（常翔啓光学園中学校・高校  担当理事） 

常勤理事（6 人） 

経営企画室長 

広報室長 

総務部長 

財務部長 

 

・「経営会議」での協議事項は、理事会及び評議員会へ報告し、非常勤理事や評議員

への情報共有も行っている。 

・各設置学校や各部門における様々な事業や活動、各種調査結果等の連絡・報告事項

をはじめ、私学行政や社会情勢に関する情報提供等、「経営会議」が取り扱う議題

は多岐にわたっている。的確な情況把握、迅速な判断と意思決定ができるよう、幅

広い情報を集約・共有し、業務の円滑化とともに管理運営部門と教学部門間の連携

強化のための体制として機能している。 

・法人設置各大学長は理事として、理事会を構成している。学長は、大学で検討され

た学部・学科改組、学則の改正などを理事会に上程するほか、日常的な大学の動向

の報告を行うなど、理事会と大学との情報交換を図っており、適切に連携がなされ

ている。 

・設置学校における中高大連携教育の推進を図るため、設置学校連携担当理事を委員
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長に、設置各大学教務部長及び入試部長（センター長）、設置各中学高校教頭、法

人本部連携教育推進機構課長で構成する「中高大連携教育推進委員会」を置いてい

る。【資料 3-4-2】【資料 3-4-3】 

・中高大連携の取り組みは、平成 25(2013)年度から学園本部組織内に専門部署として

「連携教育推進機構」を設置したことにより、各設置学校間を縦横断的に活動でき

る体制強化を図っている。また、管理部門と教学部門の意思疎通と連携については、

問題がないことなどから、適切に機能していると判断した。 

 

《エビデンス資料》 

【資料 3-4-1】経営会議規定 

【資料 3-4-2】中高大連携教育推進委員会規定 

【資料 3-4-3】中高大連携教育推進委員会委員 

 

3-4-② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンスの機能性  

・「経営会議」は、経営・教学・事務の責任者が集まる会議体として、本学園の様々

な課題・問題・懸案等の重要事案について、幅広くかつ中長期的な観点・視点・角

度・側面から検討・協議、判断・意思確認を行っている。【資料 3-4-1】 

・「経営会議」は、理事長を中心に、学校長や常勤理事らが広く意見を交換し、相互

に課題・問題点等を確認し合う場として機能しており、学園全体の最適化のための

的確かつ適正な組織体制となっている。 

・内部監査室及び監査法人との連携による「三様監査」体制を敷き、問題点の共有と

相互の監査情報を交換・把握し、ガバナンスの機能を高めている。 

・内部監査部門としては、「内部監査室」を設置し、指揮命令系統は理事長直轄とし

独立性を確保している。業務監査、会計監査、コンピュータシステム監査等、本学

園内全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。【資料 3-4-4】 

・監事は、寄附行為第 10 条に基づき、2 人以上 4 人以内の監事を選任し寄附行為第

22 条に基づき、法人の業務及び財産の状況などを監査している。理事会にも出席し

て意見を述べており、学園の最高議決機関である理事会に対するチェック機能が働

いている。【資料 3-4-5】 

・監事の理事会への出席状況は表 3-4-2 のとおりであり、概ね全て出席している状況
にある。 
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〔表 3-4-2 監事の理事会への出席状況〕 

 開催数 第 1 回  第 2 回  第 3 回  第 4 回  第 5 回  第 6 回  第 7 回  第 8 回  第 9 回  第 10 回  第 11 回  

平成 23 
(2011) 
年度 

月日 5/27 7/27 9/28 10/26 11/28 12/19 1/27 2/27 3/26 － － 

出席状況 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 － － 

平成 24 
(2012) 
年度 

月日 5/9 5/25 6/20 7/18 7/27 9/26 12/19 1/30 2/22 3/25 － 

出席状況 4/4 4/4 4/4 4/4 3/3 4/4 4/4 3/4 4/4 3/4 － 

平成 25 
(2013) 
年度 

月日 5/27 7/29 9/20 10/28 12/20 1/29 2/26 3/26 － － － 

出席状況 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 － － － 

平成 26 
(2014) 
年度 

月日 5/9 5/27 6/19 7/18 7/29 10/28 11/25 12/22 1/27 2/24 3/23 

出席状況 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 

平成 27 
(2015) 
年度 

月日 4/28 5/26 7/22 8/27 9/29 10/22 11/24 12/22 1/26 2/23 3/22 

出席状況 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 

※ 平成 24(2012)年度の第 5 回は、監事 1 人欠員により空席 

 

・評議員会は、寄附行為に基づき選任された、法人の職員（16 人以内）、本法人の設

置学校卒業者（13 人以上 15 人以内）、この法人に関係ある者または学識経験者（10

人以上 12 人以内）で構成されており、多様な意見を取り入れるという観点から、約

半数を外部から選任している。評議員の評議員会への実出席率は過去５年間の平均

が 93%で、出席状況は適正である。また、評議員会では、予算、借入金、基本財産

処分などについての諮問を行うほか、学園の最高議決機関である理事会に対する重

要事項のチェックだけでなく、法人と大学が相互にチェックしあえる場ともなって

いる。【資料 3-4-6】 

 

《エビデンス資料》 

【資料 3-4-1】経営会議規定 

【資料 3-4-4】2016 年度内部監査計画書 

【資料 3-4-5】監事監査規定 

【資料 3-4-6】評議員会出席状況 

 

3-4-③ リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営 

・本学園の経営戦略をはじめ、重要事案について協議・検討する「経営会議」は理事

長が招集し、学校長をはじめ経営・教学・事務の責任者が集まる会議体として、本

学園の経営に適切なリーダーシップを発揮する体制を整えている。 

・毎年、本学園の進むべき指針を示した「理事長指針」が発信され、同指針は各設置

学校の学校運営の方向性を示す「学校長方針」の根幹をなしている。また、これら

の指針・方針は、教職員向け学内の HP に掲載され、全教職員に周知され、トップ

ダウンによる意思疎通を図っている。【資料 3-4-7】【資料 3-4-8】 

・管理部門（理事会）と教学部門（大学）の職務権限は明確に区分されている。理事

会を代表する理事長の権限は、寄附行為に定める理事会の規定に則り、本学園を代

表する責任と権限を有している。一方、大学の責任者たる学長は大学を統括し、学

則の規定に則り、大学運営にあたる。 

・「部長会議」等での審議・決定事項や、学長の方針・指示事項については、事務組織

を統括する学長室長が召集する「部課（室）長事務連絡会」にて報告・情報共有し
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ている。会議等での課題や重要事案を各部署に落とし込み検討するトップダウンと、

各事案等について職員の意見を汲み上げるボトムアップの体制を整えており、大学

運営の改善に反映している。 

・本学では、学長方針に基づく各部（課・室）の課題・目標を指定の様式にまとめて

いる。この様式により各学部・事務部署において提案を含む年度目標・計画を挙げ

ており、教職員からのボトムアップとして機能している。平成 28(2016)年度からは

様式を改善し、学長方針に基づく各部（課・室）の課題・目標を「改革プラン」と

名付け継続して実施している。【資料 3-4-16】 

 

《エビデンス資料》 

【資料 3-4-7】2016 年度理事長指針 

【資料 3-4-8】2016 年度摂南大学学長方針 

【資料 3-4-9】摂南大学改革プラン 2016 

 

(3)3-4 の改善・向上方策（将来計画） 

・今後も管理部門と教学部門が更に連携を強化でき、また、様々な課題に迅速に対応

できるように各種委員会や会議の構成員及び開催頻度について改善を進める。今後

更に法人内部統制の仕組みを強化し、連携・協働のための組織拡充など一層の機能

向上を図っていく。 

・学園による一貫した連携教育を通じた学生・生徒の育成に資するため、各設置学校

の管理部門と教学部門の教職員による連携をより一層、強化・拡充することで、機

能及び運営の向上を図っていく。 

・監査体制は、監事室、内部監査室及び監査法人による「三様監査」体制によりガバ

ナンス機能の堅持がなされているが、これまでの各部門による監査結果の共有と問

題点の認識だけでなく、監査精度の向上のために、意見交換時に監査計画及び手法

等の提案を行い、一層の連携協力を進める。 

・平成 28(2016)年度現在で、監事及び専門部署による監事監査、内部監査は 10 年目

を迎え、監査活動も本学園内に浸透し、体制は整備されている。今後、年数を重ね

経験を蓄積することで、さらなる改善を図っていく。 

   

 

3-5 業務執行体制の機能性 

≪3-5の視点≫ 

3-5-① 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置による

業務の効果的な執行体制の確保 

3-5-② 業務執行の管理体制の構築とその機能性 

3-5-③ 職員の資質・能力向上の機会の用意 

 

(1) 3-5 の自己判定 

基準項目 3-5 を満たしている。 
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(2) 3-5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-5-① 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置によ 

    る業務の効果的な執行体制の確保 

・本学園の事務組織は、学園本部及び各設置学校で構成し、学園全体の枠組みのなか

で適切かつ効果的な人員配置を行っている。【資料3-5-1】【資料3-5-2】 

・平成28年5月1日現在、本学の職員は210人の専任・嘱託職員、派遣社員及び臨時要員

からなり、教育研究支援のために必要な体制を確立し、事務組織が効果的に機能し

ている。 

・職員の任用（採用・昇任・転任・配置転換等）は学園本部総務部人事課が統括して

おり、「任用規定」「事務職員任用基準」「医療職員任用基準」「事務系職員人事

評価規定」に従って職員の区分・資格、募集・選考、資格審査等の手続きを定めて

いる。【資料3-5-3】【資料3-5-4】【資料3-5-5】【資料3-5-6】 

・職員採用においては、求める人材像を明示し、新卒者はもとより、各部門の即戦力

となる中途採用にも注力するなど有能な人材確保に努めている。 

・職員の昇任・異動等については、人事考課により人材の適性を考慮するとともに、

自己申告書、面談等に基づき職員個々の意欲喚起のための配慮を講じながら適材適

所での人材活用を行っている。 

 

《エビデンス資料》 

【資料 3-5-1】組織規定 

【資料 3-5-2】事務分掌規定 

【資料 3-5-3】任用規定 

【資料 3-5-4】事務職員任用基準 

【資料 3-5-5】医療職員任用基準 

【資料 3-5-6】事務系職員人事評価規定 

 

3-5-② 業務執行の管理体制の構築とその機能性 

・業務執行の管理体制として、各職員には、半期ごとに目標設定を行っている。学長

方針に基づく各部署の課題・目標を達成するために、各職員が何を成すべきかを考

え、半期ごとに具体的なアクションプラン(目標)を立てている。その目標達成度を評

価すること（「目標達成度評価」）で、各部署の課題・目標に関連した業務の執行を

可能とし、本学園及び本学のビジョンを実現するための組織的な体制となっている。 

・業務執行における管理体制の監査については、学校毎に担当監事を選定し、継続的

に各学校の特色を十分に理解・把握した上で適切に行うこととしている。そのため、

各学校で実施される各種行事等にも積極的に参画・視察を行い、情報把握・理解に

努めている。毎年、業務監査として表 3-5-1 のとおりテーマを設定し、関係部署及

び担当者に対して書面監査及びアンケート調査・ヒアリングによる聞取り調査を行

い、業務執行の適格性等を確認している。また、文部科学省等外部主催の監事研修

会に積極的に出席し、大学の監事監査の方向性など把握することに努め、監査基準

の指標としている。なお、監査結果については、理事会に報告し、管理体制の機能
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性を高めている。【資料 3-5-7】 

〔表 3-5-1 業務監査テーマ一覧〕 

年度 テーマ名 

平成 23(2011)年度 ・本学園各学校の中途退学状況 

平成 24(2012)年度 ・学園設置学校における外部資金獲得の状況と体制 

平成 25(2013)年度 
・学園広報のイメージ戦略「学園全体の広報の方針 

及び各設置学校のイメージ戦略」  

平成 26(2014)年度 ・学生支援体制 

平成 27(2015)年度 
・１８歳人口急減期への対応～第Ⅱ期中期目標・計画 

 （2013～2017 年度）の進捗の検証を合わせて行う 

平成 28(2016)年度 
・コンプライアンスの取り組み 

・ストレスチェックによる職場環境等の改善 

 

・業務執行体制の機能を高めるにあたり毎年テーマを設定し、重点的に監事監査を行

い、長期的な問題点の把握・認識ができ、業務執行の精度・効率向上に対する適切

な指導・提案を行っている。 

 

《エビデンス資料》 

【資料 3-5-7】平成 27 年度監査報告書 

 

3-5-③ 職員の資質・能力向上の機会の用意 

・平成 21(2009)年度に実施した職員の人事・給与制度改革では、学園が期待する人材

像を具体的に示すとともに、各職員の仕事、役割を明確にしたうえで、「目標達成度

評価」「行動特性評価」の二つの柱で構成される人事考課を行い、この結果を処遇に

反映することで人材の育成に繋げ、組織力の向上を目指している。【資料 3-5-6】 

・専任職員は総合職・専任職系列の「複線型人事フレーム」により、系列ごとの定義、

期待する役割、等級ごとに期待する役割を設定。それに沿った行動目標の遂行を促

すことで人材育成につなげている。 

・職員の人材育成(SD)については、職員研修及び研修支援制度を柱として予算計上し、

併せて研修概要を計画し、実施している。【資料 3-5-8】 

 

＜職員研修＞ 

職員研修は、学園の期待人材像に沿う人材育成を行い、職員の資質向上を図るため、

新入職員研修をはじめ、事務系職員集合研修、階層別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。【資料 3-5-8】 

 ・新入職員研修  

    新採用職員を対象に、大学職員としての資質を養成するための研修を実施し

ている。具体的には、業務に直結する「文書管理基礎」「財務会計実務」「物品

購入実務」「就業規則」「IT 活用」等の実務基礎講座、日本私立大学協会関西支

部主催の初任者研修会への派遣、フォローアップ研修等を行っている。 

 ・事務系職員集合研修 
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    改革を推し進める人材を育成するため、事務系職員集合研修を実施している。

人事制度の活用支援や階層別の能力開発支援など、優先順位が高い事項をテー

マとし、新たな目標設定や職員間の関係構築につながる機会として毎年実施し

ている。 

 ・階層別研修 

エントリー系列のほか、総合職と専任職の昇任者等、新任課長に対して階層

別研修を実施している。エントリー系列は、仕事の基礎、リーダーシップと協

働、業務の構造化と改善の研修を３年間かけて行い、将来、総合職や専任職を

目指すための能力開発に取り組んでいる。また、総合職と専任職の昇任者等は、

新たな資格等級に合った業務行動ができるよう、集合研修や通信教育、セミナ

ー参加等を通じて能力開発に取り組んでいる。なかでも、課題形成・解決をテ

ーマにしたワークショップ演習は、受講者の担当業務を題材にして重点的に行

っている。また、新任課長は、マネジメントの基礎と業務発展スキルに着目し

た研修に取り組んでいる。 

 ・その他 

    日本私立大学協会主催の研修への派遣をはじめとして、学外で開催される研

修会・セミナー等に随時適任者を派遣し、参加後のレポート作成や業務現場へ

のフィードバックを行うなど、本人の資質向上とともに職場の活性化を図って

いる。 

 

 ＜研修支援制度＞ 

研修支援制度は、職員の資質向上と業務改善及び組織力向上を目指した制度で、理

事長表彰（業務改革）制度、部門スキル開発スタートアップ支援制度、特定研究奨励

制度、資格取得支援制度があり、職員の資質向上の機会をできるだけ広く提供してい

る。いずれの制度も職員一人ひとりの組織参画意識と満足感を高めることで、職員の

意欲と能力を高め活気ある職場づくりの一助となることを目指すものである。【資料

3-5-8】 

・理事長表彰（業務改革）制度 

   教職員が多くの関係者とともに取り組んだ業務改革を表彰する。 

 ・部門スキル開発スタートアップ支援制度 

   関係部署で共有すべき専門知識とスキルの不足を解消するため、他部署を含め

た研修の実施を支援する。 

・特定研究奨励制度 

   広く業務改善（改革）に関する課題を求め、実現可能性が高くその効果が期待

される課題について調査研究を奨励する。 

・資格取得支援制度 

業務に必要な資格取得を奨励する。 

事務職員の能力開発は、学内研修会の開催や学外研修会への派遣などを積極的に実

施しており、学内外の情報を収集するとともに、職員の意識改革につなげている。明

確な期待人材像と職員研修体系を示したことによって、大学職員の業務の高度化への
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対応やスキルアップに向けて目的を持って実施、参加するようになっている。【資料

3-5-8】 

 

《エビデンス資料》 

【資料 3-5-6】事務系職員人事評価規定 

【資料 3-5-8】人材育成の枠組みと事務職員の研修支援について 

 

(3) 3-5 の改善・向上方策（将来計画） 

・監事業務監査は単年度の報告で完結していたが、テーマによっては複数年度の状況

経過を見る必要があり、「フォローアップ監査」として、翌年度以降にも監査報告書

に記載した指摘、改善事項について追跡調査を行うこととしている。 

・職員の担うべき職務や業務領域は「質」「量」ともに拡大しており、経営・教育・学

生・研究支援、地域連携その他多彩な領域において、職員の力量の発揮が求められ

ている。本学園の期待人材像のもと、適正な人事考課と効果的な研修の実施により

職員のモチベーションを高め、さらなる資質向上を図る。また、資格昇任等の要件

と方法を一層明確化することで、より公平で納得性のある制度へと向上させる。 

・学園内での研修実施と人事考課制度を連動させることにより、期待人材像に沿った

職員の育成に寄与できる効果があるとともに、資格昇任、キャリアなどを見据え、

長期的スパンでの研修体系の確立と計画的実施を進めている。職員個々のスキルア

ップを図るため、今後も研修会や研修支援制度を拡充し、時代の要請に応じた組織

改編を行うことにより、教育研究支援体制の一層の強化を図る。 

 

 

3-6 財務基盤と収支 

≪3-6 の視点≫ 

3-6-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

3-6-② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

(1) 3-6 の自己判定 

基準項目 3-6 を満たしている。 

 

(2) 3-6 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-6-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

・学園全体における財政の中長期計画では、第Ⅱ期中期目標・計画期間（平成 25(2013)

～平成 29(2017)年度）において「健全で安定した学園財政の確立」を掲げ、重視し

ている帰属収支差額比率を 8％超で推移させることを成果指標としている。各学校

への配分予算比率の一律マイナスシーリングを段階的に実施し、支出を抑制するな

どの行動計画を実行している。大学単独での中期目標・計画では、配分予算を有効

活用すべく教育研究活動の活発な部門に予算を傾斜配分する「学内競争的予算運用

の実施」などを掲げている。【資料 3-6-1】【資料 3-6-2】 
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≪エビデンス資料≫ 

【資料3-6-1】摂南大学第Ⅱ期中期目標・計画（2013～2017年度）（財務） 

 

3-6-② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

＜財務比率の比較＞ 

・財務状況を把握するため、表 3-6-1 に、本学園の平成 27(2015)年度財務比率を全国

平均（医歯系法人を除く）の平成 26(2014)年度財務比率と比較した。 

 

〔表 3-6-1 財務比率の比較〕 

分 

類 
比    率 

指 

標 

全国 

平均 

常翔 

学園 

判 

定 

分 

類 
比    率 

指 

標 

全国 

平均 

常翔 

学園 

判 

定 

① 

自己資金構成比率  △ 87.5% 87.6% 〇 

⑤ 

固定負債構成比率  ▼ 7.2% 7.7% × 

消費収支差額 

構成比率 
△ -12.9% -11.1% 〇 流動負債構成比率  ▼ 5.4% 4.7% 〇 

基本金比率 △ 97.1% 95.9% × 総負債比率  ▼ 12.5% 12.4% 〇 

② 
固定比率 ▼ 98.8% 100.3% × 負債比率  ▼ 14.3% 14.1% 〇 

固定長期適合率 ▼ 91.3% 92.3% × ⑥ 帰属収支差額比率  △ 7.2% 12.1% 〇 

③ 

固定資産 

構成比率 
▼ 86.4% 87.9% × 

⑦ 

寄付金比率  △ 3.9% 0.6% × 

有形固定資産 

構成比率 
▼ 61.3% 62.1% × 補助金比率  △ 12.2% 11.3% × 

その他の固定資産 

構成比率 
△ 25.1% 25.8% 〇 

⑧ 

人件費比率  ▼ 50.9% 51.0% × 

流動資産構成比率  △ 13.6% 12.1% × 教育研究経費比率  △ 31.2% 29.1% × 

④ 

内部留保資産比率  △ 26.2% 25.5% × 管理経費比率  ▼ 9.0% 7.1% 〇 

運用資産余裕比率  △ 1.8 年 2.2 年 〇 借入金等利息比率  ▼ 0.2% 0.1% 〇 

流動比率 △ 253.2% 256.8% 〇 基本金組入率  △ 13.6% 7.8% × 

前受金保有率 △ 344.6% 280.9% × 

⑨ 

人件費依存率  ▼ 73.3% 67.4% 〇 

退職給与引当 

預金率 
△ 67.6% 97.9% 〇 消費収支比率  ▼ 107.5% 95.4% 〇 

(注 1) 表中の「全国平均」は、日本私立学校振興・共済事業団が発行する「平成 26 年度版今日の私学財

政－大学・短期大学編－」を参照した。 

(注2) 表中の「常翔学園」は、「全国平均」との比較のため平成27(2015)年度計算書類を旧会計基準に置

き換え算出した。 

 

・分類①～⑤は貸借対照表関係比率であり、全国平均より良い指標判定が9件、悪い指

標判定が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）、⑧（支出構成は適切であるか）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）、⑥（経営状況はどうか）、⑨（収入と支出のバランスがとれているか）が全
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国平均より優れている。 

・経営状況を表す帰属収支差額比率においては、消費支出の冗費削減効果により平成

21(2009)年度以降法人全体では全国平均（医歯系法人を除く）を上回る水準で推移

している。平成 27(2015)年度は 12.1％であり、目標の 8％を上回り経営状況は良好

であると評価している。 

・負債に備える資産の蓄積度合を表す比率では、前受金保有率が全国平均に劣後して

いるが、それは貸借対照表上の現金預金の額が 137 億円であるためである。将来計

画引当特定資産や資金運用引当特定資産等に充当している現金預金の額を合わせた

実際の保有額 289 億円で計算すると 593.5％となり、負債に備える資産の蓄積は十

分にあると評価している。 

・大学単独の比率では、消費収支比率は全国平均（大学部門、規模別 5,000～8,000 人

による比率）を上回る水準で推移しており経営状況は良好であると評価している。 

・教育研究経費比率は全国平均を下回り推移しているが、課題として捉え中長期計画

の基本方針・行動計画を策定し、改善に取り組んでいる。 

・資産運用状況は半期ごとに資金運用委員会及び理事会に報告しており、適切に公表

している。また、専門知識を有するコンサルタントとのアドバイザリーサービス契

約により本学園の資金運用ガバナンス体制について独立した第三者の立場からチェ

ックを受け、その内容を理事会に報告するなど透明性を確保している。 

・帰属収入に対する資産運用収入の割合（資産運用収入比率）は、全国平均2.5％に対

し本学園は3.3％と0.8ポイント上回っており、自力で収入を得ることができていると

評価している。 

 

＜各種外部資金の獲得＞ 

・平成 27(2015)年度は私立大学等改革総合支援事業（タイプ 1）、（タイプ 4）の採択

により経常費補助金の増額を得た。また、これにより、寝屋川キャンパスのラーニ

ング・コモンズ導入のための費用として、私立大学等教育研究活性化設備整備事業

で 1,120 万円の補助金を獲得した。 

・研究分野では、科学研究費助成事業による科学研究費を獲得、委託事業による民間

企業等からの委託研究等を理工学部、薬学部、看護学部で受託した。また、特別寄

付金により外部資金を獲得している。詳細は表 3-6-2 のとおり。 

〔表 3-6-2 外部資金の導入状況〕 

区   分 
平成 25 (2013)年度  平成 26 (2014)年度  平成 27 (2015)年度  

件数(件) 金額(円) 件数(件) 金額(円) 件数(件) 金額(円) 

科学研究費助成事業 89 132,530,593 90 117,864,500 82 120,354,195 

委託事業 33 35,702,259 40 45,441,360 40 46,972,580 

特別寄付金 7 12,523,775 9 16,917,500 11 19,800,000 

 

・設備取得費・維持費、その他学術研究に要する経費を対象として、交付される学術

研究振興資金は、平成 27(2015)年度に 2 件採択され、140 万円の交付を受けた。 
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＜資産運用収入＞ 

・本学園では平成 19(2007)年度から「資金運用規定」を制定し、理事長を委員長とし

た資金運用委員会を設置している。流動性、安全性、収益性を考慮して分散投資に

努め、収入構造の多様化を図っている。また、同年度から資金運用基本方針を策定

し、資金運用委員会と理事会の承認を得て、担当理事の決裁により元本が毀損しな

いように留意しながら仕組債等の金融商品を購入している。平成 21(2009)年度から

はリスク管理の高度化を目的として、外部専門家と資金運用アドバイザリー契約を

締結している。キャピタルゲインよりインカムゲインを得ることに主眼を置いたポ

ートフォリオを構築した結果、第 3 号基本金引当特定資産運用収入（旧：奨学基金

運用収入）と、その他の受取利息・配当金収入（旧：受取利息・配当金収入）の合

計額は、平成 19(2007)年度 3 億円から平成 20(2008)年度 5 億 7,000 万円に増額し、

平成 21(2009)年度には 12 億円を超えた。それ以降も堅調に推移し、平成 27(2015)

年度までの直近 5 年間の平均額は 10 億円を超える結果となっている。 

 

《エビデンス資料》 

【資料 3-6-2】学園 HP「事業報告書・財務状況」(http://www.josho.ac.jp/) 

【資料 3-6-3】資金運用規定 

 

 

(3) 3-6 の改善・向上方策（将来計画） 

・教育研究経費比率の改善施策として、中長期計画に掲げる学内競争的予算運用など

を実施し、教育研究活動の活発な部門への予算の傾斜配分を行っていく。 

・資産運用収入については、日銀の金融緩和の一環として、国債を大量買入れした影

響で、平成 27(2015)年 1 月に長期金利が初めて 0.1％台に低下するなど、従前の投

資方法で運用益を確保することは困難になっている。一部の学校法人ではデュレー

ションを伸ばしたり、低格付け債へ投資するなどして運用利回りを向上する動きが

あると聞くが、本学園では、運用コンサルタントに依頼し、リスク調整済み収益率

や加重平均格付要因を算出し、適宜軌道修正を行いながら、意図しないリスクを抱

え込まない資産運用を今後も続けていく。 

・学生生徒納付金収入以外の外部資金の導入は、安定した教育研究資金を確保してい

くためにも重要な位置を占める。その獲得に向けて、学長の指示のもと研究支援セ

ンターが主体となり、大学の研究活動を支援している。 

・科学研究費助成事業については、申請段階からのコーディネーターによるきめ細や

かな支援活動や科学研究費助成事業応募説明会の実施など、全員申請に向けた組織

的な取り組みを推進している。 

・科学研究費助成事業以外の競争的資金及び学外助成団体が公募する学外助成金等の

獲得についても学部と連携して支援体制を整備・強化しながら積極的に取り組んで

いる。その他、本学独自で設けている「Smart and Human 研究助成金」により教

員の研究活動を奨励し、研究の活性化に努めている。 

・本学園の経営理念である「四位一体」を目指し、「学生・生徒」「保護者」「卒業生」
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「教職員」を一つの「家族」（絆～きずな～）と捉えた経営を行い、大学の持つ公共

性を広く社会にアピールしながら、さらなる財政基盤の確立を目指していく。 

  

 

3-7 会計 

≪3-7 の視点≫ 

3-7-① 会計処理の適正な実施 

3-7-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

 

(1) 3-7 の自己判定 

基準項目 3-7 を満たしている。 

 

(2) 3-7 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-7-① 会計処理の適正な実施 

・本学園の予算編成から執行、決算にかかる全ての会計処理は、学校法人会計基準に

基づき適切に行っている。 

・学園予算の編成は「予算編成規定」に基づき理事長が行い、財務部長が予算編成責

任者となり、理事会の策定した予算編成方針及び財政方針に基づいて予算の編成及

び執行にあたる。本学では、学長室長が申請責任者になり、中長期的な展望と事業

計画に対する学長方針に基づいて予算申請を行っている。【資料 3-7-1】 

・予算の執行は、原則として事前に稟議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さ

れ、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されている。【資料 3-7-2】 

・決算の事務は理事長が総括し、財務部長が理事長の指揮のもとに業務を担当する。

決算の確定は、事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録の書類により理事

会が承認した日であり、それは意見聴取のために評議員会へも報告されている。【資

料 3-7-3】 

・会計処理及び補助金業務にかかわる職員は各種研修会等に参加し、その知識・能力

の向上に努めている。 

 

《エビデンス資料》 

【資料 3-7-1】予算編成規定 

【資料 3-7-2】予算執行規定 

【資料 3-7-3】決算規定 
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3-7-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

・本学では、私立学校振興助成法に基づく外部監査（公認会計士）、私立学校法に基づ

く監事監査（監事室）、学園規定に基づく内部監査（内部監査室）を実施するととも

に、これらの連携を図るべく「三様監査意見交換会」を適宜実施し、監査計画及び

監査結果等について意見交換及び情報共有の機会を設けている。【資料 3-7-4】【資料

3-7-5】 

 

＜外部監査＞ 

・本学園は、平成 23(2011)年度から有限責任あずさ監査法人に監査を委託している。

同監査法人とは平成 19(2007)年度以前も委託契約しており、本学園の財務内容を熟

知している。平成 27(2015)年度には 991 時間の監査が実施され、監査結果は適正意

見であった。【資料 3-7-4】【資料 3-7-5】 

 

＜監事監査＞ 

・監事は、理事会その他重要な会議に出席して理事等から業務執行の報告を聴取する

とともに、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、監事は、法人本部及び各設置学校の業務につ

いて監査し、その結果を「監事報告書」としてまとめて理事長に提出するとともに、

理事会において監査結果を報告している。【資料 3-7-6】 

 

＜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。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ことを検証

している。また、科学研究費助成事業をはじめとする公的研究費についても監査対

象としている。【資料 3-7-5】 

   

《エビデンス資料》 

【資料 3-7-4】監事監査規定 

【資料 3-7-5】内部監査規定 

【資料 3-7-6】監事報告書 

   

(3) 3-7 の改善・向上方策（将来計画） 

・監事監査及び専門部署による内部監査は 10 年目であり、監事、内部監査室及び監査

法人相互の連携を深め、監査の実効性や客観性を更に高めていく。 

  

［基準 3 の自己評価］ 

・本学園の管理運営は、学校法人常翔学園寄附行為に規定した目的に沿って行い、学

校教育法、私立学校法、大学設置基準等関係法令及び各種規定を遵守し、適切に履

行している。 
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・学長は、理事として本学の意向の体現化を図っており、学長のリーダーシップのも

と、教職員の意見を汲み上げながら迅速な判断と意思決定ができる体制を構築して

いる。 

・SD 研修においては、階層や目的に応じて各種研修を実施しており、本学園の期待人

材像に沿う人材の育成に取り組んでいる。 

・教育研究の目的を達成するため、収支のバランスを考慮しながら適切な財務運営を

行い会計処理及び会計監査等を適正に実施している。 

・教育研究経費比率は支出額の減少に伴い低下したが、教育・学生サービスへの予算

傾斜配分を継続的に行っており、教育設備の充実への投資を積極的に図っている。 

・財務情報の公開は、学校法人会計基準に従い、資金収支計算書、活動区分資金収支

計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表、財産目録、事業報告書等を本学園 HP

上に掲載することで広く一般にも公開しており、透明性を確保している。 

・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、組

織倫理を確立するために、本学園の諸規定、委員会が整備され、監事室、内部監査

室及び公益通報窓口を設ける等監視体制も適切に整備されている。 
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基準 4．自己点検・評価 

 

4-1 自己点検・評価の適切性 

≪4-1の視点≫ 

4-1-① 大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価 

4-1-② 自己点検・評価体制の適切性 

4-1-③ 自己点検・評価の周期等の適切性 

 

(1) 4-1 の自己判定 

基準項目 4-1 を満たしている。 

 

(2) 4-1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-1-①大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価 

・学校教育法第 109 条第 2 項に規定されているとおり、本学では平成 21(2009)年度公

益財団法人日本高等教育評価機構による大学機関別認証評価を受審し、同機構の定

める大学評価基準を満たしていると認定された。続く平成 22(2010)年度以降は毎年

度、同機構の大学評価基準に則り自主的・自律的な自己点検・評価を行っている（平

成 27(2015)年度は平成 28(2016)年度受審に向け集約して自己点検・評価を行った）。

【資料 4-1-1】 

・本学園創立 100 周年となる平成 34(2022)年に向けた基本構想「J-Vision22」におけ

る長期ビジョンを達成するため、第Ⅱ期中期目標・計画（5 ヵ年：平成 25(2013)年

度～平成 29(2017)年度）を策定し、10 の項目で構成された項目毎の目標達成度合や

数値目標を設定し、毎年度、各項目の目標達成度の点検・評価を行っている。【資料

4-1-2】 

・平成 28(2016)年度を教育総点検の年、教育の質的転換に挑戦する年と位置付け、「摂

南大学改革プラン 2016」を策定した。これは平成 28(2016)年度学長方針に基づいて

おり、特に部署間連携の強化を念頭に置いて着実に改革を実行するべく策定したも

のである。平成 28(2016)年度末には達成度の点検・評価を行う。【資料 4-1-3】 

・理工学部においては、教育の質保証のために都市環境工学科、建築学科、機械工学

科及び電気電子工学科は JABEE の認定を受け、住環境デザイン学科は認定を目標

とした教育改善を実施している。【資料 4-1-4】 

・薬学部においては、平成 27(2015)年度一般社団法人薬学教育評価機構による認証評

価を受審し、同機構の定める薬学教育（6 年制）第三者評価基準を満たしていると

認定され、薬学教育機関としての教育の質を保証している。【資料 4-1-5】 

 

《エビデンス資料》 

【資料 4-1-1】本学 HP「自己点検評価書」 

〔トップページ＞大学紹介＞自己点検・評価への取り組み〕 

【資料 4-1-2】第Ⅱ期中期目標・計画 

【資料 4-1-3】摂南大学改革プラン 2016 
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【資料 4-1-4】JABEE 認定 

【資料 4-1-5】本学 HP「薬学教育評価 自己評価書」 

〔トップページ＞大学紹介＞自己点検・評価への取り組み〕 

 

4-1-②自己点検・評価体制の適切性 

・学長が指名する「リエゾン・オフィサー」及び主管部署である学長室企画課が自己

点検・評価の実施計画を策定し、統括部署（学長室庶務課、同会計課、教務部教務

課）をキーステーションとして各部署が点検・検証を行っており、実践的かつ効率

的な実施が行える体制を構築している。統括部署が取りまとめた基準ごとの自己点

検・評価の結果は学長室企画課が全ての内容をチェックし、自己評価の適切性を確

認したうえで評価委員による審議を行っており、客観的に評価できる体制を構築し

ている。 

・評価委員会を組織し、自己点検・評価に取り組んでいる。評価委員会は、委員長で

ある学長をはじめ、副学長、各学部長、教務部長、学生部長、図書館長、情報メデ

ィアセンター長、学長室長、入試部長、就職部長及びその他必要に応じて学長が任

命した者で構成され全学的に推進できる体制を整えている。【資料 4-1-6】 

 

《エビデンス資料》 

【資料 4-1-6】摂南大学評価委員会規定 

 

4-1-③自己点検・評価の周期等の適切性 

・4-1-①で示したとおり、平成 21(2009)年度以降、毎年度、自主的・自律的な自己点

検・評価を行っている（平成 27(2015)年度は平成 28(2016)年度受審に向け集約して

自己点検・評価を行った）。 

・また、4-1-①で示したとおり、第Ⅱ期中期目標・計画についても、毎年度各項目の

目標達成度の点検・評価を行っている。 

 

(3) 4-1 の改善・向上方策（将来計画） 

・今後も継続的に自己点検・評価を実施し、「自己点検評価書」としてまとめるととも

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、社会に対する

大学の説明責任を果たし、大学の教育研究に対する質の維持と向上に努めていく。 

 

 

4-2 自己点検・評価の誠実性 

≪4-2の視点≫ 

4-2-① エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価 

4-2-② 現状把握のための十分な調査・データの収集と分析 

4-2-③ 自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表 
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(1) 4-2 の自己判定 

基準項目 4-2 を満たしている。 

 

(2) 4-2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-2-①エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価 

・本学では、教育情報を含めた全学的な情報を、HP に掲載し公表している。これらの

公表データには数量的なデータが含まれているとともに、複数年度分を公表するこ

とで、透明性の高いものとなっている。自己点検評価書の記載内容は同データが基

礎情報となっており、エビデンスを明確に示しながら自己点検・評価を行っている。

【資料 4-2-1】 

 

《エビデンス資料》 

【資料 4-2-1】本学 HP「情報の公表」〔トップページ＞大学紹介＞情報の公表〕 

 

4-2-②現状把握のための十分な調査・データの収集と分析 

・学生アンケート調査を行っており、同調査結果を本学の現状把握及び大学改革にか

かる有用な情報として活用している。調査対象及び内容は、1 年次生に対して大学

への期待を、3 年次生に対して大学への満足度を、卒業直前の 4 年次生に対して大

学の評価をそれぞれ調査している。同調査は、平成 21(2009)年度までは毎年度実施

しており、以降は 2 年毎に実施している。調査結果は入学者数、入試競争率、就職

率などのデータとともに過年度データと併せて本学園教職員が閲覧できるようにし

ている。 

・学内外の様々な情報を集約・分析することで大学の現状を正確に把握し、分析した

情報を教育・研究、大学経営等に活用していくことを目的として、平成 26(2014)年

4 月に IR プロジェクトを立ち上げ、本学としての IR の指針や組織体制等について

検討した。 

・IR を組織的に推進できるよう、摂南大学 IR センター規定を定め、平成 27(2015)年

4 月に事務組織として IR センターを設置した。【資料 4-2-2】 

 

《エビデンス資料》 

【資料 4-2-2】摂南大学 IR センター規定 

 

4-2-③自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表 

・4-1-①で示したとおり、平成 21(2009)年度公益財団法人日本高等教育評価機構によ

る大学機関別認証評価の受審以来、毎年度、同機構の大学評価基準に則り自主的・

自律的な自己点検・評価を行っており、評価報告書にまとめ学内外へ公表した。【資

料 4-2-3】 
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《エビデンス資料》 

【資料 4-2-3】本学 HP「自己点検・評価報告書」 

〔トップページ＞大学紹介＞自己点検・評価への取り組み〕 

 

(3) 4-2 の改善・向上方策（将来計画） 

・今後も評価委員会が中心となり、定期的に自己点検・評価を継続実施し、社会へ公

表していく。 

・IR と連動した自己点検・評価が適切かつ円滑に実施できる仕組みを構築する。 

 

 

4-3 自己点検・評価の有効性 

≪4-3 の視点≫ 

4-3-① 自己点検・評価の結果の活用のためのPDCA サイクルの仕組みの確立と機能性  

 

(1) 4-3 の自己判定 

基準項目 4-3 を満たしている。 

 

(2) 4-3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-3-①自己点検・評価の結果の活用のための PDCA サイクルの仕組みの確立と機能性 

・学長により示される方針に基づき各部署は「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。課題・目標については、達成状況を検

証し、翌年度の部長会議において結果を報告しており、本学独自の自己点検を行う

仕組みを整え、PDCA サイクルにより改善・実行している。 

・4-2-②で示した学生アンケート調査に加え、年間 2 回実施している学生による授業

アンケートにより、教育目的の達成状況の点検・評価を行う仕組みを整備している。

授業アンケートを通して、本学の教育・研究環境に対する学生の意見を把握し、教

員の継続した授業方法等の改善を図る体制を構築している。 

・自己評価委員会の委員長は学長であるため、委員会での自己点検・評価の結果は随

時大学改革に反映され、ミッション・ビジョンの実現につなげている。 

 

《エビデンス資料》 

【資料 4-3-1】本学 HP「自己点検・評価報告書」 

〔トップページ＞大学紹介＞自己点検・評価への取り組み〕 

 

(3) 4-3 の改善・向上方策（将来計画） 

・本学園理事長指針及び本学学長方針に基づき策定している部門ごとの「課題・目標」

として取り上げる内容について、一部に表記に統一がとれていない部分がある。次

年度以降、「課題・目標」の内容について精査する。 

・授業アンケートは、今後も FD の一環として重要な取り組みであり、必要に応じて

見直しを図ったうえで、今後も継続して実施する。 
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［基準 4 の自己評価］ 

・認証評価団体の基準に基づく自己点検・評価を毎年度実施するなど、法令等で定め

られたものだけに留まらず、本学独自の仕組みにより自己点検・評価を行うととも

に、HP 等を活用し、その結果を広く一般に公開している。 

・アンケート調査を通して現状を把握するとともに、蓄積した情報を大学改革や教育

改善に役立てるなど、常に PDCA を意識し浮き彫りとなった課題の解決に向けて全

学で取り組む体制が構築され、その意識が教職員に根付いている。 
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Ⅳ．大学が使命・目的に基づいて独自に設定した基準による自己評価 

基準A．国際交流 

A-1 大学の「国際化」の推進 

≪A-1 の視点≫ 

A-1-① 正規留学生に対する指導方法、経済支援制度の工夫・改善 

A-1-② 短期留学生受入れプログラムの充実 

A-1-③ 海外派遣プログラムの充実 

A-1-④ 外国語教育の充実 

A-1-⑤ 入学者選抜における国際化への対応 

 

(1)A-1 の自己判定 

 基準項目 A-1 を満たしている。 

 

(2)A-1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

A-1-① 正規留学生に対する指導方法、経済支援制度の工夫・改善 

・本学は「SETSUDAI VISION 2025」に掲げる 5 つの目標を国際化という切り口で

実現するため、国際化推進に関する方針「摂南大学国際化戦略」を機関決定し、平

成 27(2015)年 7 月、学内外に公表した。本戦略に掲げる学生の海外派遣及び外国人

留学生等の受入れ促進等の施策は、以下に述べる現状を捉えた上で、今後 10 年先を

見据えたアクションプランを示すものである。 

・平成 27(2015)年度は、「摂南大学国際化戦略」の機関決定により、大学の「国際化」

の推進の重要性が以前にも増して全学的に認知された。【資料 A-1-1】 

・平成 28(2016)年 5 月 1 日現在、本学には中国、ベトナム、タイ、インドネシア、ニ

ュージーランド、トンガ、フィージー、ドミニカ共和国からの 21 人の正規留学生が

在籍している。国際交流センターではこれら正規留学生に対し毎月 1 回「事務連絡

会」を実施し、在籍確認のほか、学外奨学金の応募や各種交流行事の案内など対面

指導を行っている。【資料 A-1-2】【資料 A-1-3】 

・就職部では、上記「事務連絡会」終了後に就職ガイダンスを実施し、留学生対象の

求人情報を手渡している。また、HP で担当者の氏名を周知している。 

・平成 27(2015)年度は、就職部との連携によって、正規留学生に対する就職指導の機

会を増やした。【資料 A-1-4】【資料 A-1-5】【資料 A-1-6】 

・地域等との交流のための行事への積極参加も促している。平成 23(2011)年度から実

施している常翔啓光学園の人権授業の一環である「国際理解・留学生との交流会」

に平成 27(2015)年度は正規留学生 7 人（中国 1、インドネシア 2、トンガ 3、フィジ

ー1）、交換留学生 6 人（韓国 6）が参加した。また、同年 12 月には、寝屋川市国際

交流協会と「日本語スピーチコンテスト」を共催し、本学留学生（交換留学生含む）

や寝屋川市在住の外国人が参加した。【資料 A-1-7】【資料 A-1-8】 

・経済の支援については、授業料減免及び外国人留学生学内奨学金制度の二本立てで

行っている。授業料減免は毎年度、留学生から申請書類提出後に国際交流センター

で審査し、国際交流委員会に諮り、学長決裁後に授業料の 20％を減免している。 
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・学内奨学金（年間 24 万円）の支給にあたっては、事務連絡会で申請者の在籍を確認

したうえで出席者にのみ給付している。平成 23(2011)年度以前は学費が減免されて

いる特別留学生を除く全ての私費留学生に対し支給してきたが、平成 24(2012)年度

からは前年度の成績を基に支給対象者を選考する制度を導入し、成績優秀者への奨

学を図るよう変更した。平成 27(2015)年度は前年度に続き、全ての留学生に奨学金

を支給した。【資料 A-1-9】 

・正規留学生への学内奨学金支給制度については、成績によって選考するシステムを

導入してから、明らかに留学生の成績は伸長しており、奨学金の持つ本来の役割で

ある、成績優秀者への奨学金へとシステムの変更が確立したと考えている。【資料

A-1-10】 

・学外団体から支給される奨学金のうち、日本学生支援機構「私費外国人留学生学習

奨励費」の平成 27(2015)年度受給者数は 2 人である。この学習奨励費の割当数は正

規留学生数の規模が影響するため、学外の奨学金支給団体とのネットワーク作りを

継続して行っている。また、申請者への受給申請書類作成及び面接準備にも日本語

教育を担当する教員と職員が協力して細やかに指導を行っており、平成 27(2015)年

度は 4 団体から 7 人に支給された。 

・学外奨学金の獲得に関しては、申請書類の作成や面接の練習を入念に行っており、

奨学財団への理解と関係構築が外部奨学金獲得に繋がることが証明された。 

【資料 A-1-11】【資料 A-1-12】 

 

《エビデンス資料》 

【資料 A-1-1】摂南大学国際化戦略 

【資料 A-1-2】外国人留学生在籍者数一覧（2016 年 5 月 1 日現在） 

【資料 A-1-3】2016 年度事務連絡会＜抜粋＞ 

【資料 A-1-4】平成 27(2015)年度留学生対象就職ガイダンス資料＜抜粋＞ 

【資料 A-1-5】本学 HP「就職サポート体制」 

〔トップページ＞就職・キャリア＞就職サポート体制〕 

【資料 A-1-6】外国人留学生対象求人 

【資料 A-1-7】2015 年度留学生と小中高生との交流実績について 

【資料 A-1-8】2015 年度外国人日本語スピーチコンテスト資料 

【資料 A-1-9】2016 年度国際交流委員会構成員 

【資料 A-1-10】平成 27(2015)年度外国人留学生学内奨学金資料 

【資料 A-1-11】本学 HP「各種奨学金」〔トップページ＞国際交流＞留学生・帰国生徒〕 

【資料 A-1-12】平成 27(2015)年度学外奨学金給付実績一覧 

 

A-1-② 短期留学生受入れプログラムの充実 

・平成 27(2015)年度から日本語担当の専任教員 1 人を増員し、専任 2 人、非常勤講師

3 人（1 人が 1 日担当）体制とした。短期留学生・正規留学生個々のチュートリアル

等に加え、新たなプログラム開発・実施に対応している。 

・平成 28(2016)年度は協定校の大田大学校（韓国）から 3 人、大葉大学（台湾）から
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1 人の学生を 11 カ月間、南台科技大学（台湾）から 1 人の学生を 5 カ月間、泰日工

業大学（タイ）から 10 人の学生を 3 週間受入れ、国際交流センターが提供する日本

語の授業を実施している。また、中国・常州大学及び他の協定校等からの研修生に

は約 3 週間のサマープログラムを提供予定である。 

・短期の受入れに関しては、従来の韓国、タイの協定校以外に、平成 27(2015)年度か

らイタリアの大学も加わった。交換留学ではなく、プログラムの実費を徴収するプ

ログラムを設け、夏期・冬期に１～２週間受入れた。また、日本語教育を核とする

プログラムに加え理工学部と共同で受け入れるプログラムを実施し、受入れ学生数

が大幅に増加した。平成 27(2015)年 9 月に経済学部で短期間受け入れたイタリア・

IULM 大学の研修生 2 人には、研究調査に必要な実用日本語のチュートリアルを実

施した。【資料 A-1-13】 

・短期の受入れに際しては、日本国内及びキャンパス内での生活に早く慣れるよう、

留学生生活ハンドブックを配付している。また、約 1 年間滞在する特別履修生に毎

月１回、事務連絡会を開き、対面指導を行っている。【資料 A-1-14】【資料 A-1-15】 

・短期留学生のための宿泊施設確保のため、寝屋川キャンパス内の国際会館に、部屋

の一定数を短期滞在留学生居室として割り当てている。 

・平成 22(2010)年度から「留学生サポーター（バディ）」制度を導入し、国内学生が交

換留学生の滞在中の生活を支援したり、交流イベントの企画・実施を一緒に行うな

ど、留学生と日常的に交流できる機会を提供している。 

・留学生サポーターの活動は、一般学生にとってキャンパス内にいながら海外の同世

代の学生と交流ができ、留学や海外研修に参加できない学生にとっても国際交流の

一端を体感できる機会となっている。サポーター活動に参加する学生の多くは、協

定校が提供する短期研修プログラムの参加希望者または経験者で、協定校側も次年

度の派遣学生を本学学生の受入期間中にバディに採用するなど、本学と協定校の学

生同士の交流が深化するスパイラルを作り出している。 

 

《エビデンス資料》 

【資料 A-1-13】平成 27(2015)～28(2016)年度短期留学生受入数一覧 

【資料 A-1-14】2016 年度摂南大学渡航前準備ハンドブック（交換留学生用） 

【資料 A-1-15】交換留学生事務連絡会＜抜粋＞ 

 

A-1-③ 海外派遣プログラムの充実 

・国際交流センターでは、表 A-1-1 のとおり全学部対象の海外派遣プログラムをさま

ざまな形で学生に提供している。【資料 A-1-16】 

・短期研修では、8 月から 9 月の夏期に、韓国、アメリカ、メキシコ、台湾、カナダ

で実施した。薬学部と看護学部の学生には、平成 27(2015)年度から春休み期間中に

フィリピン（英語圏）での語学研修を実施した。本学も加盟している大学間連携プ

ログラム UNGL(西日本リーダーズ・スクール)主催のサイパン研修にも派遣した。 

・長期交換留学では、平成 27(2015)年度初めて学生 2 人を協定校の韓国・大田大学校

に約１年間派遣した。また、平成 28(2016)年度は、同大学に 1 人を派遣している。 
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・学生の海外派遣については、平成 27(2015)年夏にメキシコ、台湾のコースを新設。

薬学部と看護学部の学生には、平成 28(2016)年春から語学研修を実施するなど、参

加機会と選択肢が増えている。しかし、全体の参加人数を目標人数に近づけるため、

一層の見直しが必要である。 

 

   〔表 A-1-1 国際交流センター主催 海外研修プログラム参加学生数〕（単位：人） 

派遣先 
平成 26（2014）年度 平成 27（2015 年度） 

夏期 春期 夏期 春期 

アメリカ（ベルビュー大学語学研修） 4 ― ― ― 

カナダ（ﾊﾞﾝｸｰﾊﾞｰｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｶﾚｯｼﾞ語学研修） ― ― 10 ― 

韓国（大田大学校） 7 ― 11 ― 

タイ（泰日工業大学） 5 ― 0 1 

アメリカ（シアトル） 14 ― 5 ― 

インドネシア (LIA 外国語大学+企業等) 5 ― 0 ― 

メキシコ（グアナフアト大学） ― ― 9 ― 

台湾（南台科技大学） ― ― 1 ― 

台湾（淡江大学） ― 2 ― 0 

ベトナム(国立薬用天然物研究所)(薬学部） 9 ― ― 0 

フィリピン（セブ医科大学付設 ESL セン

ター）（薬・看護学部） 
― ― ― 3 

サイパン（UNGL）※  ― 1 ― 3 

韓国（大田大学校）長期交換 ― 2（約１年間） 

計 47 45 

   ※UNGL（大学間連携共同教育推進事業） 

 

・理工学部では、日本の企業がますますグローバル化する一方で、一般的に内向き志

向にあるといわれる学生にチャレンジ精神を植え付け、将来国際的に活動する素地

を養わせることを目指して、積極的に海外展開し活動しているものづくり企業にお

ける海外インターンシップを平成 25(2013)年度から実施している。初年度はフィリ

ピン・MAPLE 社の 1 コースであったが、平成 26(2014)年度からはタイ・

A.I.TECHNOLOGY 社、さらに平成 27(2015)年度からはフィリピン・サンカルロス

大学を受入れ先としたコースを追加し、充実を図っている。平成 27(2015)年度は 3

コース合わせて 23 人の学生が就業体験を行った。 

・理工学部の海外インターンシップにおいて、平成 26(2014)年度に参加した学生 7 人

に対して、経済産業省が作成した社会人基礎力の評価シート及び独自に作成したグ

ローバル人材の評価シートを用いて、自己評価を行った。海外インターンシップ実

施前と終了後の調査の比較では、社会人基礎力については「状況把握力」「報連相」

「実行力」「解決力」「計画力」が著しく向上していた。また、グローバル人材の自

己評価結果では、特に「グローバル企業の理解」「国際的視野の広さ」の向上が著し

く、海外インターンシップは教育効果が高いと評価している。【資料 A-1-17】 

・経済学部では、平成 26(2014)年度にゼミにおけるフィールドワークとして、9 月に

モンゴルでの環境調査とアメリカ・サイパンでの観光企業研修を実施した。平成

27(2015)年度は 8 月にオーストラリア短期研修を実施し、ニューイングランド大学

での語学学修に加え、ホームステイ・企業・農家訪問などを通じ、経済学部生とし

て必要な経済知識・英語能力の向上を図った。これらフィールド活動においては、
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学生への一部経費補助を同学部が行った。 

・経済学部のいずれのプログラムにおいても、現地における体験・活動により、経済

学部生に必要な経済知識や異文化理解、語学力の向上に繋がる機会となり、所期の

目標は達成できている。【資料 A-1-18】 

・看護学部では、平成 26(2014)年度にアメリカにおいて海外医療セミナーを実施（隔

年）し、8 人が参加した。現地では、病院、高齢者福祉施設、薬局などの医療機関

を視察するとともに、アメリカで活躍する日本人看護師の講演を聴講するなど、日

本とは違った看護・保健・医療における実情を理解することができた。また、現地

の大学で看護職者を目指す学生と交流する機会があり、国際的な視野を養うことが

できた。【資料 A-1-19】 

・外国語学部では、語学力と国際感覚を磨くため、「海外留学制度」「海外語学実習」

「海外インターンシップ」「国際貢献実習演習」「ディズニー国際カレッジ・プロ

グラム」などの海外派遣プログラムを提供している。 

＜海外留学制度（外国語学部）＞ 

・平成 14(2002)年度から海外留学制度により、本学と協定を結ぶ海外大学の付属語学

学校へ年 2 回（前期・後期）派遣している。また、平成 27(2015)年度新設の英語プ

ロフェッショナルコース配属の学生は、2 年次以上における海外留学を必修として

いる。留学期間は、半年または 1 年間で、帰国後は留学先での学修状況に応じて 30

単位を限度に本学の卒業単位として認定している。留学期間は本学の在学期間とみ

なし、留学中の本学学費は在籍料のみの納入としている。【資料 A-1-20】【資料

A-1-21】 

・経済的な理由で海外留学が困難な学業成績優秀者に対しては、独立行政法人日本学

生支援機構が行う海外留学支援制度に毎年度申請し、留学費用の一部を奨学金とし

て支給している。さらに、海外留学を必修とする英語プロフェッショナルコースの

学生に対しては、本学の海外留学奨学金制度を利用した奨学金の支給により負担を

軽減している。【資料 A-1-22】【資料 A-1-23】 

・各留学先への派遣実績は表 A-1-2 のとおりである。 

 

      〔表 A-1-2 外国語学部 海外留学制度による長期派遣実績一覧〕 (単位：人) 

留学先 
平成 26（2014）年度 平成 27（2015）年度 

前期出発 後期出発 前期出発 後期出発 

ワシントン大学（アメリカ） 2 2 3 4 

アラバマ大学（アメリカ） 1 0 2 0 

ブリティッシュコロンビア大学（カナダ） 2 7 1 5 

サイモンフレーザー大学（カナダ） 2 0 0 0 

サザンクロス大学（オーストラリア） 5 1 5 4 

フリンダース大学（オーストラリア） 0 2 5 3 

オークランド大学（ニュージーランド） 1 0 3 2 

ロンドン大学（イギリス） 0 0 0 0 

サンウェイ大学（マレーシア）※ ― ― ― 5 

北京交通大学（中国） 0 0 0 0 

北京語言大学（中国） 4 0 2 0 

上海外国語大学（中国） 1 1 0 0 

グアナフアト大学（メキシコ） 0 2 0 2 
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留学先 
平成 26（2014）年度 平成 27（2015）年度 

前期出発 後期出発 前期出発 後期出発 

サラゴサ大学（スペイン） 3 4 2 4 

アリカンテ大学（スペイン） 2 0 0 3 

ストモ博士大学（インドネシア） 7 3 0 1 

マレーシア国民大学（マレーシア） 0 0 0 0 

計 30 22 23 33 

 

＜海外語学実習（外国語学部）＞ 

・毎年夏期と春期休暇中に、オーストラリア（サザンクロス大学）、中国（北京語言

大学・上海外国語大学）、スペイン（アリカンテ大学）等の各協定校において約 3

週間の語学実習を実施している。現地で生きた言葉を学び、自身の持つ語学力と海

外文化の知識等を再確認することで、勉学意欲の向上に繋がる機会となっている。

また、実習先での成績に基づき本学の単位として認定している。【資料 A-1-24】 

＜海外インターンシップ（外国語学部）＞ 

・アメリカ・ロサンゼルスにて、日系企業実習・ビジネス研修、公立小学校・幼稚園

でのアシスタントティーチャー、日系福祉施設での老人介護実習を約 3 週間体験す

るインターンシップを春休み期間に実施しており、受入れ先での成績に基づき本学

の単位として認定している。【資料 A-1-25】 

・台湾・松山空港の ANA 台北支店において、旅客取扱業務全般の実務や見学を通して

空港サービスを約 1 週間体験するインターンシップを夏休み期間に実施しており、

受け入れ先での成績に基づき本学の単位として認定している。【資料 A-1-26】 

＜国際貢献実習演習（外国語学部）＞ 

・フィリピン・ミンダナオにて、児童養護施設での実践型貢献実習とミンダナオ国際

大学での英語実習を通して、開発途上国への理解を深め、現場で使える語学力や働

くための総合力を身につける約 3 週間の実習を春休み期間に実施しており、受け入

れ先での成績に基づき本学の単位として認定している。【資料 A-1-27】 

＜ディズニー国際カレッジ・プログラム（外国語学部）＞ 

・アメリカ・バレンシア大学での留学とフロリダ・ウォルト・ディズニー・ワールド・

リゾートでのインターンシップを同時に体験できる約 5 カ月間におよぶプログラム

に参加している。インターンシップでは、スタッフとしてテーマパークの運営に携

わるアカデミックトレーニングを体験し、世界中から集まった多くの学生と共にホ

スピタリティの実践的教育を受ける。なお、インターンシップは有給であるため、

留学費用の軽減につながっている。また、バレンシア大学での取得単位は本学の卒

業単位として認定している。平成 27(2015)年度は、3 人の学生が選考を受け、うち

1 人が合格して同プログラムに参加している。【資料 A-1-28】 

・各実習先等への派遣実績は表 A-1-3 のとおりである。 
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〔表 A-1-3 外国語学部 海外語学実習等 派遣実績一覧〕       (単位：人) 

実習先等 
平成 26（2014）年度 平成 27（2015）年度 

夏期 春期 夏期 春期 

サザンクロス大学（オーストラリア） 17 ― 12 ― 

上海外国語大学（中国） 3 ― 0 ― 

アリカンテ大学（スペイン） ― 1 ― 1 

海外インターンシップ（アメリカ） ― 16 ― 4 

海外インターンシップ（台湾） 2 ― 2 ― 

国際貢献実習演習（フィリピン） ― 13 ― 13 

ディズニー国際カレッジ・プログラム   1（５カ月間） 0 

計 22 30 15 18 

 

《エビデンス資料》 

【資料 A-1-16】国際交流センター2016 年度海外派遣プログラム 

【資料 A-1-17】理工学部 2015 年度海外インターンシップ 

【資料 A-1-18】経済学部 2015 年度オーストラリア短期研修 

【資料 A-1-19】看護学部 2014 年度海外医療セミナー実施報告書 

【資料 A-1-20】摂南大学学生海外留学規定 

【資料 A-1-21】2015 年度外国語学部海外留学の手引 

【資料 A-1-22】「日本学生支援機構(JASSO)海外留学奨学金」受給希望者募集について 

【資料 A-1-23】摂南大学海外留学奨学金規定 

【資料 A-1-24】2015 年度海外語学実習募集要項・チラシ 

【資料 A-1-25】2015 年度海外インターンシップ in 米国 LA 募集チラシ 

【資料 A-1-26】2015 年度海外空港インターンシップ（台北・松山空港）募集要項 

【資料 A-1-27】2015 年度外国語学部シラバス（国際貢献実習演習） 

【資料 A-1-28】2015 年度ディズニー国際カレッジ・プログラム募集要項 

 

A-1-④ 外国語教育の充実 

・教務部では、全学生の英語力強化のため、年 4 回、TOEIC-IP テストを学内で実施

し、検定料の一部を補助している。平成 27(2015)年から引き続き平成 28(2016)年も

授業で習った英語力を試す機会として、「ランチタイムイングリッシュアワー（お茶

やランチを食べながら英会話を楽しむイベント）」を寝屋川キャンパスで週２回開催

している。会場にはネイティブ教員 2 人が常駐しており、英会話を通じて日本人学

生と交流を深めている。このほか学習支援センターで TOEIC 対策講座（週２回・5

月から）や英語試験対策講座（週１回）を実施している。 

・平成 27(2015)年新設のランチタイムイングリッシュアワーの利用者延人数は前期が

158 人、後期 118 人で、合計 276 人（週 1 回実施）であった。平成 28(2016)年同イ

ベントの利用者延人数は 178 人（4 月 27 日まで・週 2 回実施）であった。【資料

A-1-29】【資料 A-1-30】 

・理工学部では、全学科 1、2 年次生を対象に TOEIC-Bridge テスト（英語科目の上

位クラス履修者には TOEIC-IP テスト）を学内で実施し、受験料は大学で負担して



摂南大学 
 

91 

 

いる。 

・外国語学部では全年次対象に TOEIC-IP テストのほか、TOEFL、英検、中国語、ス

ペイン語、インドネシア語の各語学検定を年 2 回、学内で実施し、検定料を学部が

負担しているほか、留学派遣の学内選考基準等に適用している。 

 

《エビデンス資料》 

【資料 A-1-29】2015 年度行事予定表（学内 TOEIC、語学検定試験予定掲載） 

       TOEIC 実施状況 

【資料 A-1-30】ランチタイムイングリッシュアワー参加人数資料 

 

A-1-⑤ 入学者選抜における国際化への対応 

・平成 28(2016)年度公募制推薦入学試験Ｂ日程の外国語学部において、TOEIC や

TOEFL など、英語の外部試験で高い評価を受けている者を対象に入学者選抜上の特

別な配慮を行う「英語資格等保持者優遇制度」（いわゆる「みなし満点制度」）を導

入した。具体的には、「TOEIC（IP 不可）540 点以上」や「TOEFL[iBT]（ITP 不

可）55 点以上」など本学の定める条件を満たし、本制度の適用を希望する者には、

本学が独自に実施する適性検査「英語の基礎」の受験を免除し、満点と換算して合

否判定を行った。対象者（受験者）は 11 人（全員合格）であった。 

また、同Ｂ日程の一部の選抜方式（全学部対象）において、出身学校在学中に 6 カ

月以上の海外留学経験がある者や、外国語（英語・中国語・スペイン語・インドネ

シア語）の外部検定試験において、本学が定める一定以上の資格または点数を取得

している者に加点をする制度（推薦点：出身学校長の推薦書に記載の内容を点数化）

を設けている。対象者（受験者）は 375 人（内合格者は 138 人）であった。【資料

A-1-31】【資料 A-1-32】 

・AO 入試[自己推薦評価型]の外国語学部における第 1 次選考（書類選考）において、

「実用英語技能検定 準 2 級以上」や「TOEIC（IP 不可）400 点以上」などの外国

語（英語・中国語・スペイン語・インドネシア語）の外部試験において、本学が定

める一定以上の資格または点数を取得している者に対して、書類選考上の優遇措置

を行っている。対象者（受験者）は 12 人（全員合格）であった。【資料 A-1-32】 

【資料 A-1-33】 

・「外国人留学生入学試験」を実施しているが、本入学者選抜にかかる学生募集要項に

ついては、日本語の他に、英語表記によるものを別途作成し、双方を本学 HP で公

表した。【資料 A-1-32】【資料 A-1-34】 

・大学院入試において、グローバル化に対応すべく、秋入学入学試験を実施し、入学

時期の弾力化を図っている。受験者は 2 人（国際言語文化専攻のみ／2 人とも入学）

であった。【資料 A-1-35】 

・平成 27(2015)年 8 月には、ベトナム・ホーチミン市内に事務所（委託）を設け、本

学入学に関する相談や資料請求を現地で行える体制を整えた。【資料 A-1-36】 
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《エビデンス資料》 

【資料 A-1-31】2016 年度 摂南大学学生募集要項 

（公募制推薦入学試験、一般入学試験、大学入試センター試験利用入学試験） 

【資料 A-1-32】2016 年度 入試ガイド 

【資料 A-1-33】2016 年度 AO 入試リーフレット 

【資料 A-1-34】2016 年度 摂南大学学生募集要項（外国人留学生入学試験） 

【資料 A-1-35】2015 年度 摂南大学大学院学生募集要項＜秋入学入学試験＞ 

【資料 A-1-36】ベトナム・ホーチミンアウトソーシング契約書 

 

(3)A-1 の改善・向上方策（将来計画） 

①正規留学生に対する指導方法、経済支援制度の工夫・改善 

・正規留学生の指導に関して、奨学金の支給に成績基準を設けたことが、留学生の学

修意欲にある一定の範囲では良い影響をもたらしていると考えられる。留学生数の

増減は、経済支援の充実と相関性が高いため、今後は成績上位の学生に対する学内

奨学金の配分率を高く設定する方策を検討する。 

・正規留学生の就職支援については、平成 27(2015)年度よりも個別面談の機会を増や

す。 

②短期留学生受入れプログラムの充実 

・短期留学生の受入れ増進に関しては、日本語教育を柱に有償プログラムや協定校向

けプログラムを一層増やし、その実現のためのハード、ソフト環境を整える。例え

ば、平成 27(2015)年度中にプログラムの参加費用や出願方法等を整備、公表して、

システマティックに受入れできるようにする。 

③海外派遣プログラムの充実 

・派遣プログラムに関しては、海外協定校（協力校）の数を毎年増やし、交換留学等

の制度を整えることによって、できるだけ学生の経済的負担を少なくし、選択肢を

増やし、一人から参加できるプログラムを開発していく。 

・理工学部の海外インターンシップについては、参加学生の社会人基礎力及びグロー

バル人材の関する自己評価は高いが、「英語は話せる」の評価は低く、今後は海外に

出る前に英会話の指導に時間を充てる計画である。また、海外インターンシップの

受け入れ先の一つ、フィリピン・サンカルロス大学とは、将来的には交流協定締結

も視野に入れて協議を進めていく。 

・経済学部では、平成 27(2015)年度実施のオーストラリア研修により、学生の語学力・

自己表現力が強化でき、グローバル人材を育成するうえで効果的なプログラムであ

ったと評価できるため、今後も継続していく予定である。 

・外国語学部の海外インターンシップと国際貢献実習演習は、平成 27(2015)年度のカ

リキュラム改編により、パッケージプログラム科目に組み込まれることとなるため、

パッケージプログラム委員会を中心に担当教員間及び企画・運営業者と密に調整し、

円滑に開講できるよう取り組む。 

・看護学部では、海外医療セミナーへの参加を促進するために、平成 28(2016)年度よ

り新たな奨励金制度を計画中である。 
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・外国語学部のディズニー国際カレッジ・プログラムは、今後も１人でも多くの学生

が参加できるよう、担当教員を中心に学部全体でサポートしていく。 

④外国語教育の充実 

・教務部主催の「ランチタイムイングリッシュアワー」については、時間帯によって

参加人数にバラツキがあるため、学生が参加しやすい時間帯に調整する。また、枚

方キャンパスにおいても実施を予定している。 

⑤入学者選抜における国際化への対応 

・入試制度については入試部が中心となり、文部科学省の高大接続改革実行プラン〔平

成 27(2015)年 1 月 16 日〕等を踏まえ、大学個別の入学者選抜改革に引き続き取り

組んでいく。 

・グローバル化に対応するため、外国語の外部試験（4 技能）で高い評価を受けてい

る者に対する入学者選別上の特別な配慮（各種優遇制度）については、平成 29(2017)

年度入試から、対象入試・適用学部の拡大、対象資格・検定及び内容の見直し、さ

らに大学院入試における導入などを、入試部が中心となり過年度実績の検証を行い

ながら、全学を挙げて見直しを行っていく。 

 

【基準Ａの自己評価】 

・平成 26(2014)年度、平成 27(2015)年度は全ての正規留学生に成績優秀者として奨学

金を支給することができ、成績と経済支援を連動させた学修指導を確立している。 

・短期留学生に対し、留学生サポーター制度を導入するなど、留学生の生活面でのサ

ポートだけにとどまらず、一般学生との国際交流を促進する工夫をしている。 

・海外派遣では、学部の特性及び目的に沿って各種プログラムを提供しており、語学

力の向上や国際感覚を磨くための支援が充実している。 

・留学に行く学生のみならず、全学生に対して TOEIC-IP テスト検定料の一部補助を

実施、ランチタイムイングリッシュアワーを開催するなど、全学的な外国語教育の

充実を図っている。 

・入学者選抜においては、英語資格等保持者への優遇措置、本学が定める一定以上の

資格または点数に対する加点や優遇措置を行うなど国際化に対応するべく制度を構

築している。 

・よって、本学の使命・目的のとおり、グローバルかつローカルな視点に立ち、「地域

で学んだ知を世界に展開する」「世界で学んだ知を地域に還元する」ことができる人

材を育成している。 
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基準B．社会貢献・連携 

B-1 社会貢献・連携活動の適切性・有効性 

≪B-1 の視点≫ 

B-1-① 大学が持っている物的・人的資源の提供 

B-1-② 大学と企業・他大学との適切な関係の構築 

B-1-③ 大学と地域社会との協力関係 

 

(1)B-1 の自己判定 

 基準項目 B-1 を満たしている。 

 

(2)B-1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

B-1-① 大学が持っている物的・人的資源の提供 

本学は生涯教育の観点から、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。【資料 B-1-1】 

また、近隣の地域住民や小学校、中学校の授業等で使用するために臨時で本学施設

を貸与しているほか、地域住民や小・中学生対象に本学施設を活用した各種事業や行

事を開催している。平成 27(2015)年度における物的・人的資源の提供による主な取り

組みは、表 B-1-1 のとおりである。【資料 B-1-2】 

 

〔表 B-1-1 物的・人的資源の提供による取り組み[平成 27(2015)年度実績]〕 

事業名 開催月 開催場所 参加者数 

大阪中学生 

サマー・セミナー 

英語でこんなこともできる！！ 

～もっと使えるようになる 

1 日英語キャンプ～ 

7 月 寝屋川キャンパス 61 人 

看護の技術を覗いてみよう！ 

 ～人の自然な動きを利用する～ 
7 月 枚方キャンパス 11 人 

君のアイディアで大阪の街を育てよう！ 

 ～コンピュータで街づくり疑似体験～ 
8 月 寝屋川キャンパス 24 人 

あなたも社長！会社を経営してみよう！ 

 ～シミュレーション・ゲームで 

        パン屋の経営を体験～ 

8 月 寝屋川キャンパス 27 人 

法律ってなんだろう？ 

 ～模擬法廷を使って、裁判の話～ 
8 月 寝屋川キャンパス 14 人 

簡単な分光器を作って、光の強さと成分を

知ろう！ 
8 月 寝屋川キャンパス 4 人 

「遺伝子にきいてみよう！」 

 ～未来の薬剤師を知るために～ 
8 月 枚方キャンパス 17 人 
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事業名 開催月 開催場所 参加者数 

寝屋川市立石津小学校 3 年生 社会科見学会 4 月 寝屋川キャンパス 51 人 

教員免許状更新講習（14 講座） 8 月 寝屋川キャンパス 183 人 

英語教育フォーラム 10 月 寝屋川キャンパス 約 300 人 

寝屋川市立桜小学校６年生 摂南大学１日体験入学 3 月 寝屋川キャンパス 75 人 

スポーツ教室（テニススクール） 

9 月～

11 月 

（全 9 回） 

寝屋川キャンパス 43 人 

ラグビーフェスティバル 3 月 寝屋川キャンパス 約 1,600 人  

社会人学び直しセミナー（経営学部） 
1 月～ 

2 月 
寝屋川キャンパス 15 人 

薬草見学会 

4 月 

8 月 

10 月 

枚方キャンパス 139 人 

薬草染め等体験学習会 
5 月～ 

2 月 
枚方キャンパス 38 人 

 

さらに、上表以外においても自治体主催の各種事業へ教職員・学生を派遣するなど、

物的・人的資源を地域社会に提供している。具体的な取り組みは次のとおりである。 

・地域社会へ本学の知的・人的資源の情報を積極的に発信するため、研究者紹介冊子

である「全学シーズ集」を平成 21(2009)年に発刊し、平成 25(2013)年からは本学

HP から閲覧できる仕組みとした。【資料 B-1-3】 

・１年間（最長 2 年間）を通して、寝屋川キャンパス近隣の公立幼稚園、小・中学校

の授業や学校行事を学生が主体的にサポートする参加型学外活動を正課の授業科目

「地域連携教育活動」として開講。履修学生はのべ約 500 人に達し、受入れ校は寝

屋川市立幼稚園 1 園、小学校 6 校、中学校 3 校へと広がっている。 

・平成 23(2011)年度に、東日本大震災の甚大なる被害に対して「復興の力になりたい」

との学生の思いを尊重し、所定の条件により被災地復興のボランティア活動に参加

した学生に単位認定する教養特別講義「ボランティア活動」を開設した。現地での

活動学生数は、のべ 55 人に達している。 

・薬学部卒業生を含めた薬剤師の生涯学習の場として、公開講座を本学大阪センター

（大阪市北区）にて実施しており、平成 27(2015)年度における参加者数はのべ 824

人となっている。 

・連携協定を締結している、寝屋川市、枚方市、門真市には、各市が実施する市民向

け講座へ教員を派遣し、各市民の生涯学習の普及に尽力している。平成 27(2015)年

度の教員派遣状況は、表 B-1-2 のとおりである。 

 

 

 



摂南大学 
 

96 

 

〔表 B-1-2 本学からの講師派遣講座一覧[平成 27(2015)年度実績]〕 

事業名（派遣先） テーマ 講師派遣学部 派遣人数 

寝屋川市民大学 夏だけでない！冬の脱水にご注意を 看護学部 1 人 

ひらかた市民大学 

アクティブエイジング看護講座 

～回想法とコグニサイズで 

大脳を活性化させよう！～ 

看護学部 3 人 

かどま市民大学 
空き家の外部不経済とその対策及び

門真市の空き家の現状等について 
経済学部 1 人 

門真老人クラブ 運動による健康維持の方法について スポーツ振興センター 1 人 

 

《エビデンス資料》 

【資料 B-1-1】本学 HP 図書館「ご利用案内」 

〔トップページ＞教育施設＞図書館＞ご利用案内〕 

【資料 B-1-2】本学 HP「地域連携センター」 

〔トップページ＞地域貢献・社会連携＞地域連携センター〕 

【資料 B-1-3】本学 HP「全学シーズ集」 

〔トップページ＞地域貢献・社会連携＞地域連携センター＞全学シーズ集〕 

 

B-1-② 大学と企業・他大学との適切な関係の構築 

本学は以下に示すとおり、企業及び他大学とのネットワークを強化している。 

・産学官の連携を密にするため、本学 HP を通じて各教員の研究業績を照会できるよ

う、平成 23(2011)年度から「摂南大学研究業績検索システム」を導入した。各教員

が新しい業績データを入力すると翌日には反映され、最新の業績データが公開でき

る仕組みとなっている。【資料 B-1-4】 

・企業や他大学との共同研究は「学校法人常翔学園学外機関共同研究取扱規定」を整

備し運用方法と事務手続を明確化して、本学保有の知的財産保護と特許出願を積極

的に進めている。関西私立大学知的財産連絡協議会に会員大学として加盟している。

【資料 B-1-5】 

・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。

「オリックス・バファローズに学ぶ経済学」をテーマに、来場者増加に向けて、チ

ーム戦績やファンサービスなどの多様な要因を分析、検証するアクティブ・ラーニ

ングを経済学部にて展開し、学生の教育・指導における連携を図っている。 

・平成 23(2011)年 8 月に観光業界人材の育成及び地域活性化を目指し、藤田観光株式

会社と包括連携協定を締結し、経済学部を中心に長期インターンシップを実施して

いる。平成 27(2015)年度のインターンシップ参加者数は 27 人である。 

・平成 27(2015)年 3 月に地域社会の発展に資することを目的として、千島土地株式会

社と包括連携協定を締結し、地域創生にかかわる事業を相互に協力して実施するこ

ととした。同社が所有する不動産を活用した地域活性化事業への視察及び参画等を

計画している。 
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・平成 19(2007)年度に神戸親和女子大学と協定を結び、本学の中学校・高等学校教諭

免許取得を目指す学生を対象に、小学校教諭一種免許を取得できるプログラムを開

始し、さらに平成 21(2009)年度からは、幼稚園教諭一種免許を取得できるプログラ

ムも開始した。プログラム履修者数はのべ 60 人である。 

・大学コンソーシアム大阪に加盟し、加盟大学間での単位互換等を進めている。 

・和歌山大学を申請大学とする COC＋事業に参画しており、紀の国大学協議会に加盟

する大学及び和歌山県内企業との連携を図っている。 

 

《エビデンス資料》 

【資料 B-1-4】本学 HP「研究業績検索システム」 

〔トップページ＞教育研究＞研究支援＞研究業績検索システム〕 

http://gyoseki.ofc.setsunan.ac.jp/gyo_s/servlet/menu 

【資料 B-1-5】学校法人常翔学園学外機関共同研究取扱規定 

 

B-1-③ 大学と地域社会との協力関係 

本学は、平成 17(2005)年 10 月に寝屋川市との包括連携協定締結を機会に平成

18(2006)年 4 月に地域連携センターを設置し、地域連携事業は年々定着しており多く

の成果を挙げている。 

平成 19(2007)年 5 月には交野市、平成 21(2009)年 3 月には茨木商工会議所、平成

22(2010)年 3 月には寝屋川市の友好都市であるすさみ町（和歌山県）、同年 6 月には

葛城市経済倶楽部（奈良県）、平成 24(2012)年 7 月には枚方市、平成 25(2013)年 2 月

には門真市、同年 3月には大阪府枚方市土木事務所、同年 12月には北大阪商工会議所、

平成 27(2015)年 2 月には大阪府都市整備部とそれぞれ連携協定を締結し、社会貢献・

連携活動に積極的に取り組んでいる。主な地域社会との連携・協力事業は、表 B-1-3

のとおりである。【資料 B-1-6】 

 

〔表 B-1-3 本学と地域社会との連携・協力事業一覧[平成 27(2015)年度実績]〕 

事業名 連携先 開催月 開催場所 参加者数 

池田中町水路清掃 
池田中町自治会 

及び周辺の企業 
4 月 池田中町地域 29 人 

避難所運営訓練「ＨＵＧ」 
寝屋川市立 

第八中学校 
6 月 

寝屋川市立 

第八中学校体育館 
約 170 人 

実践型防災教育キャンプ 

交野プロジェクト 
交野市 6 月 

交野市立 

第四中学校体育館 
約 30 人 

中学生理科セミナー 交野市 6 月～1 月 
交野市立第四中学

校または摂南大学 
約 30 人 
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事業名 連携先 開催月 開催場所 参加者数 

寝屋川市立桜小学校 

「臨海学校」サポート活動 

寝屋川市立 

桜小学校 
7 月 

夕日ヶ浦浜詰 

海水浴場 
約 75 人 

親子で学ぶパソコン講習会 交野市 8 月 寝屋川キャンパス 19 人 

砂子校区夏祭り 門真市 8 月 砂子小学校 約 1,500 人 

古川橋小学校防災ワークショップ 門真市 8 月 古川橋小学校 27 人 

国際教養セミナー 
大阪市立住まい 

情報センター 
8 月 

大阪市立住まい 

情報センター 
約 250 人 

理工学部地域連携フォーラム 奥野晴明堂 11 月 寝屋川キャンパス 約 70 人 

国際理解教育活動 

「外国語コミュニケーション英語」 

大阪府立とりかい

高等支援学校 

12 月・2 月 

3 月 

大阪府立とりかい

高等支援学校 
95 人 

 

この他にも、地域社会との連携・協力関係を構築する事業を積極的に展開している。

具体的な取り組みは次のとおりである。 

・枚方キャンパスにて開催する摂友祭では、連携と協力に関する協定を締結している

枚方公済病院、枚方市保健所ならびに大阪府赤十字血液センターの協力を得て、心

肺蘇生法講習会、感染症予防啓発展示や献血コーナーを設置するなど、地域住民へ

の医療に関する知識の提供を行っている。また、摂友祭会場内に募金箱を設置し、

チャイルド・ケモ・ハウス（小児がん専門治療施設）の活動を支援している。その

ほか、近隣薬局薬剤師の協力による健康相談、薬の相談会、肌診断などを行う「健

康フォーラム」を開催している。 

・平成 28(2016)年 3 月に、枚方市内にある 5 つの公的病院や 3 つの医系大学など、健

康と医療に関わる社会資源を最大限活用し、市民の健康増進や地域医療のさらなる

充実を目指す健康医療都市ひらかたコンソーシアムの連携事業として、枚方市保健

所との共催により「くすりと日常生活について」をテーマにした膠原病講演会を開

催した。 

・平成 27(2015)年 7 月に、京都府八幡市における地震、台風等の災害発生時、被災者

の安全確保や生活復興等の災害対策を迅速に推進するため、防災協力体制に関する

協定を締結した。 

・本学が立地する北河内地域や平成 22(2010)年 3 月に包括連携協定を締結した和歌山

県すさみ町を活動フィールドとして、地域住民や小・中学生との繋がりを形成し、

学生が持つ力や個性を生かして、地域経済の活性化や地域問題の解決に貢献すべく、

「摂南大学 PBL プロジェクト」を積極的に展開している。平成 27(2015)年度の活

動プロジェクトは、表 B-1-4 のとおりである。【資料 B-1-7】 
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〔表 B-1-4 「摂南大学 PBL プロジェクト」一覧[平成 27(2015)年度実績]〕 

プロジェクト名 連携先 履修者数 

ミニ鉄道プロジェクト 寝屋川市、毎日放送 など 13 人 

過疎地域におけるグリーンエネルギー活用 

プロジェクト 

すさみ町役場、ＮＰＯ法人魅来づく

りわかやま など 
10 人 

寝屋川市における環境学習支援と淀川水系におけ

る流域連携プロジェクト 

寝屋川市池の里市民交流センター、

淀川愛好会 など 
7 人 

すさみ町における過疎地域活性化支援 

プロジェクト 

すさみ町役場、ＮＰＯ法人魅来づく

りわかやま など 
15 人 

寝屋川市と米国ニューポートニューズ市の姉妹都

市交流支援プロジェクト 
ＮＰＯ法人寝屋川市国際交流協会 15 人 

大学から地域へ、そして、世界を目指す 

－ベンチャービジネスへの挑戦－ 

寝屋川市、枚方市、門真市、 

茨木市 など 
34 人 

「まちおこし・自分おこし」 年間を通じた地域 

イベントへの参加による地域経営感覚の醸成 

寝屋川市、枚方市、門真市、 

茨木市 など 
20 人 

こども株式会社の設立と経営 北大阪商工会議所青年部 8 人 

交野市の活性化 交野市企画財政部 など 24 人 

紙芝居ボランティアプロジェクト 寝屋川市、門真市 など 6 人 

子供たちのスポーツ活動の活性化を目指した地域

貢献プロジェクト 
寝屋川市教育委員会 10 人 

地域在住高齢者の認知機能低下の遅延を目指した 

運動・社会交流 
枚方市地域支援包括センター など 10 人 

 

・平成 26(2014)年 10 月に和歌山県が進める「大学のふるさと」事業の主旨に賛同し、

和歌山県すさみ町と「大学のふるさと」協定を締結。和歌山県由良町との間にも同

協定を締結し、地域活動を展開している。 

すさみ町では、「イノブータン王国建国 30 周年祭」や「忍者キャンプ in すさみ」

などの各種イベントの開催にかかる企画及び運営支援を実施しているほか、佐本地

区における「なんでもやる隊」活動として高齢者宅訪問などに取り組んでいる。 

由良町では、本学短期留学生と由良中学校生徒との交流活動や「第 26 回元気ゆら！

ふるさとフェスティバル」等の各種町内イベントでの吹奏楽部による演奏など、地

域貢献活動を展開している。また、平成 27(2015)年 8 月には、高齢者の健康づくり

サポートを目的とし、地域医療研究センターによる「健康フォーラム」を開催。生

活習慣病をテーマとした講演のほか、町内の健康調査活動や衣奈地区での認知症予

防運動を実施した。 

 「大学のふるさと」協定にかかる主な取り組みは、表 B-1-5 のとおりである。 

 【資料 B-1-6】 
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〔表 B-1-5 「大学のふるさと」協定事業一覧[平成 27(2015)年度実績]〕 

事業名 連携先 開催月 開催場所 参加者数 

イノブータン王国建国 30 周年祭 すさみ町 5 月 すさみ町内 約 20,000 人 

佐本川柱松祭り すさみ町 8 月 すさみ町内 約 100 人 

忍者キャンプ in すさみ すさみ町、交野市 8 月 
旧町立佐本小

学校 
約 80 人 

キイジョウロホトトギス祭り すさみ町 10 月 すさみ町内 約 500 人 

なんでもやる隊 すさみ町 2 月 すさみ町佐本 約 200 人 

いきいきふれ愛まつり すさみ町 3 月 すさみ町内 約 500 人 

由良中学校生徒との交流活動 由良町 4 月 由良中学校 約 65 人 

第 26 回元気ゆら！ 

ふるさとフェスティバル 
由良町 6 月 白崎海洋公園 約 5,000人 

由良町第２回健康フォーラム 由良町 8 月 由良町内 約 65 人 

インバウンド観光モニターツアー 由良町 11 月 由良町内 27 人 

アクティブエイジング看護講座 

－認知症予防運動－ 
由良町 3 月 

由良町 

衣奈地区 
17 人 

 

《エビデンス資料》 

 【資料 B-1-6】本学 HP「地域連携センター」 

〔トップページ＞地域貢献・社会連携＞地域連携センター〕 

【資料 B-1-7】PBL プロジェクト 2015 年度 活動報告書 

 

(3)B-1 の改善・向上方策（将来計画） 

・今後は、実践型地域志向教育を導入することにより、学生及び教職員の社会貢献の

意識を醸成し、社会貢献活動への支援体制を強化する。 

・現在取り組んでいる、様々な社会貢献・連携活動を深化させ、一層の地域貢献に寄

与する。 

・これまで地域・社会貢献活動を積極的に取り組んできた実績を踏まえ、今後は「地

域総合研究所」及び「地域医療研究センター」を拠点とした社会連携・地域医療へ

の貢献に着手する。 

 

［基準 B の自己評価］ 

・地域住民や小・中学生を対象とした本学施設での各種事業や行事、また、自治体主

催の各種事業への本学学生・教職員の派遣等、本学の物的・人的資源を社会に還元

している。 

・企業・他大学との関係の構築、地域社会との協力関係の構築にも積極的に取り組ん

でおり、社会貢献に対する本学学生・教職員の意識向上を図っている。 

・よって、本学の使命・目的のとおり、文理に幅広い総合大学の利点を生かした研究・

教育、地域との連携を推し進め、時代と地域が求める人材を育成している。 
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【資料 3-1-10】 摂南大学第Ⅱ期中期目標・計画(2013～2017年度)【2015年度評価】  

【資料 3-1-11】 学校法人常翔学園2016年度事業計画 【資料F-6】と同じ 

【資料 3-1-12】 学校法人常翔学園2015年度事業報告書 【資料F-7】と同じ 

【資料 3-1-13】 組織規定  

【資料 3-1-14】 事務分掌規定  

【資料 3-1-15】 エネルギー管理規定  

【資料 3-1-16】 エネルギー管理規定施行細則  

【資料 3-1-17】 摂南大学人権侵害防止委員会規定  

【資料 3-1-18】 学園HP「事業報告書・財務状況」（http://www.josho.ac.jp/data/outline.html）  

【資料 3-1-19】 学園広報誌「FLOW」No.65（19ページ）   

3-2 理事会の機能 

【資料3-2-1】 学校法人常翔学園寄附行為 【資料F-1】と同じ 

【資料3-2-2】 理事会出席状況 【資料F-10】と同じ 

3-3 大学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップ 

【資料3-3-1】 摂南大学学則 【資料F-3】と同じ 

【資料3-3-2】 摂南大学部長会議規定 【資料2-1-5】と同じ 

【資料3-3-3】 摂南大学大学院学則 【資料F-3】と同じ 

【資料3-3-4】 摂南大学大学院委員会規定 【資料2-1-9】と同じ 

【資料3-3-5】 
各学部教授会規定 

（理工学部、外国語学部、経営学部、薬学部、法学部、経済学部、看護学部）  

 

【資料3-3-6】 
大学院各研究科委員会規定 

（薬学研究科、理工学研究科、経済経営学研究科、法学研究科、国際言語文化研究科、看護学研究科） 
【資料2-1-10】と同じ 

【資料3-3-7】 職制に関する規定  

3-4 コミュニケーションとガバナンス 

【資料3-4-1】 経営会議規定  

【資料3-4-2】 中高大連携教育推進委員会規定  

【資料3-4-3】 中高大連携教育推進委員会委員  

【資料3-4-4】 2016年度 内部監査計画書  

【資料3-4-5】 監事監査規定  

【資料3-4-6】 評議員会出席状況 【資料F-10】と同じ 

【資料3-4-7】 2016年度理事長指針  

【資料3-4-8】 2016年度 摂南大学学長方針  

【資料3-4-9】 摂南大学改革プラン2016   

3-5 業務執行体制の機能性 

【資料3-5-1】 組織規定 【資料3-1-13】と同じ 

【資料3-5-2】 事務分掌規定 【資料3-1-14】と同じ 

【資料3-5-3】 任用規定 【資料2-8-1】と同じ 
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【資料3-5-4】 事務職員任用基準  

【資料3-5-5】 医療職員任用基準  

【資料3-5-6】 事務系職員人事評価規定  

【資料3-5-7】 平成27年度監査報告書 【資料F-11】と同じ 

【資料3-5-8】 人材育成の枠組みと事務職員の研修支援について   

3-6 財務基盤と収支 

【資料3-6-1】 摂南大学第Ⅱ期中期目標・計画（2013～2017年度）（財務）  

【資料3-6-2】 学園HP「事業報告書・財務状況」(http://www.josho.ac.jp/)  

【資料3-6-3】 資金運用規定  

3-7 会計 

【資料3-7-1】 予算編成規定  

【資料3-7-2】 予算執行規定  

【資料3-7-3】 決算規定  

【資料3-7-4】 監事監査規定 【資料3-4-5】と同じ 

【資料3-7-5】 内部監査規定  

【資料3-7-6】 監事報告書  

 

基準 4．自己点検・評価 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

4-1 自己点検・評価の適切性 

【資料4-1-1】 
本学HP「自己点検評価書」 

〔トップページ＞大学紹介＞自己点検・評価への取り組み〕  

 

【資料4-1-2】 第Ⅱ期中期目標・計画 

【資料3-1-8】 

【資料3-1-9】 

【資料3-1-10】と同じ 

【資料4-1-3】 摂南大学改革プラン2016 【資料3-4-9】と同じ 

【資料4-1-4】 JABEE認定  

【資料4-1-5】 
本学HP「薬学教育評価 自己評価書」 

〔トップページ＞大学紹介＞自己点検・評価への取り組み〕  

 

【資料4-1-6】 摂南大学評価委員会規定  

4-2 自己点検・評価の誠実性 

【資料4-2-1】 本学HP「情報の公表」〔トップページ＞大学紹介＞情報の公表〕   

【資料4-2-2】 摂南大学IRセンター規定  

【資料4-2-3】 
本学HP「自己点検・評価報告書」 

〔トップページ＞大学紹介＞自己点検・評価への取り組み〕  

 

4-3 自己点検・評価の有効性 

【資料4-3-1】 
本学HP「自己点検・評価報告書」 

〔トップページ＞大学紹介＞自己点検・評価への取り組み〕  

 

 

基準A．国際交流 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

A-1 大学の「国際化」の推進 

【資料 A-1-1】 摂南大学国際化戦略  

【資料 A-1-2】 外国人留学生在籍者数一覧（2016 年 5 月 1 日現在）  

【資料 A-1-3】 2016 年度事務連絡会＜抜粋＞  

【資料 A-1-4】 平成 27(2015)年度留学生対象就職ガイダンス資料＜抜粋＞  
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【資料 A-1-5】 
本学 HP「就職サポート体制」 

〔トップページ＞就職・キャリア＞就職サポート体制〕  

 

【資料 A-1-6】 外国人留学生対象求人  

【資料 A-1-7】 2015 年度留学生と小中高生との交流実績について  

【資料 A-1-8】 2015 年度外国人日本語スピーチコンテスト資料  

【資料 A-1-9】 2016 年度国際交流委員会構成員  

【資料 A-1-10】 平成 27(2015)年度外国人留学生学内奨学金資料  

【資料 A-1-11】 本学 HP 各種奨学金〔トップページ＞国際交流＞留学生・帰国生徒〕  

【資料 A-1-12】 平成 27(2015)年度学外奨学金給付実績一覧  

【資料 A-1-13】 平成 27(2015)～28(2016)年度短期留学生受入数一覧  

【資料 A-1-14】 2016 年度摂南大学渡航前準備ハンドブック（交換留学生用）   

【資料 A-1-15】 交換留学生事務連絡会＜抜粋＞  

【資料 A-1-16】 国際交流センター2016 年度海外派遣プログラム  

【資料 A-1-17】 理工学部 2015 年度海外インターンシップ  

【資料 A-1-18】 経済学部 2015 年度オーストラリア短期研修  

【資料 A-1-19】 看護学部 2014 年度海外医療セミナー実施報告書  

【資料 A-1-20】 摂南大学学生海外留学規定  

【資料 A-1-21】 2015 年度外国語学部海外留学の手引  

【資料 A-1-22】 「日本学生支援機構(JASSO)海外留学奨学金」受給希望者募集について  

【資料 A-1-23】 摂南大学海外留学奨学金規定  

【資料 A-1-24】 2015 年度海外語学実習募集要項・チラシ  

【資料 A-1-25】 2015 年度海外インターンシップ in 米国 LA 募集チラシ  

【資料 A-1-26】 2015 年度海外空港インターンシップ（台北・松山空港）募集要項   

【資料 A-1-27】 平成 27(2015)年度外国語学部シラバス（国際貢献実習演習）  

【資料 A-1-28】 2015 年度ディズニー国際カレッジ・プログラム募集要項   

【資料 A-1-29】 2015 年度行事予定表 (学内 TOEIC、語学検定試験予定掲載)、TOEIC 実施状況  

【資料 A-1-30】 ランチタイムイングリッシュアワー参加人数資料   

【資料 A-1-31】 
2016 年度 摂南大学学生募集要項 

（公募制推薦入学試験、一般入学試験、大学入試センター試験利用入学試験） 
【資料F-4】と同じ 

【資料 A-1-32】 2016 年度 入試ガイド 【資料2-1-1】と同じ 

【資料 A-1-33】 2016 年度 AO 入試リーフレット 【資料2-1-3】と同じ 

【資料 A-1-34】 2016 年度 摂南大学学生募集要項（外国人留学生入学試験） 【資料F-4】と同じ 

【資料 A-1-35】 2015 年度 摂南大学大学院学生募集要項＜秋入学入学試験＞  

【資料 A-1-36】 ベトナム・ホーチミンアウトソーシング契約書  
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基準B．社会貢献・連携 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

B-1 社会貢献・連携活動の適切性・有効性 

【資料 B-1-1】 
本学 HP 図書館「ご利用案内」 

〔トップページ＞教育施設＞図書館＞ご利用案内〕  

 

【資料 B-1-2】 
本学 HP「地域連携センター」 

〔トップページ＞地域貢献・社会連携＞地域連携センター〕  
 

【資料 B-1-3】 

本学 HP「全学シーズ集」 

〔トップページ＞地域貢献・社会連携＞地域連携センター＞全学シーズ集〕 

http://www.setsunan.ac.jp/chiiki-kouken/chiiki/ 

 

【資料 B-1-4】 
本学 HP「研究業績検索システム」 

〔トップページ＞教育研究＞研究支援＞研究業績検索システム〕  
 

【資料 B-1-5】 学校法人常翔学園学外機関共同研究取扱規定  

【資料 B-1-6】 
 本学 HP「地域連携センター」 

〔トップページ＞地域貢献・社会連携＞地域連携センター〕  
 

【資料 B-1-7】 PBL プロジェクト 2015 年度 活動報告書 【資料2-2-9】と同じ 

 


