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公私立大学等の設置認可に係る審査意見

平成30年度開設予定の大学等の認可申請のうち、今回、大学設置・学校法人審議会より判定を「可」と
する答申がなされた案件に係る審査の過程において大学に伝達した意見（※）は以下のとおりです。

第一次専門審査（本年5月）及び第2次専門審査（本年8月）における意見

平成30年度開設予定の大学等の設置に係る学校法人の寄附行為（変更）
の認可に関する審査意見



区分 大学・学部等名

私立 日本ウェルネススポーツ大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　スポーツプロモー
ション学部
　　スポーツプロ
モーション学科

１． 　養成しようとする人材については、既設の通信教育課程と同
様の「スポーツコーディネーター」としているが、具体的にどのよ
うな素養を身につけ、どのような場で活躍する人材を想定して
いるのか極めて不明確である。また、スポーツコーディネーター
を養成するために、「スポーツプロモーション学」を教育研究す
るとしているが、どのような学問領域を指しているかについても
極めて不明確である。ついては、以下の観点について説明し、
申請書類を適切に改めること。
（１）ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーを明示し、養成
しようとする人材像と３つのポリシーの対応関係を明確にする
こと。
（２）通信教育課程における学生の就職実績を示すなど、当該
人材について社会的な需要があることを客観的根拠に基づい
て説明すること。
（３）貴学の考える「コーディネーター」とはどのような知識や技
術を習得した者であるのかについて、「育成すべきスポーツ指
導の専門的能力」を含めて明確にし、卒業後の進路として示し
ている各種コーディネーターに必要な資質と整合していることを
明確にすること。
（４）「スポーツプロモーション学」が、貴学の教育課程において
どのような科目構成のもとに構築されているのか具体的に説明
すること。

是正意見

２． 　学生確保の見通しの客観的な根拠として示した高校生アン
ケート調査について、「受験したいと思う」よりも「入学したい」と
いう回答が上回っており、調査結果の信頼性に疑義がある。こ
のため、集計結果を見直し、定員に見合った需要があることを
改めて説明するか、他の客観的な根拠に基づき説明すること。
また、貴学の競合校（全国的な状況、近隣の状況）における定
員充足状況などの客観的なデータが示されておらず、定員充
足の根拠となる客観的なデータが著しく不足している。このた
め、貴学と同系統の学科を設置する競合校の入学志願状況等
を分析するなど、学生確保の見通しがあることを改めて説明す
ること。

是正意見

【教育課程等】

３． 　提示されたシラバスについて、以下の不備が見受けられるこ
とから全般的に見直すこと。また、「スポーツプロモーション論
概論」及び「スポーツコーディネーション論概論」のシラバスを提
出すること。
（１）１～３回分の授業内容をまとめて記載するなど、各回の授
業内容が不明確なものがあるため、各回の内容を学生にもわ
かるように具体的に説明すること。
（２）成績評価の仕方が全科目同一の方法である。科目の授業
形態や特性により、評価方法が異なるものがあると思われるこ
とから、必要に応じて見直すこと。
（３）配当年次が示されていないため、明確にすること。

改善意見

平成３０年度開設予定大学等　審査意見（第一次）

審査意見（第一次）
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４． 　「生涯スポーツコース」と「トップスポーツプロモーションコー
ス」の2コース制を計画しているが、全て選択科目で構成とされ
ており、コース必修科目が示されておらず、体系的な教育課程
が編成されているとは思われないため、必修・選択の別を明確
にするなど教育課程を適切に見直すこと。

是正意見

５． 　養成しようとする人材像を実現するためには、学外における
実習を通して「スポーツプロモーション」に関する知識や技術を
習得する必要があると思われるため、実習科目を充実させるこ
と。

改善意見

６． 　取得可能な資格に教員免許が含まれていないにも関わらず、
卒業後の進路の一つとして「学校・教育機関の体育関係教職
員」を挙げており、書類の整合性が取れていないため、適切に
改めること。

改善意見

７． 　入学者選抜方法について、「就学に必要な学力」を学力試験
１科目（国語もしくは英語）により測ることができるのか不明確
であるため、１科目のみで十分測定可能であることを説明する
か、試験科目を見直すこと。また、既設の通信教育課程では、
受験者数と合格者数が開設後毎年同数となっており、入学者
選抜が十分機能しているとは思われない。通信教育課程の現
状を踏まえ、通学課程においてどのように改善する方針である
のかについても説明すること。

改善意見

８． 　共通科目の教養系科目については、人文学系や自然科学系
と比して社会科学系の科目を多く配置しているが、「広く基礎教
養を習得」するための科目配置となっているかについて、貴学
の考え方を改めて説明すること。

要望意見

【教員組織等】

９． 　教員の年齢構成が高齢に偏っていることから、教育研究の継
続性を踏まえ、若手教員の採用計画など教員組織の将来構成
を明確にすること。

改善意見

【名称、その他】

10 　スタッフディベロップメント（大学の教育研究活動等の適切か
つ効果的な運営を図るため、大学職員に必要な知識・技能を
習得させるとともに、必要な能力及び資質を向上させる研修
等）に関する取組みについて明確にすること。

是正意見
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11. 　貴学の教育課程を踏まえれば、運動生理学や栄養学に関す
る実習用の施設や設備が必要と思われるが、当該施設・設備
が十分備わっているか不明確であるため、具体的に説明する
こと。

改善意見

12. 　申請書類において、誤記載等書類の不備が多数みられるこ
とから、以下の点を中心に書類全般を見直すこと。
（１）教育課程等の概要について、授業形態欄に講義と演習な
ど２区分に○をつけている。また、卒業要件欄の記載につい
て、専門専攻科目の履修方法が不明確である。
（２）授業科目の概要のうち、オムニバス科目の回数が不明確
である。
（３）校地校舎等の図面が不鮮明であり、各校舎や運動場の配
置状況が不明確である。
（４）専任教員予定者について、本学以外に従事する職を持つ
ものが３名いるとあるが、教員名簿に適切に反映されていな
い。

改善意見
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区分 大学・学部等名

私立 日本ウェルネススポーツ大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　スポーツプロモーション
学部
　　スポーツプロモーション
学科

１． ＜第一次審査意見１、４の回答について＞
養成しようとする人材像である「スポーツコーディネーター」につ
いてどのような素養を身につけ、どのような場で活躍する人材
を想定しているか等の説明を求めたが、未だ不明な部分があ
るため、以下の点について改めて具体的に説明すること。
（１）「スポーツコーディネーター」について社会的な需要に関す
る説明を求めたが、文部科学省における調査報告書の説明が
大部分を占めており、客観的な根拠の説明としては不十分であ
る。また、「スポーツコーディネーターの役割が具体的な職務と
なりつつある」「将来的にはスポーツコーディネーターという役
職を置くことも考えてほしい」といった説明だけでは、当該人材
に対する具体的な需要を説明したことにはならない。さらに、通
信教育課程の就職実績は示されたが、「スポーツコーディネー
ター」とは全く関連がないと思われる職種が含まれており、雇用
形態も明確になっていないことから、高校卒業後すぐに入学す
る学生が大半を占めると思われる通学課程において、就職先
等進路の見通しが非常に不透明である。このため、通信教育
課程の卒業生に占める年度別の就職状況を雇用形態別に明
示したうえで、企業・関係機関等への貴学科で学んだ学生に関
する採用意向調査等をはじめとした客観的なデータを用いて、
当該人材に対する入学定員に見合った地域的かつ社会的な需
要が見込まれることを改めて説明すること。

是正意見

（２）養成しようとする人材像と３つのポリシーとの対応関係の
説明を求めたが、カリキュラムポリシーの「現場経験を生かした
具体的な内容を実践的に学ぶ」科目をはじめとして、どのような
考え方に基づきカリキュラムポリシーを策定したのか不明であ
るため、カリキュラムマップ又はカリキュラムツリーを作成した
上で、養成しようとする人材像に見合った教育課程が体系的に
編成されていることを改めて説明すること。

（３）「生涯スポーツコース」と「トップスポーツプロモーションコー
ス」のそれぞれにつき、２科目を必修科目とすると説明している
が、設置の趣旨等を記載した書類Ｐ.12で示している図解と整合
しているのか不明である。図解では、各コースにおいて多数の
論点を示していることから、必修科目を当該2科目のみとする
趣旨を改めて説明するか、教育課程を適切に見直すこと。その
際、「ヘルスプロモーション論特講Ⅰ」を必修科目とするのであ
れば、「ヘルスプロモーション論概論」についても必修科目とし
て開講すること。

（４）「生涯スポーツコース」と「トップスポーツプロモーションコー
ス」という２つのコース別に教育課程が編成されていることか
ら、養成しようとする「スポーツコーディネーター」に違いが生じ
るものと思われるが、図解では共通の能力のみが養成される
かのような説明がなされており、身につけられる能力の違いが
不明である。ついては、それぞれのコースでどのようなコーディ
ネート能力あるいはプロモーション能力を身につけることが可
能なのかについて、教育内容や教育方法にも触れながら具体
的に説明すること。

平成３０年度開設予定大学等　審査意見（第二次）

審査意見（第二次）
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【教育課程等】

２． ＜第一次審査意見３の回答について＞
シラバスについては不備があるため全般的な見直しを求めた
が、以下の点について書類間の不整合や不明瞭な記載がみら
れるため、改めてシラバス全般を見直すこと。
（１）オムニバス科目について、各コマにおける教員の担当部分
が不明であるため、明示すること。
（２）「問題解決力思考法」と「思考力開発法」の到達目標や授
業内容のうち一部のコマが同一であり、異なる科目として配置
することは不適切であるため、到達目標や授業内容を適切に
見直すこと。
（３）「生涯スポーツプロモーション論演習Ⅱ」や「トップスポーツ
プロモーション論特講Ⅱ」など、授業科目の概要と授業内容が
かい離していると思われる科目があるため、シラバスを適切に
見直すこと。

改善意見

３． ＜第一次審査意見５の回答について＞
「スポーツプロモーション論実習」については４名の教員が担当
する計画だが、実習先との連絡・連携体制が不明確であり、本
学の教員がどのように実習に関わるのかを具体的に説明する
こと。

改善意見

４． ＜第一次審査意見６の回答について＞
「学校・教育機関のスポーツ関係職員」は、どのような業務を行
う職員なのか不明確であるため、具体的な業務内容を説明す
ること。

改善意見

５． ＜第一次審査意見７の回答について＞
推薦入試については、８月以降随時実施するとあるが、認可前
の８月とすることは不適切であり、入試時期についても不明確
である。このため、申請書類を適切に見直し、現在想定してい
る実施時期を説明すること。

改善意見

【教員組織等】

特になし。

【名称、その他】

６． ＜第一次審査意見１１の回答について＞
運動生理学や栄養学に関する実習用の施設や設備が十分備
えられているかどうかの説明を求めたが、「骨密度、体組成、運
動量等の計測機器を配置」とあるだけで、具体的な機器の名称
や台数等が不明確なため、教育内容定員に見合った機器が備
えられているかについて具体的な根拠に基づき説明すること。

改善意見

７． ＜第一次審査意見１２の回答について＞
時間割について、トップスポーツプロモーションコースの学生用
の時間割が添付されていないため、使用教室を明らかにした
上で提出すること。

改善意見

- 5-



８． ＜実地審査時の指摘に対する回答について＞
図書館の管理・運営方法を抜本的に見直すとあるが、実地審
査時に確認した限りでは、学生が実際に学修を進める際の使
用に耐えられるような蔵書が確保されているとは言えない。こ
のため、改めて図書の状況を確認し、教育課程の実施に支障
が生じないよう一般・専門図書を充実させること。

改善意見
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区分 大学・学部等名

私立 目白大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　メディア学部
　　メディア学科

１． 本学科で設定している５つの分野において、それぞれ修得させ
る能力が不明確である。各分野で教育研究対象とする中心的
な学問及び修得できる能力を明確にし、当該能力が大学で修
得するものとして相応しいものであることを説明すること。また、
各分野の教育課程において、その能力を修得できる科目が体
系的に配置されていることを説明すること。

是正意見

【教育課程等】

２． 学位の分野に社会学を含んでいるが、メディアと社会の関係を
学修できる理論的な科目（例えば、「メディア社会学」や「消費
社会論」等）が配置されておらず、教育課程の体系性に問題が
ある。また、社会とメディアに関する専門の教員が配置されて
いないことも不十分である。これらのことから、既設の社会情報
学科との違い（目的や教育内容）を明確にした上で、社会とメ
ディアの関係を学修する科目を配置すること。なお、当該科目
は、主要な科目と位置付けられることから、専任の教授又は准
教授を配置すること。

是正意見

３． 学位の分野に美術を含んでいるが、美術に関する基礎造形的
な科目が配置されておらず、教育課程の体系性に問題があ
る。美術が含まれるとのことであれば、次の点に留意しつつ、
申請書を修正するか、必要に応じて学位の分野を見直すこと。

是正意見

（１） 「メディア学」に対する定義を明確に示した上で、この知識
を修得するための教育課程において、美術関係の科目が体系
的に配置されていることを、科目構成や履修順序にも触れなが
ら示すこと。

（２） 「メディア」という言葉の定義は広く、「学士（メディア学）」と
する学位名称が本教育課程を適切に表したものとなっているか
不明であるため、適切な学位名称であることについて改めて説
明すること。その際、これらの５つの分野で学修する深度ととも
に、期待される能力を明らかにすること。

（３） 本学部の基盤的科目として位置付けられる「学部基礎科
目」区分にある全４科目分のシラバスを提出すること。

平成３０年度開設予定大学等　審査意見（第一次）

審査意見（第一次） 警告
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４． 「イベント・広告プランニング分野」等５つの分野を設定している
が、５分野と学部基礎科目、学部基幹科目との関係が不明確
であり、かつ、教育課程の体系性の観点から、理論的な内容を
修得する科目が不足していると思われる。学部基礎科目、学部
基幹科目と５分野の科目の関係性を明確にし、体系的な教育
課程であることを説明するか、必要に応じて５分野の基幹とな
る理論的な科目を配置するなど、体系性のある教育課程に修
正すること。また、卒業要件、卒業研究の実施方法について、
各分野の違いを踏まえて明確に説明すること。

是正意見

５． インターンシップは担当教員が２０名配置されており、重要な位
置づけと考えられるが、運営体制が不明確である。担当教員の
決め方、担当教員の関わり方、単位認定の仕組み、評価基
準、事前・事後を含めた指導体制などの具体的な方法が十分
に説明されていないことから、実習先の確保の状況と合わせ
て、改めて明確に説明すること。

改善意見

６． 映像の制作や社会調査において、倫理やモラルは重要な事項
であるため、これら関する倫理やモラルを学ぶことができる科
目を充実すること。

改善意見

７． 「メディア実践演習１～４」は、必修科目であり、本学科の中核
となる科目と考えられるが、その実現性が不明確であることか
ら、以下の点を明確にすること。

改善意見

（１）「メディア実践演習」の企画プログラムと学生が選択する２
つの分野の関連が不明確である。学生が選択した分野が企画
プログラムにどのように影響するのか、具体的な例示をして説
明すること。なお、学生分野を選択する時期やその際の履修指
導についても説明すること。

（２）卒業研究（論文、制作）のテーマは、「メディア実践演習」で
実施した企画プログラムに関連することとなるのかが不明確で
ある。演習での企画プログラムと卒業研究のテーマの関係の
有無について説明すること。

（３）メディア実践演習は、学生主導とあるが、学生が何をどこま
で行い、教員、大学はどのように関与（指導、評価）するのか説
明すること。

（４）想定されるプログラムが掲載されているが、各機関との連
携（学生の受け入れ）の状況を説明し、確実に実施できること
明らかにすること。

（５）「メディア実践演習１～４」のシラバスを提出すること。

８． 放送大学の科目を１０単位まで修了要件に含めることが可能と
なっているが、具体的な科目や単位の読み替え規程について
説明すること。また、学則上でも明らかにすること。

改善意見

- 8-



９． 成績評価が「Ｓ」となる場合の指標が「特に秀でた学生（総履修
者の10％を限度とする）」との説明のみになっており、詳細が不
明確なため、「Ｓ」となる場合の具体的な評価基準の内容につ
いて回答すること。

要望意見

【教員組織等】

１０． 教員組織において、勤務日数が３日の者で年間34単位を担当
するなど、教員の負担が大きいと思われる。教員組織全体とし
て博士の学位取得者が少ない状況を鑑みると、研究時間の確
保や支援が必要であるため、その方策について具体的に説明
すること。

改善意見

【名称、その他】

１１． 「約200台のアップル社製のコンピュータの設置」とあるが、入
学定員150人（収容定員600名）に対して、当該教育課程から勘
案すると十分であるか不明確である。具体的な使用計画等を
説明し、コンピュータやネットワークの環境が十分であることを
明らかにすること。

改善意見

１２． 学部学科の名称について、一般的に「メディア」とはマスメディ
アを想起させるが、本学が定義するメディアはかなり広範囲で
とらえている。志願者や社会一般から誤解されないよう、学生
募集や広報活動において、本学が定義するメディアの内容や
教育内容を適切に周知すること。なお、英語名称に関して、学
部名と学科名が異なることについて、大学の考え方を補足説明
し、国際的に通用する名称であることを明らかにすること。

要望意見

- 9-



区分 大学・学部等名

私立 目白大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　メディア学部
　　メディア学科

１． ＜第一次審査意見１、２、３、４の回答について＞
「メディア学」の定義と学位分野が整合していないと考えられ、
また、依然として、教育課程の体系性にも問題があるため、次
の点について対応すること。

是正意見

（１）社会とメディアの関係を理論的に学修できるよう科目を新
設し、科目配置を変更したとのことだが、依然として、社会学関
係が含まれる体系的な教育課程となっていない。また、全学生
に修得させる能力の１つとして示された「メディアを批判的・主
体的に読み解き、メディアと社会の関わりを理解する力、また、
メディアと社会の関わりや影響を調査する能力や分析する能
力」を修得できる教育課程とはなっていないため、教育課程、
人材像及び３つのポリシーとのつながりも判然としない。このた
め、教育課程を修正した上で、教育課程、人材像及び３つのポ
リシーのつながりを明確に説明すること。

（２）学位の分野に美術関係が含まれることを説明しているが、
新たに配置された科目は一般教養レベルの内容に留まり、他
の科目との段階性も欠如し、「設置の趣旨等を記載した書類」
の資料12～18で示されたカリキュラムツリー等を見ても、美術
関係が含まれる体系的な教育課程となっていない。このため、
学位の分野に美術関係を含めるのであれば、専門科目につな
がる基礎知識を理論的に学修できる科目の追加及び科目の配
当年次を変更するなどにより、教育課程を抜本的に修正し、美
術としての体系性を確保するとともに、これに対応した教員組
織を整えるか、学位の分野から美術関係を削除すること。

（３）本学科で設定している「情報デザイン分野」については、基
盤となる学問領域としている「メディア情報論」に関する科目が
設定されておらず、基礎となる理論的な科目の配置も無いこと
から、育成する能力を修得するできる教育課程とはなっていな
い。このため、育成する能力の修得に必要な理論科目を追加
するか、当該分野で育成する能力を見直した上で当該分野を
副分野に限定するなど、計画を改めること。

【教育課程等】

２． ＜第一次審査意見２の回答について＞
「社会学入門」は、授業内容を適切に表した授業名称となって
いないことから、適切に改める（たとえば、「メディアと社会」等）
こと。

改善意見

平成３０年度開設予定大学等　審査意見（第二次）

審査意見（第二次）
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３． ＜第一次審査意見７の回答について＞
「メディア実践演習１～４」については、依然として不明確な点
があるため、以下の点を明確にすること。

改善意見

（１）「メディア実践演習１，２」のシラバスは具体的なテーマが明
示されているが、このテーマは毎年変更するのか説明するこ
と。

（２）「メディア実践演習４」と学生が選択する２つの分野及び卒
業研究の関連の説明が不十分である。２つの分野で修得する
能力が演習の企画プログラムにどのように活用されるのか。ま
た、演習の企画プログラムのテーマと卒業研究のテーマとどの
ような関連があり、どのように違いがあるのかを明確にするこ
と。

（３）「メディア実践演習」は担当教員によってテーマや分野が異
なるが、学生の希望が集中した場合の対応について説明する
こと。また、各機関との連携の説明において、学生の受入れ数
についての説明が不十分であるため、説明すること。

【教員組織等】

特になし。

【名称、その他】

特になし。
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区分 大学・学部等名

私立 京都外国語大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　国際貢献学部
　　グローバルスタ
ディーズ学科

１． 設置の趣旨、養成する人材像、教育課程、教員組織について、
以下の点が不明であるため、説明すること。【２学科共通】

是正意見

（１）学部名を「国際貢献」としているにも関わらず、国際貢献の
理論や方法論を修得できるコアとなる科目が配置されていない
ことは不適切である。両学科の共通科目として国際貢献に係る
理論、方法論に関する科目を配置するか、学部名を変更するこ
と。

（２）学位の分野に「経済学関係」を含むとしていることから、経
済学や経営学を学ぶ上で基礎となる諸科目（ミクロ経済学・マ
クロ経済学・経営組織論・経営戦略論等）を開設し、基礎を学ん
だ後にグローバルの視点での経済を学ぶ体系的な教育課程と
なるよう、適切に改めること。

（３）分野ごとの教員の配置が示されていないため、適切な教員
組織であるか不明確である。分野ごとの教員の配置について
改めて説明すること。

２． 学位の名称を「学士（国際学）」としているが、２つのコースで国
際学という共通した学位を授与することについて、改めて説明
すること。

要望意見

３． 1年次からコースごとに履修をすることが説明されているが、学
生の希望によりコースが選択できるのかが不明確であるため、
コースごとの定員や選択方法について改めて説明すること。【２
学科共通】

要望意見

４． 学部名と学科名と学位名で国際とグローバルが混在している
ため、学部名と学科名と学位名の考え方について、改めて説明
すること。【２学科共通】

要望意見

【教育課程等】

５． ＤＰを達成するためには、日本についての社会科学等を学修で
きる「日本学インスティテュート科目」も重要な位置付けである
が、全て選択科目とされていることから、卒業要件に含めるこ
と。【２学科共通】

改善意見

６． 「Community Engagement」は、実習先として国内外、企業や大
学等と多岐にわたっているが、全体の教育課程の中で、どのよ
うな目的で、どのような位置づけとされているのか不明確であ
る。当該科目の目的を明確にし、実習先との関係や教育効果
を説明した上で、他の科目との関連を明確にすること。【２学科
共通】

改善意見

７． 外国人留学生もCommunity Engagementを実施するのか、説明
すること。また、実習先の国によっては、ある国の国籍を有して
いる学生は受け入れられないという事態が想定される。そのよ
うな国があるのであれば、事前に学生に周知すること。【２学科
共通】

改善意見

平成３０年度開設予定大学等　審査意見（第一次）

審査意見（第一次）
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８． 「Model United Nations」について、講義科目としているが、事前
学習をもとに学生が発表・議論等を行うという授業内容から、
演習科目に改めること。

改善意見

９． 「Career development」について、教養科目にもキャリア形成領
域科目が開設されているため、当該科目が専門科目としてど
のような位置づけであるのか具体的に説明すること。

要望意見

１０．「Global business seminar」「Peace design seminar」について
は、学生が各科目を選択するうえで指針となるように、担当教
員の専門分野及び当該科目における学習内容について、明確
に提示できるようにすることが望ましいため、対応方針につい
て回答すること。

要望意見

【教員組織等】

１１．教員組織全体として、博士の学位取得者が少ない。博士の学
位の取得を奨励するための方策や支援策を検討して、回答す
ること。【２学科共通】

要望意見

【名称、その他】

１２．シラバスの「評価基準」の記載方法が科目ごとにばらつきがあ
る。学生に対して分かりやすくするためには、可能な限り統一
的な記載とするよう工夫することが望ましい。【２学科共通】

その他意見
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区分 大学・学部等名

私立 京都外国語大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　国際貢献学部
　　グローバル観
光学科

１． 設置の趣旨、養成する人材像、教育課程、教員組織について、
以下の点が不明であるため、説明すること。【２学科共通】

是正意見

（１）学部名を「国際貢献」としているにも関わらず、国際貢献の
理論や方法論を修得できるコアとなる科目が配置されていない
ことは不適切である。両学科の共通科目として国際貢献に係る
理論、方法論に関する科目を配置するか、学部名を変更するこ
と。

（２）学位の分野に「経済学関係」を含むとしていることから、経
済学や経営学を学ぶ上で基礎となる諸科目（ミクロ経済学・マ
クロ経済学・経営組織論・経営戦略論等）を開設し、基礎を学ん
だ後にグローバルの視点での経済を学ぶ体系的な教育課程と
なるよう、適切に改めること。

（３）分野ごとの教員の配置が示されていないため、適切な教員
組織であるか不明確である。分野ごとの教員の配置について
改めて説明すること。

２． 学生確保の見通しについて、新設学部において養成する人材
に対する需要を既設の学部を元に検証している。観光学など、
新設学部に関連する分野について、近隣大学との競合等の観
点から、改めて説明すること。

改善意見

３． 1年次からコースごとに履修をすることが説明されているが、学
生の希望によりコースが選択できるのかが不明確であるため、
コースごとの定員や選択方法について改めて説明すること。【２
学科共通】

要望意見

４． 学部名と学科名と学位名で国際とグローバルが混在している
ため、学部名と学科名と学位名の考え方について、改めて説明
すること。【２学科共通】

要望意見

【教育課程等】

５． 教育課程が、観光学として体系的であるとは言えない編成であ
る。設置の趣旨等を踏まえると、問題解決型の科目、理論系の
科目（例えば、観光社会学、観光人類学、観光地理学等）を配
置する必要がある。また、それらの専門性のある教員も最低１
人は配置する必要がある。これらのことから、科目を追加し、教
育課程が体系的に編成されていることを説明すること。

是正意見

６． ＤＰを達成するためには、日本についての社会科学等を学修で
きる「日本学インスティテュート科目」も重要な位置付けである
が、全て選択科目とされていることから、卒業要件に含めるこ
と。【２学科共通】

改善意見

７． 学科名称及び学位の名称を「グローバル観光学」とし、「グロー
バル」を付す必要性について説明がなされているが、グローバ
ルな視点を学ぶことができる教育課程となっているか不明確で
あるため、改めて説明すること。
 

改善意見

平成３０年度開設予定大学等　審査意見（第一次）

審査意見（第一次）
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８． 「Community Engagement」は、実習先として国内外、企業や大
学等と多岐にわたっているが、全体の教育課程の中で、どのよ
うな目的で、どのような位置づけとされているのか不明確であ
る。当該科目の目的を明確にし、実習先との関係や教育効果
を説明した上で、他の科目との関連を明確にすること。【２学科
共通】

改善意見

９． 外国人留学生もCommunity Engagementを実施するのか、説明
すること。また、実習先の国によっては、ある国の国籍を有して
いる学生は受け入れられないという事態が想定される。そのよ
うな国があるのであれば、事前に学生に周知すること。【２学科
共通】

改善意見

【教員組織等】

１０．教員組織全体として、博士の学位取得者が少ない。博士の学
位の取得を奨励するための方策や支援策を検討して、回答す
ること。【２学科共通】

要望意見

【名称、その他】

１１．シラバスの「評価基準」の記載方法が科目ごとにばらつきがあ
る。学生に対して分かりやすくするためには、可能な限り統一
的な記載とするよう工夫することが望ましい。【２学科共通】

その他意見
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区分 大学・学部等名

私立 京都外国語大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　国際貢献学部
　　グローバルスタ
ディーズ学科

１． ＜第一次審査意見１（１）の回答について＞
国際貢献に関するコアとなる科目として「Global Engagement」を
追加していることについて、授業の内容として明らかに国際貢
献に整合しない内容が含まれている。科目全体の内容や目的
が国際貢献にふさわしくなるよう科目を修正し、教育内容に適
した専任教員を配置すること。（科目開設まで）【２学科共通】

改善意見

２． ＜第一次審査意見１（２）の回答について＞
授業科目を追加しているが、いずれの科目も基礎となる経済理
論・会計学・経営学等が基礎的な内容として不十分であるほ
か、開発経済学など国際貢献と関連の深い学修が不足してい
るため、体系的な教育課程となるよう、適切に改めること。【２
学科共通】

是正意見

【教育課程等】

３． ＜第一次審査意見６の回答について＞
「Community Engagement」については、教育体系の中心かつ
特色ある科目として位置付けているが、新学部の目的である国
際貢献に活躍する人材育成との観点から考えると、一般的なイ
ンターンシップや語学留学の範疇に留まるなど、科目の目的を
達成するのに十分な内容が備えられていないので、学生が専
門科目での学習を活用し国際貢献の観点から活動ができるよ
うな工夫をするよう、科目内容を修正すること。【２学科共通】

改善意見

【教員組織等】

４． ＜第一次審査意見１１の回答について＞
教員編制として、博士の学位取得者が少ないことから、今後の
採用にあたっては、博士号の学位取得者を採用するように配
慮し、教員組織全体の質の向上に努めることが望ましい。【２学
科共通】

その他意見

【名称、その他】

特になし。

平成３０年度開設予定大学等　審査意見（第二次）

審査意見（第二次）
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区分 大学・学部等名

私立 京都外国語大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　国際貢献学部
　　グローバル観
光学科

１． ＜第一次審査意見１（１）の回答について＞
国際貢献に関するコアとなる科目として「Global Engagement」を
追加していることについて、授業の内容として明らかに国際貢
献に整合しない内容が含まれている。科目全体の内容や目的
が国際貢献にふさわしくなるよう科目を修正し、教育内容に適
した専任教員を配置すること。（科目開設まで）【２学科共通】

改善意見

２． ＜第一次審査意見１（２）の回答について＞
授業科目を追加しているが、いずれの科目も基礎となる経済理
論・会計学・経営学等が基礎的な内容として不十分であるほ
か、開発経済学など国際貢献と関連の深い学修が不足してい
るため、体系的な教育課程となるよう、適切に改めること。【２
学科共通】

是正意見

３． ＜第一次審査意見３の回答について＞
１年次後期からコースごとに履修するのであれば、登録者に偏
りがあった場合に実施する面接の時期や使用する教室を含む
１年次後期の開講授業科目の決定時期を説明すること。

改善意見

【教育課程等】

４． ＜第一次審査意見５の回答について＞
観光学の理論系の科目として設定している「観光社会学」「観
光地理学」「観光人類学」は各コースの履修科目となっている
が、これらの科目は観光学を学修する上で必要な科目である
ため、コース共通科目とし、全学生が修得できるように履修要
件を見直すこと。

改善意見

５． ＜第一次審査意見７の回答について＞
グローバルな視点を学ぶ科目と観光学を学ぶ科目がそれぞれ
用意されている旨の説明はなされているものの、グローバルな
視点から観光学を学ぶという観点が示されていないため、適切
に改めること。

改善意見

６． ＜第一次審査意見８の回答について＞
「Community Engagement」については、教育体系の中心かつ
特色ある科目として位置付けているが、新学部の目的である国
際貢献に活躍する人材育成との観点から考えると、一般的なイ
ンターンシップや語学留学の範疇に留まるなど、科目の目的を
達成するのに十分な内容が備えられていないので、学生が専
門科目での学習を活用し国際貢献の観点から活動ができるよ
うな工夫をするよう、科目内容を修正すること。【２学科共通】

改善意見

【教員組織等】

７． ＜第一次審査意見１０の回答について＞
教員編制として、博士の学位取得者が少ないことから、今後の
採用にあたっては、博士号の学位取得者を採用するように配
慮し、教員組織全体の質の向上に努めることが望ましい。【２学
科共通】

その他意見

平成３０年度開設予定大学等　審査意見（第二次）

審査意見（第二次）
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【名称、その他】

特になし。
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区分 大学・学部等名

私立 甲南女子大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　医療栄養学部
　　医療栄養学科

１． ＤＰには「さまざまな医療従事者との円滑な連携」や「地域・医
療・福祉における栄養管理・栄養改善」という記載にとどまって
おり、学部名や学位名に「医療」という冠をつけるには一般的な
管理栄養士養成との違いが不明確であるため、ＤＰやＣＰにお
いて、他の栄養系学部との違いを踏まえたうえで「医療栄養
学」の特徴を明確にすること。

改善意見

【教育課程等】

２． 「食品衛生管理者」及び「食品衛生監視員」が取得可能な資格
として記載されているが、具体的にどの科目を履修すべきか明
記されていない。また、履修モデルが複数提示されているが、
養成する栄養士の違いが分かりづらく、カリキュラムマップとの
関連性も不明確であるため、明確にすること。

改善意見

３． 医療という冠をつけるのであれば、医療分野での活躍につなげ
る教育が行われることを明確に説明すること。たとえば、全学
共通科目の教養科目のうち『健康科学科目』を自由選択科目
にするのではなく、選択必修科目にするなど、医療系の科目を
より多く履修させるカリキュラムにすることが望ましい。

要望意見

【教員組織等】

４． 教員の年齢構成が著しく高齢に偏っていることから、教育研究
の継続性を踏まえ、若手教員の採用計画など教員組織の将来
構想を明確にするとともに、教員配置の適正化を図ること。

是正意見

５． 臨地実習について、遠隔地の施設も利用する計画であるが、
実習の質の担保について一応の記載はあるが不明確であるた
め担当教員の配置や、実習施設との連携体制、指導体制を具
体的に示し明確にすること。

改善意見

【名称、その他】

特になし

平成３０年度開設予定大学等　審査意見（第一次）

審査意見（第一次）
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区分 大学・学部等名

私立 甲南女子大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　医療栄養学部
　　医療栄養学科

特になし

【教育課程等】

特になし

【教員組織等】

１． 大学設置基準に照らして、大学全体で専任教授が1名不足して
いるので補充すること。

是正意見

【名称、その他】

特になし

平成３０年度開設予定大学等　審査意見（第二次）

審査意見（第一次）
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区分 大学・学部等名

私立 岡山理科大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　獣医学部
　　獣医学科

１． 　国家戦略特区構想を踏まえた、獣医師が新たに取り組むべ
き分野である「ライフサイエンス研究分野」、「公共獣医事分野」
及び「医獣連携獣医分野」のうち、「ライフサイエンス研究分野」
及び「医獣連携獣医分野」の社会的な人材需要の動向が不明
であり、「公共獣医事分野」についても、公衆衛生獣医師（公務
員）の供給が減少していることしか記載されておらず、その必要
性や具体的な需要が不明である。また、事業所アンケート調査
については、既設学科におけるこれまでの求人データや卒業
生の採用が期待される事業所を中心に対象を選定している
が、対象となった事業所の業種が上記３分野のどれと関連が
あるか不明であり、四国地域における獣医師の需要について
も示されていない。ついては、貴学の卒業生が各分野に進もう
とした際、入学定員に見合った需要が見込まれることを、客観
的な根拠に基づき具体的に説明すること。

是正意見

２． 　医獣連携獣医分野については、近隣の医学部や薬学部を有
する大学等教育研究機関と連携すると説明しているが、どのよ
うな目的の下で医獣連携を進め、どのような効果を期待してい
るのかについて明確にすること。

改善意見

【教育課程等】

３． 　「英語を用いた授業を導入する」について、語彙の解説を日
本語と英語で行い、最終回の意見交換を英語で行うことや、各
講座における英語の専門書等の輪読を行うとしているが、この
ような内容は既存の獣医学科においても行われていると思わ
れ、このような方法により「外国語を用いてコミュニケーションを
とることができる」というディプロマポリシーを実現することがで
きるのかが不明である。このため、どのような点に特色がある
のかについて、教科別の英語による教育方法についても触れ
ながら具体的に説明すること。その際、プレゼミナールの位置
づけについても明確にすること。また、カリキュラムポリシーで
は、ライフサイエンス科目及び国際獣医事科目に英語を用いる
と説明しているが、医獣連携獣医科目においても英語を用いる
科目が配置されているため、記載内容を適切に改めること。

是正意見

４． 　「生命倫理、科学倫理、動物福祉に基づいた行動規範」を身
につけた人材を養成すると説明しているが、対応する授業科目
数が少なく、選択科目が含まれているなど実現可能性に疑義
があるため、教育課程と養成する人材像との対応関係につい
て改めて説明するか、必要な科目を追加するなど教育課程を
適切に見直すこと。

是正意見

平成３０年度開設予定大学等　審査意見（第一次）

審査意見（第一次） 警告
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５． 　１６０名の学生規模で学内及び学外実習を円滑に実施できる
かどうかが不明であるため、以下の点について明確にするこ
と。
（１）「動物関連キャリア概論」、「獣医公衆衛生学実習」及び「動
物衛生学実習」については、実習施設の一覧は示しているが、
学生（「動物関連キャリア概論」を除く。）や教員の配置計画、実
習先との連絡・連携方法など具体的な実施・指導体制が不明
であるため、明確にすること。
（２）「総合参加型臨床実習」については、診療科別にローテー
ションを組む計画を示しているが、各教員が実際にどのように
配置される計画となるのか不明確であり、実習先における管理
動物の種類別飼育頭数についても不明であるため、実現可能
性のある計画となっているか疑義がある。ついては、実習先と
の連絡を行う「担当部署」を明確にした上で、班別の教員配置
計画や実習先における管理動物の種類別飼育頭数、実習指
導者の条件を明示し、実現可能性のある計画となっているか説
明すること。
（３）「獣医キャリアスキルアップ研修」については、学生や教員
の配置計画、実習先との連携体制など具体的な実施・指導体
制が不明であるため、明確にすること。
（４）「小動物内科学実習」、「小動物外科学・画像診断学実
習」、「産業動物臨床実習」及び「獣医臨床繁殖学実習」など学
内で行う実習科目について、対象動物の種類や学生の割り振
りの考え方、教員の指導体制など授業実施計画が不明確であ
るため、具体的に説明すること。
（５）学内実習については２班に分けて行うとあるが、提示され
た時間割は２班に分かれたものになっておらず、実現可能性の
ある教室の使用計画となっているか不明であるため、時間割を
適切に見直すこと。

是正意見

６． 　アドバンスト科目については、以下の点が不明であり、貴学
の特色が教育課程に十分反映されているか疑義があるため、
教育課程を適切に改めるか体系的な教育課程が整備されてい
ることを改めて説明すること。
（１）講義・演習科目のみの配置となっているが、実習科目にお
いて知識を実際に活用・実践できるようになることが重要であ
るため、３分野別に実習科目を開講すること。
（２）ライフサイエンス科目については、「国際ライフサイエンス
産業政策論」の教育内容が広範に及ぶにもかかわらず、取得
単位数が1単位となっていることから、当該単位数で十分な内
容を教授することができるか不明確であるため、単位数を改め
るか教育内容に見合った十分な学修時間が確保されているこ
とを説明すること。
（３）国際獣医事科目については、「産業動物疾病予防管理学」
及び「産業動物疾病診断病理学」がコアカリ科目において学ぶ
べき内容と重複していると思われることから、コアカリ科目との
違いを明確にすること。また、「医薬品・食品安全性評価演習」
についてはライフサイエンス科目に位置付けることが一般的と
思われることから、科目配置を改めるか、当該科目配置とする
目的を明確にすること。
（４）臨床獣医科目については、「分子疫学」及び「獣医疫学演
習」を当該分野に置くことが適切と言えるか不明確であるため、
科目配置の考え方を明確にすること。
（５）ライフサイエンス科目の「トランスレーショナル・リサーチ」と
臨床獣医科目の「トランスレーショナル・ベテリナリーメディシ
ン」の違いが不明確であるため、授業科目の順序性にも留意し
たうえで、身につけるべき知識や能力にどのような違いがある
か説明すること。

是正意見
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７． 　オムニバス形式の講義を積極的に取り入れると説明している
が、専門教育科目の約半数がオムニバス科目であり、教育の
一貫性に疑義があり、教育研究に係る責任体制が不明確であ
るため、貴学の考え方を改めて説明するか必要に応じて教員
配置や教育方法を見直すこと。

是正意見

８． 　アドバンスト科目を重点化したことに伴い、獣医学教育モデ
ル・コアカリキュラム（以下、「コアカリ」という。）と貴学の教育課
程がどのように対応しているか不明確であるため、対応表をも
とに説明すること。また、ＯＳＣＥやＣＢＴに対応した「医療面接」
に関する科目が開講されるのか不明確であるため、明確にす
ること。併せて、卒業後、獣医師として活躍することができるよ
うな教育課程や学生支援体制が整備されているかについて、
明確にすること。

改善意見

９． 　コアカリを基盤とした科目配置とあるが、コアカリを踏まえた
科目配置とは言い難いものがあるため、以下について適切に
改めること。
（１）応用生物系科目に「獣医臨床薬理学」及び「獣医臨床栄養
学」が含まれているが、本来は臨床系科目に含まれると思われ
るため、科目配置を見直すこと。
（２）公衆衛生系科目に「獣医微生物学」が含まれているが、本
来は基礎医学系科目に含まれると思われるため、科目配置を
見直すこと。また、「動物衛生学」や「動物衛生学実習」、「動物
感染症学」については、畜水産系科目に位置付けること。
（３）畜水産系科目に「食品衛生学」及び「食品衛生学実習」、
「環境衛生学」が含まれているが、公衆衛生系科目に位置付け
ること。

改善意見

10． 　専門教育科目については、全てのシラバスを提出するととも
に、複数教員により実施する科目については、科目責任者を明
示すること。【学部共通】

改善意見

１１． 　４年次にライフサイエンス分野、公共獣医事分野及び医獣連
携獣医分野の３分野に分かれ、分野ごとに９講座を配置すると
説明しているが、講座制導入の意義や各講座の教員配置等具
体的な体制が不明確であるため、明確にすること。また、分野
選択においては、オリエンテーション時の説明やチューターに
よる相談体制の整備などきめ細かな支援を行うとあるが、
チューター間の連携・連絡体制が不明確であるため、学生の進
路選択につながるような仕組みとなっているかについて、改め
て説明すること。

改善意見

１２． 　「放射線生物学」は安全教育に関する内容であるため、３年
次前期など「獣医画像診断学」の前に開講すること。

改善意見
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１３． 　「獣医形態機能学Ⅰ、Ⅱ」の授業内容について、獣医形態学
に関する内容がほとんどを占めており、獣医機能学に関する内
容が少ないため、科目名を適切に反映した授業内容に改める
こと。

改善意見

１４． 　アドミッションポリシーと入学者選抜の方法との対応関係が不
明確であるため、以下の観点を踏まえ具体的に説明すること。
（１）「国内外から幅広く求める」とあるが、四国枠を20名とした
根拠や外国人留学生枠を設けていない理由を説明すること。
その際、四国枠については、「四国において活躍することを目
的に」とあるが、卒業後も四国に定着させるための方策につい
ての記述がなく、当該目的の実現可能性に疑義があるため、
具体的に説明すること。
（２）英語を用いた授業を実施するという貴学の特色を踏まえれ
ば、入学者選抜段階においてどの程度の英語力を必要とする
のか明確にする必要があると思われることから、各科目の点数
配分にも触れながら、選考基準を明確にすること。

改善意見

【教員組織等】
１５． 　１６０名の入学定員というこれまでにない規模の獣医学科を
設置するにあたり、「体験に基づく学修を重視し」「能動的な学
びが成立するよう配慮している」とあるが、とりわけ臨床系の教
員については高齢層に偏りがみられることや、実習の補助等を
行う立場の助手が全くいないことなどから、カリキュラムの実現
可能性に疑義があるため、十分な教員組織が整備されている
ことを改めて説明するか、教員配置を見直すこと。また、家畜
衛生を専門とする専任教員が1名しかおらず、当該教員に対し
て過度な負担となり現実的な教員配置計画とは言えないと思
われることから、家畜衛生を専門とする専任教員を補充するこ
と。

是正意見

１６． 　一人の教員が複数の学内及び学外実習科目を担当する計
画となっているが、授業を進めていく上で支障のない教員配置
計画となっているか不明確であるため、複数の学内及び学外
実習科目を担当する教員の年間スケジュールを明確にした上
で改めて説明すること。【学部共通】

改善意見

１７． 　「国際対応のできる獣医師を養成するため、海外での教育研
究経験を有する教員３２名」を配置しているとあるが、海外での
教育研究経験の考え方、採用の基準等について説明し、国際
対応ができる人材を養成するに相応しい教員組織となっている
かについて、改めて説明すること。

改善意見

１８． 　養成する人材像に対応する研究組織として、ライフサイエンス
研究グループ、公共獣医事研究グループ、医獣連携獣医研究
グループを構成するとあるが、目的別プロジェクト型研究を実
施できるような研究業績や資質を備えた教員が確保されている
か不明確であるため、グループ別にこれまでの研究業績等を
示した上で説明すること。

改善意見
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１９． 　附属獣医学教育病院における教職員（常勤・非常勤別）の配
置計画を含めた管理運営体制について明確にすること。また、
放射線治療室（リニアック）を設置するとあるが、当該施設を管
理するために必要な第一種放射線取扱主任者の資格を取得し
た教職員を配置する計画となっているかについて明確にするこ
と。

改善意見

【名称、その他】
２０． 　教育研究を円滑に実施していくためには、事務職員のサポー
トが必要であるが、申請書では大学全体の事務組織について
の記載しかないため、今治キャンパスにおける事務組織体制を
明確にすること。【学部共通】

改善意見

２１． 　貴学における実験動物別管理頭数（見込み）を明確にすると
ともに、管理体制について具体的な飼育・保管場所を明示しな
がら説明すること。その際、他の産業動物に比べてより慎重な
管理が求められているサルの飼育について、どのような配慮が
なされているかについても説明すること。

改善意見

２２． 　１学年１６０名というこれまでの獣医学科にない規模の学生
が、卒業研究等の研究活動を行うことができるような研究指導
の場や研究スペースが十分確保されているか不明確であるた
め、実施場所を含めて具体的に説明すること。

改善意見

２３． 　貴学の学生・教員規模に照らせば、教授会だけではなく、教
務委員会などの機動的な組織の設置が望まれるため、対応方
針について説明すること。

要望意見
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区分 大学・学部等名

私立 岡山理科大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　獣医学部
　　獣医保健看護
学科

１． 　獣医学科と併設する特色を活かし、「ライフサイエンス分野」、
「公共獣医事分野」及び「獣医療看護分野」における獣医関連
専門家を養成すると説明しているが、当該３分野の社会的な人
材需要の動向が不明である。また、事業所アンケート調査につ
いては、既設学科におけるこれまでの求人データや卒業生の
採用が期待される事業所を中心に対象を選定しているが、対
象となった事業所の業種が上記３分野のどれと関連があるか
不明であり、四国地域における需要についても示されていな
い。ついては、貴学の卒業生が各分野に進もうとした際、入学
定員に見合った需要が見込まれることを、客観的な根拠に基
づき説明すること。

是正意見

【教育課程等】

２． 　多数の専門教育科目を兼担・兼任教員が受け持ち、かつオ
ムニバス形式の授業科目が多いことから、教育の一貫性に疑
義があり、教育研究に係る責任体制が不明確であるため、貴
学の考え方を改めて説明するか必要に応じて教員配置や教育
方法を見直すこと。

是正意見

３． 　専門教育科目については、全てのシラバスを提出するととも
に、複数教員により実施する科目については、科目責任者を明
示すること。【学部共通】

改善意見

４． 　動物看護士統一認定機構が推奨するコアカリキュラムと貴学
の教育課程がどのように対応しているか不明確であるため、対
応表をもとに説明すること。

改善意見

【教員組織等】

５． 　大学設置基準において定める必要専任教員数に照らして、
教授が１名不足しているため、補充すること。

是正意見

６． 　一人の教員が複数の学内及び学外実習科目を担当する計
画となっているが、授業を進めていく上で支障のない教員配置
計画となっているか不明確であるため、複数の学内及び学外
実習科目を担当する教員の年間スケジュールを明確にした上
で改めて説明すること。【学部共通】

改善意見

平成３０年度開設予定大学等　審査意見（第一次）

審査意見（第一次）
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【名称、その他】

７． 　教育研究を円滑に実施していくためには、事務職員のサポー
トが必要であるが、申請書では大学全体の事務組織について
の記載しかないため、今治キャンパスにおける事務組織体制を
明確にすること。【学部共通】

改善意見
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区分 大学・学部等名

私立 岡山理科大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　獣医学部
　　獣医学科

１． ＜第一次審査意見１の回答について＞
　「ライフサイエンス分野」と「医獣連携獣医分野」において養成
しようとする人材像の違いが未だ不明確である。例えば、「ライ
フサイエンス分野」における「トランスレーショナル・リサーチ」
と、「医獣連携獣医分野」における「動物とヒトの間で相互に応
用できる予防・診断・治療法の確立」は同義に近いと思われる
ため、各分野の違いについて想定される進路や修得できる知
識や技術に触れながら改めて説明すること。

改善意見

【教育課程等】

２． ＜第一次審査意見３の回答について＞
　英語を用いた授業については、教科別の英語による教育方
法にも触れるように求めたが、「外国語教育科目」については
教育方法の説明がなされたが、アドバンスト科目についてはど
のように英語で授業を実施するのか不明な科目があるため、
申請書類を見直し、教科別に説明すること。

改善意見

３． ＜第一次審査意見５の回答について＞
　学内及び学外実習について教員の配置計画等の説明を求め
たが、実現可能性のある計画となっているか未だ不明な部分
があるため、以下の点について申請書類を適切に改めること。

是正意見

（１）多くの実習が、１日３コマで８日間の短期集中型となってお
り、３コマで教えるには内容が多岐にわたることや学修量が多
すぎるため、必要とする知識や技術を十分に修得することがで
きるような実習計画とは言えない。学生の予習・復習時間につ
いても考慮しながら、確実に高度専門獣医師として必要な知識
や技術を身につけられるように、１日当たりのコマ数を減らし授
業回数を必要に応じ増やした上で、以下の点も踏まえつつ実
習計画を全般的に見直すこと。

①「小動物内科学実習」は、輸血法と輸液、糞便検査を１日で
実施する計画となっているが、内容が大きく異なるため、少なく
とも当該項目については１日ごとに実施するよう実習計画を改
めること。
②「小動物外科学実習」は、スキルラボでの予習を求めている
ようだが、連日夕方まで実習を行う中スキルラボで十分に練習
をすることができるのか不明である。また、避妊手術について
は１日で麻酔から縫合まで実施する計画だが、手術後のケア
や経過観察、抜糸という重要な項目が抜けているため、実習時
間を増やし実習内容を充実させること。さらに、設置の趣旨等
を記載した書類とシラバスの記載に不整合がみられるため、適
切に改めること。

平成３０年度開設予定大学等　審査意見（第二次）

審査意見（第二次）
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③「獣医画像診断学実習」について、座学が中心であり、実際
に動物を使った内容が３日分しかなく、目標に到達できるような
授業計画とは言えない。新たに造影法や造影検査の内容を取
り入れるとともに、ＭＲＩで得られたデジタルデータを活用するな
ど、少なくともさらに３日分は授業時間を増やすこと。

④「獣医解剖学実習」については牛の解剖がないため、公共獣
医事分野の獣医として最低限必要な知識や技術を十分に身に
つけられるとは思われないため、牛の解剖も実施するよう授業
内容を改めること。また、犬と豚、山羊の解剖を同日に実施す
ることは現実的な実習計画とは言えないため、それぞれ日を分
けて実施すること。

⑤「生命科学実習」や「獣医生理学実習」、「獣医実験動物学実
習」については、動物愛護法に基づく実験動物委員会を学内に
設置し、第１回目の授業で教育訓練を実施しなければならない
が、申請書類からは読み取れないため、シラバス等を適切に見
直すこと。

⑥「獣医微生物学実習」は、培地作製やウイルス、細菌を扱う
にもかかわらず増殖や形態変化に要する日数を見越した実習
計画とは思われないことから、各日のタイムスケジュールを具
体的に説明し実現可能性のある実習計画となっていることを説
明するか、実習日程を見直すこと。

⑦「獣医病理学実習」については病理解剖の内容が必要であ
るにもかかわらず含まれていないため、実習計画を見直すこ
と。

⑧「食品衛生学実習」については、乳成分や乳脂肪分の測定、
食中毒、食品衛生に関する内容が不足している。また、細菌の
増殖が考慮された授業計画とは言えないため、実習計画を見
直すこと。

⑨３年次の第２クオーターは「魚病学実習」と「動物衛生学実
習」をそれぞれ２班に分けて実施する計画だが、一方の班は４
週間もの間全く授業がない計画となっており、十分な教育効果
をあげられるような時間割とは言えないため、時間割を含めた
実習計画を見直すこと。

（２）学外施設での実習については様々な種類の動物や現場を
想定しているが、公共獣医事分野の人材の養成を掲げるので
あれば、３年次までの実習科目については保健所や屠畜所、
保健環境研究所には全ての学生が行くように実習計画を見直
すこと。また、学生が３分野に分かれる前に、実習先を３分野
別に「区分」で区別する理由が不明確であるため、明確にする
こと。

（３）「獣医公衆衛生学実習」及び「動物衛生学実習」について
は、上記（１）や（２）の指摘に加えて、以下の点に不備があるた
め申請書類を適切に見直すこと。

①実施場所が異なるグループの教員が重複した配置となって
いる。

②「獣医公衆衛生学実習」については、設置の趣旨等を記載し
た書類では２週で行う計画であると説明しているが、シラバスで
は８週となっており、書類間で整合性が取れていない。また、学
外での実習については２班に分かれて、それぞれ第６週と第８
週の水曜日に実施する計画のようだが、同日に講義が予定さ
れていると思われる。さらに、授業内容が「空気」と「水」を中心
としており、環境規制の法体系が欠如していると思われる。
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③「動物衛生学実習」については、乳肉衛生に関する内容が不
足しており、牛や豚、鶏の農場には全員が実習先として行くべ
きである。また、学外施設における実習に関して、当該施設ま
での移動距離や所要時間が不明である。

（４）「総合参加型臨床実習」については、ＮＯＳＡＩでの実習班を
除き、一度に約１３０人もの学生が附属教育病院の診療科で行
う計画だが、参加型にふさわしい診療体制や診療頭数が確保
されるのか不明であるため、一人の学生が診察に要する時間
や診療科別の診療頭数（確保の見通しを含む）などを示した上
で効果的なプログラムが編制されていることを説明すること。ま
た、異なる診療科における実習時間であるにもかかわらず、担
当教員が重複する配置となっているため、教員配置計画を見
直すこと。さらに、金曜日に「まとめ」が予定されているが、終日
実施するような内容なのか不明確であるため、どのような内容
なのかタイムスケジュールをもとに具体的に説明すること。

（５）人獣共通感染症に関する内容を学ぶ実習がないため、設
置の趣旨を踏まえて当該科目を必修科目として開講すること。

（６）学内実習を２班に分けて実施するにあたり時間割を適切に
見直すよう求めたが、学内実習の使用教室が示されただけで、
時間割をどのように見直したかの説明がなされていないため、
学生目線の時間割を示した上で、学生・教員双方にとって無理
のない授業計画となっていることを説明すること。

（７）大学から遠距離の学外施設へ移動の上行う実習について
は午後から３時間以上の移動時間を要するものが含まれてお
り、実習に充てる時間が十分に確保できるような計画とは思わ
れない。また、翌日には大学で別の授業を受講する必要があり
学生や教員の負担を考慮した計画とは言えないため、現実的
な実習計画となるよう授業開始時刻や実施施設などを見直す
こと。

４． ＜第一次審査意見６の回答について＞
「獣医スキルアップ研修」の受講により「臨床医学の観点から動
物とヒトの健康に貢献できる能力も養える」とあるが、当該実習
は近隣大学等での２週間程度の見学実習と思われることや、
高等教育機関や研究機関以外の実習施設も含まれていること
から、目標とする医獣連携ができる獣医師を養成することが可
能か不明確であるため、当該実習において具体的にどのよう
な業務を体験するのかを実習先の区分に応じて明確にするこ
と。

改善意見

５． ＜第一次審査意見６の回答について＞
「産業動物疾病予防管理学」及び「産業動物疾病診断病理学」
について、コアカリ科目との違いが明確となったが、シラバスの
内容と整合していないため、シラバスを見直すこと。

改善意見
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６． ＜第一次審査意見６の回答について＞
「分子疫学」については臨床獣医科目とは言えないため、授業
内容を見直すか、ライフサイエンス科目に移動すること。また、
「獣医臨床疫学演習」については、臨床といえるような内容が
不足しているため授業内容を改めるか、科目名から臨床を削
除しライフサイエンス科目に移動すること。

改善意見

【教員組織等】

７． ＜第一次審査意見１１の回答について＞
分野ごとの講座内容が示されたが、具体的な教員の配置状況
が未だ不明確である。ついては、分野別・講座別に教員の氏名
を明示すること。

改善意見

８． ＜第一次審査意見１５の回答について＞
「臨床系の教員については高齢層に偏りがみられる」と指摘し
たが、実習科目を受け持つために補充された教員は高齢層の
者が多く、指摘に対する対応が十分になされたとは言えない。
新たに採用した３名の助手が実習をはじめとする授業の中でど
のような役割を果たすのかを明確にするとともに、補正された
教員組織で１４０人という規模の学生を十分に指導できるような
体制が整備されているかについて改めて説明するか、年齢構
成のバランスが取れるように実習科目を担当する専任教員を
補充すること。また、家畜衛生を専門とする専任教員の補充を
求めたが、教員審査の結果、教員の不足状態は依然として解
消されていない。将来、公共獣医事分野に従事する学生に対し
て、家畜衛生に関する必要な知識・技術を十分に教授すること
ができるように、当該分野を専門とする専任教員を改めて補充
すること。

改善意見

９． ＜第一次審査意見１８の回答について＞
目的別プロジェクト型研究を実施できるような研究業績や資質
を備えた教員が確保されているかの説明を求めたが、教員予
定者ではない者が研究グループリストに含まれているため、申
請書類を適切に見直すこと。

改善意見

【名称、その他】

10. ＜第一次審査意見２１の回答について＞
実験動物のうち、中大動物エリア（猫、犬、豚、猿）の飼育・保管
場所については、本来Ｐ２エリアで飼育すべき猿が別の場所で
保管するかのような記載が一部で見受けられ、書類によって整
合性が取れていない箇所があるため、申請書類を適切に見直
すこと。

改善意見

- 31-



11. ＜第一次審査意見２２の回答について＞
卒業研究等の研究活動を行うことができるようなスペースが十
分に確保されているかの説明を求めたが、校舎全体に占める
研究スペースを建物別に示しただけで、１４０人というこれまで
にない規模の学生が研究を実施する上で、支障を生じないよう
な施設・設備が整備されているかが不明確であるため、学生一
人当たりの研究スペースを実施場所別に示すこと。

改善意見

12. ＜実地審査時の指摘に対する回答について＞
ＳＰＦマウスの搬出ルートについて、搬入ルートから退出させる
ことは実験動物の取扱い上不適切であるため、適切な搬出
ルートとなるよう見直すこと。

改善意見
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区分 大学・学部等名

私立 岡山理科大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　獣医学部
　　獣医保健看護
学科

特になし。

【教育課程等】

特になし。

【教員組織等】

特になし。

【名称、その他】

特になし。

平成３０年度開設予定大学等　審査意見（第二次）

審査意見（第二次）
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区分 大学・学部等名

私立 山陽学園大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　地域マネジメント
学部
　　地域マネジメン
ト学科

１． 近隣地域における競合校について、明らかにするとともに、そ
れらの大学への志願動向等を踏まえた分析を示すこと。

改善意見

２． 既存学部が定員割れの状態にあることから、その要因を分析
しそれを踏まえた新設学部の学生確保の見通しについて説明
すること。

改善意見

【教育課程等】

３． 公的支援科目群（「政策と地域づくり科目」）を教育課程のベー
スにするのであれば、当該科目群に地域づくりに関する社会学
を含む科目を追加すること。

是正意見

４． 「ファイナンス論」について、ファイナンシャルプランナーの資格
取得を想定していると思われるが、ファイナンシャルプランナー
において必要なファインスとは個人の資産形成等の観点による
ものであり、経済学・経営学上の学術的なファイナンスとは異な
る。科目名称を変えないのであれば、教育内容は学術上のファ
イナンスに必要な内容とすべきであり、教育内容を変えないの
であれば科目名称を変更するよう、適切に改めること。

改善意見

５． 「インターンシップ」、「地域実践」、「フィールドワーク」について
は、以下の点について問題があるので、補足の説明、あるいは
必要に応じ計画を修正すること。

是正意見

（1） 「インターンシップ」、「地域実践」、「フィールドワーク」の各科目
において、それぞれの教育内容の違いや講義科目との関連が
明確となっていない。設置の目的にある「理論と実践」との関係
を踏まえつつ、説明すること。

（2） 「フィールドワーク」について、その内容が教育科目としての
フィールドワークに相応しい内容とは見受けられない。学問的
な教育体系に位置づけて行うことが明確にわかるように説明
し、必要に応じて科目内容・科目名を修正すること。

（3）  「フィールドワーク」の説明において、「出勤簿に押印」「勤務す
る」など、学修より労働としての扱いのような記載が見受けら
れ、教育科目として適切ではないので改めること。

（4） 「フィールドワーク」について、実習先からルーブリックで評価を
してもらう仕組みであるが、実習先の担当者にルーブリックによ
る評価の能力があるのか懸念される。評価の質についてどの
ように担保するのか説明すること。
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（5） 地域に入って実習等が行われるため、実地調査の方法論、実
習の倫理やマナーを修得させる科目の配置が必要であること
から、前提となる「社会調査論」「フィールドワーク論」などの科
目の追加か既設科目の内容の充実により対応すること。

６． 「地域産業論」など、「地域マネジメント」にかかる学修の核とな
る科目について、オムニバス形式で開催しているが、体系的な
学修内容となっていること、またその教育効果について明確に
説明すること。

要望意見

７． 「ファイナンシャルプランⅠ～Ⅲ」について、資格取得を目的と
する問題演習の科目（うち2科目が必修）となっているが、ディプ
ロマポリシーとの関連から、その必要性について説明すること。

改善意見

【教員組織等】

８． 教員の年齢層が高く、また、一人当たりの担当授業科目も多
く、教員の負荷が大きいことが考えられる。今後の安定的な教
員人事について、具体的な方策について説明すること。

改善意見

【名称、その他】

９． 図書の整備について、教育研究に十分な蔵書数、また、必要
な図書について確保されているか、整備を予定する図書の一
覧を示したうえで、説明すること。

要望意見
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区分 大学・学部等名

私立 山陽学園大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　地域マネジメント
学部
　　地域マネジメン
ト学科

１． ＜第1次審査意見1の回答について＞
近隣の志願動向を示しているが、実際の入学者数は多くの大
学で定員割れとなっている。学生確保の見通しの根拠として、
志願者数のみでは十分な説明とは言えず、別の客観的な根拠
とともに、大学として新学部の学生確保の見通しの実現性があ
ることを改めて説明すること。

改善意見

【教育課程等】

２． ＜第1次審査意見5の回答について＞
「インターンシップ」、「地域マネジメント実習」、「地域実践実習」
の3つの実習科目については、それぞれの目的、内容や教育
課程における位置付けに関する説明が不十分であるため、講
義科目との往還の観点から、事前・事後学習や成績評価の方
針、実習内容と専門科目の関係における違いを強調するととも
に、学生に明示できるよう、説明を工夫すること。

改善意見

３． ＜第1次審査意見5の回答について＞
「インターンシップ」「地域実践演習」「地域マネジメント実習」
は、以下の点から関連性が不明であり、教育課程の体系性の
確保が不十分であるため、関連性を説明し、必要な修正を行う
こと。
・「インターンシップ」と「地域マネジメント実習」は目的や内容が
重複している。
・「地域マネジメント実習」は内容からキャリア教育に該当する
が、カリキュラムマップにおいて、フィールドワークに関連する
「地域実践」と連動しており、体系性があるとは言えない構成で
ある。

是正意見

４． ＜第1次審査意見7の回答について＞
ファイナンシャルプランの関連科目については、入門科目・資
格取得に必要な3科目を必修とするなど教育課程の中心的な
要素として位置付けているが、DPのどのような要素を構成する
のかについていまだ説明が十分ではないため、個人資産の運
用を学ぶことと地域マネジメント人材の養成をどう関連させるの
かとの観点から、学生に明確に説明できるようにすること。

改善意見

【教員組織等】

特になし。

【名称、その他】

特になし。
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区分 大学・学部等名

私立 国際医療福祉大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　医学研究科
　　公衆衛生学専
攻（Ｍ）

１． 　学生確保の見通しに関する客観的な根拠として、「外部での
入学希望アンケート調査結果」を示しているが、調査実施機関
や調査時期、調査対象が明示されておらず、調査結果の客観
性が担保されているか不明確であるため、当該調査の適切性
が担保されているかについて具体的に説明すること。【Ｍ・Ｄ共
通】

改善意見

２． 　人材需要の動向等に関する客観的な根拠として、貴学の既
設学科生や教職員に対する新設研究科への入学意向アン
ケート調査結果を示しているが、社会的なニーズについては全
く示されていない。ついては、貴専攻修了後の進路として、入学
定員に見合った需要があることを具体的に説明すること。【Ｍ・
Ｄ共通】

是正意見

３． 　既設の大学院において設置しているh-MBAコースと本専攻に
おいて、養成しようとする人材像や特色、教育課程にどのよう
な違いがあるか不明確であるため、明確にすること。

改善意見

【教育課程等】

４． 　医学系学部出身者と非医学系学部出身者で必修科目数を区
別しているが、医学系学部と非医学系学部のそれぞれにどの
分野が含まれるのか不明確であるため、明確にすること。

改善意見

５． 　学位論文の使用言語が不明であるが、国内外の研究機関で
活躍することをディプロマポリシーで掲げていることを踏まえれ
ば、英語による作成が望まれるため、貴学の対応方針を説明
すること。併せて、学位規程を提出すること。【Ｍ・Ｄ共通】

要望意見

【教員組織等】

６． 　２以上のキャンパスで教育研究を実施するとあるが、キャン
パス間の教員の移動の有無について明確にし、キャンパスを
移動する専任教員がいる場合、キャンパス毎の教員の勤務状
況を明確にすること。【Ｍ・Ｄ共通】

改善意見

７． 　年間担当単位数が１０単位を超えている教員が多数おり、当
該教員に対する過度な負担となり適切な研究指導体制が確保
されているとは思われないため、教員を補充するなど教員配置
を適切に見直すこと。

改善意見

【名称、その他】

　特になし。
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区分 大学・学部等名

私立 国際医療福祉大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　医学研究科
　　医学専攻（Ｄ）

１． 　学生確保の見通しに関する客観的な根拠として、「外部での
入学希望アンケート調査結果」を示しているが、調査実施機関
や調査時期、調査対象が明示されておらず、調査結果の客観
性が担保されているか不明確であるため、当該調査の適切性
が担保されているかについて具体的に説明すること。【Ｍ・Ｄ共
通】

改善意見

２． 　人材需要の動向等に関する客観的な根拠として、貴学の既
設学科生や教職員に対する新設研究科への入学意向アン
ケート調査結果を示しているが、社会的なニーズについては全
く示されていない。ついては、貴専攻修了後の進路として、入学
定員に見合った需要があることを具体的に説明すること。【Ｍ・
Ｄ共通】

是正意見

【教育課程等】

３． 　全ての授業科目について、「英語と日本語でのバイリンガル
授業」を行うとあるが、具体的にどのような形で授業が展開され
るか不明確であるため、具体的に説明すること。また、英語で
記載されたシラバスを作成し、使用する教科書等の教材を具体
的に示すこと。

改善意見

４． 　特論科目について、授業の概要や到達目標、授業計画が同
一の記載となっているシラバスが多数見られるが、各科目に
よって当然異なるものと思われるため、シラバスを適切に見直
すこと。

改善意見

５． 　必修２０単位の「医学研究特論」、「医学特別研究」について
は、いわゆるリサーチワークの科目であり、コースワークに関す
る必修科目が存在しない。「国際的なレベルの医学研究」を実
現するためには、コースワークの充実が望まれるため、貴学の
対応方針を説明すること。

要望意見

６． 　主論文については、「原著（総説を含む。）」としているが、原
著に総説を含むという考え方は一般的ではないと思われるた
め、総説を主論文とする意図を明確にした上で、「原著（又は総
説）」とするなど記載方法を適切に改めること。

改善意見

７． 　学位論文の使用言語が不明であるが、国内外の研究機関で
活躍することをディプロマポリシーで掲げていることを踏まえれ
ば、英語による作成が望まれるため、貴学の対応方針を説明
すること。併せて、学位規程を提出すること。【Ｍ・Ｄ共通】

要望意見
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８． 　「海外研究」に単位認定をするとの説明だが、対応する授業
科目は用意されていないと思われるため、教育課程にどのよう
に組み込まれているかについて、必要に応じて授業科目名を
示した上で明確にすること。

改善意見

９． 　成田、大田原、赤坂、福岡、大川の５キャンパスで教育研究
を実施するとあるが、学生が講義や研究指導を受けるために
キャンパスを移動する計画となっているのか否かが不明確であ
るため、明確にした上で、キャンパス間移動を伴う場合には成
田キャンパスと赤坂キャンパスを例に、学生の履修上支障のな
いカリキュラムとなっているかについて説明すること。

改善意見

【教員組織等】

10． 　２以上のキャンパスで教育研究を実施するとあるが、キャン
パス間の教員の移動の有無について明確にし、キャンパスを
移動する専任教員がいる場合、キャンパス毎の教員の勤務状
況を明確にすること。【Ｍ・Ｄ共通】

改善意見

11． 　教員の年齢構成が比較的高齢に偏っていることから、教育研
究の継続性を踏まえ、今後の採用計画など教員組織編制の将
来構想の明確化が望まれるので、対応方針について回答する
こと。

要望意見

【名称、その他】

　特になし。
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区分 大学・研究科等名

私立 国際医療福祉大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　医学研究科
　　公衆衛生学専
攻（Ｍ）

特になし。

【教育課程等】

特になし。

【教員組織等】

特になし。

【名称、その他】

特になし。
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区分 大学・研究科等名

私立 国際医療福祉大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　医学研究科
　　医学専攻（Ｄ）

１． ＜第一次審査意見２の回答について＞
人材需要の動向等に関する客観的な根拠として、留学生につ
いては明確に示されたが、日本人学生については近隣大学や
附属病院等の関連施設における進路の動向が示されているだ
けで既存の医学研究科との違いが不明確である。ついては、
本研究科が養成しようとする「国際的に活躍できる」人材に見
合った進路が見込まれることを客観的な根拠に基づき改めて
説明すること。

改善意見

【教育課程等】

２． ＜第一次審査意見３の回答について＞
全ての授業科目を「英語と日本語のバイリンガル授業」として
行うのではなく、留学生がいなければ基本的には日本語で行う
のであれば、「国際的に活躍できる」人材を養成することができ
るか疑義がある。このため、教育方法を抜本的に見直し、日本
人学生に対しても英語による授業を実施する計画に修正する
か、「英語によるライティングやプレゼンテーションの技能を修
得するための教育プログラム」がどのような内容かを明確にし
た上で、「国際的に活躍できる」人材を養成することができる教
育課程及び教育方法がどのように準備されているかを説明す
ること。また、シラバスについては留学生にも理解できるよう
に、日本語の他に英語で記載されたものを提出すること。

是正意見

３． ＜第一次審査意見４の回答について＞
シラバスには、各授業科目のキーワードが列挙されているだけ
で授業計画が適切に示されていないことから、授業科目ごとに
個別の到達目標や授業計画を記載するよう、シラバスを修正
すること。

改善意見

４． ＜第一次審査意見８の回答について＞
海外研究を「医学特別研究」の一部として実施し単位認定を行
うとあるが、「医学特別研究」のシラバスには海外で研究を行う
ことや当該研究により単位認定されるとの記載がないため、シ
ラバスを修正すること。

改善意見

【教員組織等】

特になし。

【名称、その他】

特になし。

平成３０年度開設予定大学等　審査意見（第二次）

審査意見（第二次）

- 41-



区分 大学・学部等名

公立 京都府立医科大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　保健看護学研究
科
　　保健看護学専
攻（D）

１． 入学定員が3名であり、博士後期課程でもあることも鑑みるに、
教育・研究者、あるいは高度実践看護師に人材像を絞ることも
考えらえるのではないか。ＤＰを明確に示したうえで、人材像を
縛らないのであれば、学生に対し、各人材像に対応する履修モ
デルを提示できるようにするなどの修正を行うこと。また、高度
実践看護師に絞る場合には、前期課程で目指す人材像との違
いについて、記述を追加すること。

是正意見

２． 保健看護学の定義について説明するとともに、前期課程の12
分野を保健看護学1領域がどの部分まで統合されるかがわか
らない。定義について明らかにするとともに、前期課程の12の
分野が1領域に集約されることの必要性が明確になるよう、修
正すること。

是正意見

３． 保健看護学1領域が、基盤保健看護学と広域保健看護学の二
つに分かれる考え方を説明したうえで、各領域の定義について
も明確となるよう記述を修正すること。

是正意見

【教育課程等】

４． 教育課程の説明項目について、ディプロマポリシーあるいはカ
リキュラムポリシーが明確になるよう説明すること。

改善意見

５． 特別研究について、担当教員の専門分野の研究内容が記載さ
れており、保健看護学との関連が明確ではない。保健看護学、
あるいはその下にある基盤保健看護学・広域保健看護学との
関連が明確になるよう、各教員の教授内容を改めること。

改善意見

６． 複数の教員で担当する科目について、評価等その責任体制を
明確にすること。

改善意見

【教員組織等】

７． 特別演習及び特別研究は、複数の教員から指導を受ける旨の
説明となっているが、教育指導体制が明確ではないため、具体
的に説明すること。

改善意見
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【名称、その他】

８． 博士論文の提出資格としては、一般的に研究科に在学し所定
の単位を収めたものなどとされていると思われるが、学会発表
及び学術雑誌への投稿により提出を可とすることは、一般より
厳しい条件であると考えるが、貴学の考え方を説明すること。

要望意見

９． 論文の公表方法等について、「題名、要旨などを公表」と書い
てあるが、文部科学省通知においては、全文を公表することに
なっているため、記述を改めること。

改善意見

10. 倫理委員会の規程を提出したうえで、「人を対象とする医学系
研究に関する倫理指針」に合致したものであることについて、
追加して説明すること。

改善意見

11． ＦＤについて、後期課程設置に伴って、前期課程の際に実施し
ていた内容のみを引き続き実施するのか、あるいは新たに追
加する取り組みはあるのか、考え方について説明すること。ま
た、時間数等を含め具体的にどのように実施するのかについ
て明確になるように、説明を追加すること。

要望意見

12． 教育者育成との観点から、ＲＡ・ＴＡの活用について予定してい
るのであれば、追記すること。

改善意見
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区分 大学・学部等名

公立 京都府立医科大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　保健看護学研究
科
　　保健看護学専
攻（D）

１． ＜第一次審査意見１の回答について＞
高度な専門職業人を養成するのであれば、フィールドワークを
取り入れた科目を追加するか、授業内容を適切に改めること。

改善意見

２． ＜第一次審査意見２及び３の回答について＞
保健看護学領域を置き、基盤実践保健看護学分野と広域実践
保健看護学分野の2つの専門分野を配置すると説明がある
が、博士前期課程の5分野を博士後期課程の基盤実践保健看
護学分野、博士前期課程の7分野を博士後期課程の広域実践
保健看護学分野としてどのように統合しているのか依然として
不明確であるため、保健看護学のディプロマ・ポリシーとの関
係を明確にしたうえで、博士前期課程の分野をどのように捉え
なおし、博士後期課程の分野を設定しているのかを改めて説
明すること。

是正意見

【教育課程等】

３． ＜第一次審査意見４の回答について＞
定義している保健看護学の知識が教育課程においてどのよう
に養われるのか不明確であるため、カリキュラム・ポリシーを適
切に改めること。

改善意見

４． ＜第一次審査意見５の回答について＞
特別研究について、2つの専門分野を設置するのであれば、特
別研究全体の教育目標と分野ごとの教育目標を設定し、シラ
バスを適切に改めること。

改善意見

５． ＜第一次審査意見８の回答について＞
博士論文審査基準を学生に明示することが望ましい。

その他意見

【教員組織等】

特になし。

【名称、その他】

６． ＜第一次審査意見１０の回答について＞
倫理審査会規程を示すこと。

改善意見

７． ＜第一次審査意見１２の回答について＞
リサーチ・アシスタント及びティーチング・アシスタントを活用す
るとのことであるが、取扱要綱に沿って円滑に運用することが
望ましい。

その他意見

平成３０年度開設予定大学等　審査意見（第二次）

審査意見（第二次）
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