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区分 大学・研究科等名

公立 公立小松大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　生産システム科学部
　　生産システム科学科

１． 基本理念、教育理念において、「グローカル人材」と「グローバ
ル人材」が混在していることから、用語の定義について明確に
した上で、設置の趣旨及び目的との関連を改めて説明するこ
と。【４学科共通】

改善意見

２． 学生確保に向けた具体的な取組状況の説明が不十分であり、
その効果や反応についても確認ができないため、改めて説明
すること。【４学科共通】

改善意見

３． 高校生アンケート調査を実施した高校のリスト及び当該高校の
選定理由を明確に示すこと。【４学科共通】

改善意見

４． 「採用ニーズアンケート調査」での結果に基づいて示している
「採用想定人数」には、「採用を検討する（一応採用を考える）」
と回答した事業所が含まれており、本計画が地域の人材需要
の動向を踏まえたものとなっているかが不明確である。このた
め、地域の人材需要の動向について、客観的な根拠に基づ
き、改めて説明すること。【４学科共通】

改善意見

【教育課程等】

５． 設置の趣旨・目的、養成する人材像及びポリシーに基づいた体
系的な教育課程になっていることを俯瞰的に確認できるカリ
キュラムマップ（設置の趣旨・目的、養成する人材像、ポリシー
及び学習内容・科目間の順次性などの関連性が示された流れ
図）を作成すること。【４学科共通】

改善意見

６． 生産機械コース及び知能機械コースのディプロマ・ポリシーに
おいて、「新たな工学分野を開拓する能力」を掲げているが、こ
れに対応した教育課程になっていないと考えれるため、機械工
学、電気、電子工学、情報工学などの個別の分野を学んだ後
に、課題解決能力を養うことできるようＰＢＬ（Project Based
Learning）型科目などの充実を図ること。

改善意見

７． コース選択の説明のなかで、「アクティブラーニングを駆使して
学習効果を高める」とあるが、どの科目でどのようにアクティブ
ラーニングを実施するのか不明になっている。このため、まず
対象となる科目を明確にしたうえで、どのようにアクティブラー
ニングを行う計画なのかを具体的に回答すること。

要望意見

８． 本学科のカリキュラム・ポリシーにおいて、「機械工学と、電気・
電子・情報工学の諸技術を有機的かつ体系的に修得させるこ
とが求められる」としているが、それがカリキュラムにどのように
反映されていて、どのような履修指導を実施していくのかにつ
いて、具体的に回答すること。

要望意見

平成３０年度開設予定大学等　審査意見（全体計画）

審査意見（全体計画）
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９． 共通教育科目の一般科目において、「人間力」、「社会力」、「科
学力」及び「健康と体力」として他の学問領域に関することを学
ぶ際には、学生がその目的を正しく理解したうえで学修を進め
ることが重要であるため、いつ・どのような形態によって履修指
導していくのかを明らかにすること。【４学科共通】

改善意見

10． 成績評価の指標に出席状況を設けることについては、授業の
達成目標等によって、授業への出席が成績評価の前提とする
ことが適当であるものと、そうでないものがあると考えられる。
貴学の一部の授業科目のシラバスには、成績評価の指標に出
席状況を掲げているものがあるが、当該指標が授業の達成目
標等に照らして適当であるのか、大学の考えを回答すること。
【４学科共通】

要望意見

【教員組織等】

特になし

【名称、その他】

11． 学部、学科及び学位名称の英語名称に「Sciences」を使用して
いるが、教育課程上、「Sciences」を使用することが適切である
か不明確であるため、英語名称の妥当性を説明するか、必要
に応じて英語名称を適切に改めること。

改善意見

12． 教育内容等の改善を図るために、ＦＤ・ＳＤ推進委員会を設置
するとしているが、ＦＤ・ＳＤの実施体制、取組内容ともに説明が
不足しており、また、学生支援の実施体制、取組内容も不明確
になっている。このため、大学、学部のＦＤ・ＳＤ推進委員会の
位置付け、体制、取組及び学生支援の体制、取組について、改
めて具体的に説明すること。【４学科共通】

改善意見

13． 教員の研究力向上のための支援体制について、大学の考え方
を回答すること。その際、研究倫理の審査体制についても併せ
て明らかにすること。【４学科共通】

要望意見
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区分 大学・学部等名

公立 公立小松大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　保健医療学部
　　看護学科

１． 南加賀地域における看護師の重要な供給源として役割を担ってい
るこまつ看護学校を廃止した後、本学科の卒業生が出るまでの１
年間、本地域から輩出される看護師が減少することになる。これ
は、貴学の理念である「地域貢献」や設置の必要性と矛盾した計
画と考えられるが、これに対する大学の考え方について明確にす
ること。

改善意見

２． 本学科を設置する必要性について、「地域貢献」を理念に掲げて
いるが、一般論としての社会ニーズの変化と今日の医療提供体制
しか説明しておらず、地域における課題が明らかになっていない。
このため、地域における課題や看護師の需給の状況について回
答すること。

要望意見

３． 基本理念、教育理念において、「グローカル人材」と「グローバル
人材」が混在していることから、用語の定義について明確にした上
で、設置の趣旨及び目的との関連を改めて説明すること。【４学科
共通】

改善意見

４． 学生確保に向けた具体的な取組状況の説明が不十分であり、そ
の効果や反応についても確認ができないため、改めて説明するこ
と。【４学科共通】

改善意見

５． 高校生アンケート調査を実施した高校のリスト及び当該高校の選
定理由を明確に示すこと。【４学科共通】

改善意見

６． 「採用ニーズアンケート調査」での結果に基づいて示している「採
用想定人数」には、「採用を検討する（一応採用を考える）」と回答
した事業所が含まれており、本計画が地域の人材需要の動向を
踏まえたものとなっているかが不明確である。このため、地域の人
材需要の動向について、客観的な根拠に基づき、改めて説明する
こと。【４学科共通】

改善意見

【教育課程等】

７． 設置の趣旨・目的、養成する人材像及びポリシーに基づいた体系
的な教育課程になっていることを俯瞰的に確認できるカリキュラム
マップ（設置の趣旨・目的、養成する人材像、ポリシー及び学習内
容・科目間の順次性などの関連性が示された流れ図）を作成する
こと。【４学科共通】

改善意見

８． 共通教育科目の一般科目において、「人間力」、「社会力」、「科学
力」及び「健康と体力」として他の学問領域に関することを学ぶ際
には、学生がその目的を正しく理解したうえで学修を進めることが
重要であるため、いつ・どのような形態によって履修指導していく
のかを明らかにすること。【４学科共通】

改善意見

９． 「看護の未来研究」「グローカル看護」「手あ～て」「グローバル感
染対策創出」などの科目は、学生が科目名称から授業の中で何を
学ぶのかについて適切に理解できるか不明であるため、これらが
適切な科目名称であることを説明するか、必要に応じて科目名称
を適切に改めること。

改善意見

平成３０年度開設予定大学等　審査意見（全体計画）

審査意見（全体計画）
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１０． 本学科５０名の入学定員に対して、保健師課程の定員設定を２５
名とした根拠を、本課程の需要等を含めて説明すること。

改善意見

１１． 「実習期間中は学内での講義、演習と臨地実習が重複しないよう
配慮する」と説明しているが、重複しない体制が適切に整備される
のかが明らかになっていない。このため、教員個々の担当スケ
ジュールが分かるような図表などを用いて、実習期間中において
他の科目と重複しないことについて明らかにすること。

改善意見

１２． 実習先での指導者を確実に配置される見込みとなっているのかが
明らかになっていないため、実習指導者の確保計画及びこれに基
づく配置計画を具体的に説明すること。

改善意見

１３． 医療安全の学修の観点から、感染症対策や感染症に関わる看護
を学修するためには予め微生物学を学んでおくことが求められる
が、本教育課程のなかでどのように学んでいくのかについて回答
すること。

要望意見

１４． 成績評価の指標に出席状況を設けることについては、授業の達成
目標等によって、授業への出席が成績評価の前提とすることが適
当であるものと、そうでないものがあると考えられる。貴学の一部
の授業科目のシラバスには、成績評価の指標に出席状況を掲げ
ているものがあるが、当該指標が授業の達成目標等に照らして適
当であるのか、大学の考えを回答すること。【４学科共通】

要望意見

【教員組織等】

特になし

【名称、その他】

１５． 教育内容等の改善を図るために、ＦＤ・ＳＤ推進委員会を設置する
としているが、ＦＤ・ＳＤの実施体制、取組内容ともに説明が不足し
ており、また、学生支援の実施体制、取組内容も不明確になって
いる。このため、大学、学部のＦＤ・ＳＤ推進委員会の位置付け、体
制、取組及び学生支援の体制、取組について、改めて具体的に説
明すること。【４学科共通】

改善意見

１６． 教員の研究力向上のための支援体制について、大学の考え方を
回答すること。その際、研究倫理の審査体制についても併せて明
らかにすること。【４学科共通】

要望意見
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区分 大学・学部等名

公立 公立小松大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　保健医療学部
　　臨床工学科

１． 基本理念、教育理念において、「グローカル人材」と「グローバ
ル人材」が混在していることから、用語の定義について明確に
した上で、設置の趣旨及び目的との関連を改めて説明するこ
と。【４学科共通】

改善意見

２． 学生確保に向けた具体的な取組状況の説明が不十分であり、
その効果や反応についても確認ができないため、改めて説明
すること。【４学科共通】

改善意見

３． 高校生アンケート調査を実施した高校のリスト及び当該高校の
選定理由を明確に示すこと。【４学科共通】

改善意見

４． 「採用ニーズアンケート調査」での結果に基づいて示している
「採用想定人数」には、「採用を検討する（一応採用を考える）」
と回答した事業所が含まれており、本計画が地域の人材需要
の動向を踏まえたものとなっているかが不明確である。このた
め、地域の人材需要の動向について、客観的な根拠に基づ
き、改めて説明すること。【４学科共通】

改善意見

５． 本学科を設置する必要性については、「地域貢献」を理念に掲
げているが、一般論としての社会ニーズの変化や人口１０万人
対臨床工学技士従事者数しか説明しておらず、地域における
課題が明らかになっていない。このため、地域における課題や
臨床工学技士の需給の状況について回答すること。

要望意見

【教育課程等】

６． 設置の趣旨・目的、養成する人材像及びポリシーに基づいた体
系的な教育課程になっていることを俯瞰的に確認できるカリ
キュラムマップ（設置の趣旨・目的、養成する人材像、ポリシー
及び学習内容・科目間の順次性などの関連性が示された流れ
図）を作成すること。【４学科共通】

改善意見

７． 共通教育科目の一般科目において、「人間力」、「社会力」、「科
学力」及び「健康と体力」として他の学問領域に関することを学
ぶ際には、学生がその目的を正しく理解したうえで学修を進め
ることが重要であるため、いつ・どのような形態によって履修指
導していくのかを明らかにすること。【４学科共通】

改善意見

８． 医療の倫理を学ぶ科目がないと思われることから、医療の倫
理を学ぶことができる教育課程に改めること。

改善意見

９． 成績評価の指標に出席状況を設けることについては、授業の
達成目標等によって、授業への出席が成績評価の前提とする
ことが適当であるものと、そうでないものがあると考えられる。
貴学の一部の授業科目のシラバスには、成績評価の指標に出
席状況を掲げているものがあるが、当該指標が授業の達成目
標等に照らして適当であるのか、大学の考えを回答すること。
【４学科共通】

要望意見

【教員組織等】

特になし

平成３０年度開設予定大学等　審査意見（全体計画）
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【名称、その他】

１０． 教育内容等の改善を図るために、ＦＤ・ＳＤ推進委員会を設置
するとしているが、ＦＤ・ＳＤの実施体制、取組内容ともに説明が
不足しており、また、学生支援の実施体制、取組内容も不明確
になっている。このため、大学、学部のＦＤ・ＳＤ推進委員会の
位置付け、体制、取組及び学生支援の体制、取組について、改
めて具体的に説明すること。【４学科共通】

改善意見

１１． 教員の研究力向上のための支援体制について、大学の考え方
を回答すること。その際、研究倫理の審査体制についても併せ
て明らかにすること。【４学科共通】

要望意見
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区分 大学・学部等名

公立 公立小松大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　国際文化交流学部
　　国際文化交流学科

１． 基本理念、教育理念において、「グローカル人材」と「グローバ
ル人材」が混在していることから、用語の定義について明確に
した上で、設置の趣旨及び目的との関連を改めて説明するこ
と。【４学科共通】

改善意見

２． 養成する人材像ごとに３つのコースに分けた上で学修していく
と説明しているが、特に「国際社会コース」と「グローバルコミュ
ニケーションコース」の目的の違いが不明確であるため、３つの
コースに分けることの意義及びコースごとで期待される就職先
を明確にすること。また、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、選択方法について改めて説明する
こと。

改善意見

３． 留学生の受入れについて、将来的に体制を整えると説明があ
るが、国際交流を掲げるのであれば、受け入れ体制を整備す
る必要があると考えられるため、対応方針について回答するこ
と。

要望意見

４． 高校生アンケート調査の結果、第一志望として「進学を希望す
る」と回答した者が63名に留まっており、設定した定員を満たし
ていない。これに対しては、県外からの入学者等を考慮すれば
定員を満たせるとの説明をしているが、この説明だけでは学生
確保の見通しとしては不十分である。このため、定員充足の根
拠を客観的な分析等に基づき、改めて説明すること。

改善意見

５． 学生確保に向けた具体的な取組状況の説明が不十分であり、
その効果や反応についても確認ができないため、改めて説明
すること。【４学科共通】

改善意見

６． 高校生アンケート調査を実施した高校のリスト及び当該高校の
選定理由を明確に示すこと。【４学科共通】

改善意見

７． 「採用ニーズアンケート調査」での結果に基づいて示している
「採用想定人数」には、「採用を検討する（一応採用を考える）」
と回答した事業所が含まれており、本計画が地域の人材需要
の動向を踏まえたものとなっているかが不明確である。このた
め、地域の人材需要の動向について、客観的な根拠に基づ
き、改めて説明すること。【４学科共通】

改善意見

【教育課程等】

８． 「地方共創」を理念に掲げているが、教育課程の中で、どうのよ
うに地域と関わりを持つのかが明らかになっていないため、明
確にすること。なお、地域との関わりを持つ科目の１つとして実
習科目が考えられるが、「インターンシップ」や「地域実習」の位
置付け及び学外で学修するための事前事後を含めた指導内容
についても具体的な説明がなく不明であるため、明らかにする
こと。その際、各科目の実習先が適切に確保できていることに
ついても説明すること。

改善意見

平成３０年度開設予定大学等　審査意見（全体計画）
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９． 学科の養成する人材を踏まえれば、コースごとではなく学科共
通の基幹科目として、初年次に国際交流に関する必修科目を
設けるなど、学科の養成する人材像を反映した教育課程となる
よう適切に改めること。

改善意見

１０． 国際交流を掲げるのであれば、英語と中国語のみを限定して
必修科目として設ける趣旨を改めて説明すること。また、「中国
語Ⅰ」、「中国語Ⅱ」について、全学部ともに選択科目とすると
の説明があるが、教育課程等の概要には当該科目は記載され
ていないため、適切に改めること。

改善意見

１１． 設置の趣旨・目的、養成する人材像及びポリシーに基づいた体
系的な教育課程になっていることを俯瞰的に確認できるカリ
キュラムマップ（設置の趣旨・目的、養成する人材像、ポリシー
及び学習内容・科目間の順次性などの関連性が示された流れ
図）を作成すること。【４学科共通】

改善意見

１２． 「卒業論文」科目の講義内容に「卒業論文の認定により単位を
付与する」との記載は、授業を開設している実態が認められず
「必要な授業科目を自ら開設する」ことを求める大学設置基準
第19条第１項に抵触するおそれがあることから、「卒業論文」科
目と「卒業論文指導」科目は１つに統合し、１科目８単位として
認定するよう適切に改めること。

改善意見

１３． コース名と教育課程の専門科目の科目群の名称が異なるた
め、それぞれのコース名の妥当性について、改めて説明するこ
と。

改善意見

１４． 「農業経済学の強みを生かした新たな観光学の構築を図る」と
説明があるが、農業経済学を教育課程にどのように反映してい
るのか不明確であるため、教育課程編成の考え方について、
説明すること。

改善意見

１５． 共通教育科目の一般科目において、「人間力」、「社会力」、「科
学力」及び「健康と体力」として他の学問領域に関することを学
ぶ際には、学生がその目的を正しく理解したうえで学修を進め
ることが重要であるため、いつ・どのような形態によって履修指
導していくのかを明らかにすること。【４学科共通】

改善意見

１６． 「海外語学研修」について、英語の実践能力向上を目的とする
のであれば、英語圏についても研修先として確保する必要があ
るため、計画の見通しを説明すること。

改善意見

１７． 「異文化体験実習」及び「海外語学研修」について、事前事後
指導体制が不明確であるため、事前事後指導の実施時期、指
導内容、指導体制を改めて説明すること。また、これらの科目
の導入科目を示した上で、体系的に学修できる教育課程となっ
ていることを改めて説明すること。

改善意見

１８． 成績評価の指標に出席状況を設けることについては、授業の
達成目標等によって、授業への出席が成績評価の前提とする
ことが適当であるものと、そうでないものがあると考えられる。
貴学の一部の授業科目のシラバスには、成績評価の指標に出
席状況を掲げているものがあるが、当該指標が授業の達成目
標等に照らして適当であるのか、大学の考えを回答すること。
【４学科共通】

要望意見

１９． 卒業要件の記載が煩雑であり、学生の履修の妨げとなるため、
適切に改めること。

改善意見
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【教員組織等】

特になし

【名称、その他】

２０． 学部及び学科の英語名称が、日本語名称を適切に表していな
いと思われるため、国際的な通用性にも留意した適切な英語
名称になっていることを説明するか、必要があれば見直すこ
と。その際、日本語名称が設置の趣旨・目的を踏まえているこ
とについても明らかにすること。

改善意見

２１． 教育内容等の改善を図るために、ＦＤ・ＳＤ推進委員会を設置
するとしているが、ＦＤ・ＳＤの実施体制、取組内容ともに説明が
不足しており、また、学生支援の実施体制、取組内容も不明確
になっている。このため、大学、学部のＦＤ・ＳＤ推進委員会の
位置付け、体制、取組及び学生支援の体制、取組について、改
めて具体的に説明すること。【４学科共通】

改善意見

２２． 本学科の設置の趣旨・目的を踏まえると、国際社会学の分野
に関する雑誌を充実させることが望まれるので、対応方針につ
いて回答すること。

要望意見

２３． 教員の研究力向上のための支援体制について、大学の考え方
を回答すること。その際、研究倫理の審査体制についても併せ
て明らかにすること。【４学科共通】

要望意見
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区分 大学・学部等名

公立 公立小松大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　生産システム科学部
　　生産システム科学科

１． ＜全体計画審査意見１の回答について＞
大学全体として基盤とする地域の考え方、その範囲及び人材
の考え方については、審査意見への対応を記載した書類にお
いて説明するのみでなく、設置の趣旨等を記載した書類６頁の
「学部・学科設置の趣旨・必要性」においても記載すること。【４
学科共通】

改善意見

【教育課程等】

２． ＜全体計画審査意見５の回答について＞
カリキュラムマップを作成するにあたり、ＣＰやＤＰの内容を修
正したとのことだが、修正されたポリシーの説明の中において
「情報科学」と「情報工学」が混在しているため、ポリシーでの専
攻分野の表記を統一した上で、学生が当該専攻分野を学ぶこ
とができる教育課程になっていることを改めて説明すること。

改善意見

３． ＜全体計画審査意見５の回答について＞
４年次の同時期に「課題研究ゼミナール」と「卒業研究」が配置
されていることから、これら科目の関係性を改めて説明した上
で、どのような履修指導をするのか回答すること。

要望意見

４． ＜全体計画審査意見５の回答について＞
生産機械コースでの学修目標を踏まえれば、流体力学ではな
く、生産システムの観点から環境問題全体を科学的に学修でき
るような科目を４年次前期に配置することが重要だと考えるが、
大学の考えを回答すること。

要望意見

５． ＜全体計画審査意見１０の回答について＞
「出席の有無を評価指標として取り扱うことは行わない」とある
が、設置の趣旨等を記載した書類の68頁「（３）成績の評価」の
説明では「５つの分類と、出席時数不足を以て表し」とあり、成
績指標に関する説明に矛盾がある。このため、「出席時数不
足」の取り扱いについて、改めて説明するとともに、学生に「出
席時数不足」の定義や基準をどのように明示するのかについ
ても明らかにすること。【４学科共通】

改善意見

【教員組織等】

特になし。
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【名称、その他】

６． ＜全体計画審査意見１１の回答について＞
ＤＰに位置付けた「情報工学」に基づき、英語名称に「Science」
を含めたとの説明だが、本学科名称から想起される一般的な
英語名称は「Engineering」であることから、再考することが望ま
しい。

その他意見
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区分 大学・学部等名

公立 公立小松大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　保健医療学部
　　看護学科

１． ＜全体計画審査意見３の回答について＞
大学全体として基盤とする地域の考え方、その範囲及び人材
の考え方については、審査意見への対応を記載した書類にお
いて説明するのみでなく、設置の趣旨等を記載した書類６頁の
「学部・学科設置の趣旨・必要性」においても記載すること。【４
学科共通】

改善意見

【教育課程等】

２． ＜全体計画審査意見１４の回答について＞
「出席の有無を評価指標として取り扱うことは行わない」とある
が、設置の趣旨等を記載した書類の68頁「（３）成績の評価」の
説明では「５つの分類と、出席時数不足を以て表し」とあり、成
績指標に関する説明に矛盾がある。このため、「出席時数不
足」の取り扱いについて、改めて説明するとともに、学生に「出
席時数不足」の定義や基準をどのように明示するのかについ
ても明らかにすること。【４学科共通】

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

公立 公立小松大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　保健医療学部
　　臨床工学科

１． ＜全体計画審査意見１の回答について＞
大学全体として基盤とする地域の考え方、その範囲及び人材
の考え方については、審査意見への対応を記載した書類にお
いて説明するのみでなく、設置の趣旨等を記載した書類６頁の
「学部・学科設置の趣旨・必要性」においても記載すること。【４
学科共通】

改善意見

【教育課程等】

２． ＜全体計画審査意見９の回答について＞
「出席の有無を評価指標として取り扱うことは行わない」とある
が、設置の趣旨等を記載した書類の68頁「（３）成績の評価」の
説明では「５つの分類と、出席時数不足を以て表し」とあり、成
績指標に関する説明に矛盾がある。このため、「出席時数不
足」の取り扱いについて、改めて説明するとともに、学生に「出
席時数不足」の定義や基準をどのように明示するのかについ
ても明らかにすること。【４学科共通】

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

公立 公立小松大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　国際文化交流学部
　　国際文化交流学科

１． ＜全体計画審査意見３の回答について＞
大学全体として基盤とする地域の考え方、その範囲及び人材
の考え方については、審査意見への対応を記載した書類にお
いて説明するのみでなく、設置の趣旨等を記載した書類６頁の
「学部・学科設置の趣旨・必要性」においても記載すること。【４
学科共通】

改善意見

２． ＜全体計画審査意見１、８の回答について＞
本学が所在する地域における課題や特色と本学で修得できる
能力の関連性が不明確であるため、この点を具体的に説明し
たうえで、関連する科目について、以下の点を説明するか、必
要に応じて修正すること。

改善意見

（１）グローカル人材の養成のために重要な位置付けと考えら
れる「インターンシップ」「地域実習」について、目的や教育効果
を改めて明確にすること。また、両科目の教員配置の計画、責
任体制及び運営方法を具体に説明すること。

（２）「インターンシップ」「地域実習」の教育効果を高めるために
は担当教員が十分に関わることが重要である。一方で、両科
目に係る時間が増えると研究に従事する時間の確保が困難に
なるなどの弊害も考えられる。両科目に係る教員の関わり方を
示し、教育効果を高めるためのFDの方法、研究時間等の確保
の方策について説明すること。

３． ＜全体計画審査意見４の回答について＞
学生確保の見通しとして、追加アンケートを実施しているが、結
果として定員を満たす学生数は示されていない。他の客観的な
データを示すなどにより、定員確保が可能である見通しについ
て、合理性のある説明をすること。なお、必要に応じて入学定
員数も再検討すること。

改善意見

【教育課程等】

４． ＜全体計画審査意見１１の回答について＞
観光学を学修しグローカルな人材として活躍するには、観光学
の基幹となる「観光社会学」や「持続的観光論」等の科目が必
要である。このため、このような新たな科目を設定するか、既設
の科目で同等の内容が修得できるように改善すること。

改善意見

５． ＜全体計画審査意見１６の回答について＞
「海外語学研修」については、研修先が台湾で１大学、ニュー
ジーランドで１大学の計２大学に留まっていることから、学生の
外国語の実践能力の向上のためには、今後も海外の大学の
連携先を充実していくことが望ましい。

その他意見

平成３０年度開設予定大学等　審査意見（第一次）
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６． ＜全体計画審査意見１８の回答について＞
「出席の有無を評価指標として取り扱うことは行わない」とある
が、設置の趣旨等を記載した書類の68頁「（３）成績の評価」の
説明では「５つの分類と、出席時数不足を以て表し」とあり、成
績指標に関する説明に矛盾がある。このため、「出席時数不
足」の取り扱いについて、改めて説明するとともに、学生に「出
席時数不足」の定義や基準をどのように明示するのかについ
ても明らかにすること。【４学科共通】

改善意見

【教員組織等】

特になし。

【名称、その他】

７． ＜全体計画審査意見２０の回答について＞
学部学科の英語名称について、文化等の国際的な交流を目的
とした場合、International Communicationではなく、Intercultural
Communicationが一般的に使用されると考えられるが、大学の
考え方を回答すること。また、必要に応じて学部学科の英語名
称を修正すること。

要望意見

８． ＜全体計画審査意見２２の回答について＞
国際社会学分野の雑誌の充実について、２誌を追加すること
が説明されているが、２誌で十分なのか疑義がある。このた
め、大学として学術雑誌の整備に関する方針を示し、今後の整
備計画を説明すること。

要望意見

９． ＜全体計画審査意見２３の回答について＞
研究倫理についての説明は、自然科学系の研究に特化した内
容となっている。社会調査や地域実習等においても研究倫理
は重要であることから、社会調査等に関する研究倫理の考え
方や審査体制を説明すること。

要望意見
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区分 大学・学部等名

公立 長野県立大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
学部
　　　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏﾈｼﾞ
ﾒﾝﾄ学科

１． 「地域（ローカル）の視点とともに、グローバルな視点を持つこと
が求められている」としているが、ローカル及びグローバルな視
点の内容を明確にした上で、その内容が養成する人材や教育
課程にどのように反映されているのか具体的に説明すること。

改善意見

２． 学生確保の見込みに関して、アンケート調査結果の入学希望
者は定員を満たす人数が示されておらず、その他の要素も踏
まえて定員を満たすという説明がなされているが、具体的な見
込みとしては不十分である。例えば、競合校として例示されて
いるのが国公立大学のみであり近隣の同系の私立大学の志
願状況等との比較がなされていないことや、本学科は学費の
他に海外研修費用が発生するなど学費面からも他の国公立大
学と比較して優位性があるとは言えないことなどの要素も勘案
する必要がある。
これらのことから、県内の18歳人口の動向や大学志願率等か
ら、どのような分析や想定により学生確保が見込めると判断し
たのかをさらに詳しく説明し、かつ、地域企業との連携による広
報などの戦略的な取り組みについても具体的に説明すること。

改善意見

３． これまで長野県で行ってきた「長野県短期大学の将来構想に
関する検討委員会」や「県立大学設立準備委員会」での検討状
況等を踏まえて４年制大学の設置の趣旨や必要性を説明して
いるが、グローバルマネジメント学科に関する需要が確認でき
ていないにも関わらず、当該学科を設置しようと考えたのか、
設置の必要について改めて説明すること。

要望意見

【教育課程等】

３． 「全学生が対象の海外プログラム」を導入することとしており、
費用を学生が負担するとの説明があるが、全学生が履修登録
することが求められるため、学生にとって経済的負担が大きい
と考えられる。学生募集の段階から学生に周知することが必要
であるため、周知方法を明確にすること。【３学科共通】

改善意見

４． 「全学生が対象の海外プログラム」について、研修先の国の社
会情勢等により、実施が困難となった場合の対応方法を説明
すること。【３学科共通】

要望意見

５． 「海外実地研修A～F」については、教育効果や目的に不明確
な点があり、英語力が低い学生にとっては語学研修としての効
果しか得られないことも懸念される。ついては、以下の点を具
体的に説明するとともに、必要に応じて計画を修正し、教育効
果や目的を明確にすること。

改善意見

（１）研修スケジュールに組み込まれている「ビジネス研修」につ
いて、具体的な研修先企業を例示し、どのような形態、目的・内
容の研修を行うのかを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（全体計画）

審査意見（全体計画）
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（２）プログラム担当教員、引率教員、現地指導者の役割を説
明した上で、誰がどのように成績評価を行うのか、また、成績
評価の段階（５段階か、合否のみか）を明らかにすること。

（３）事前の研修先との調整、危機管理等に関しての教員以外
のサポート体制はどのようになっているのか。

（４）海外研修に行けなかった者に対して、国内での代替研修を
課しているが、どのような機関でどのような研修を行うのか、海
外研修の代替となることを説明すること。

（５）原則全員参加をどのように担保するのか。経済的に海外
研修の参加が困難な学生に対する財政的支援等はあるのか。

（６）２年次の「海外実地研修」の成果（語学研修を含む）をその
後の学修に生かすための３年次以降の学修の仕組みとして考
えていることはあるのか。

６． 教育課程の科目区分の「コース専門基礎科目」と「発展科目」
が、以下に例示するように、その名称に示されるような「基礎→
発展」という体系的な区分になっていないように見受けられる。
科目の体系性が明確になるように科目区分の仕方もしくは科
目配置の見直し、又は科目名称を見直すこと。また履修モデル
において、基礎的な内容を履修せずに関連する発展科目を履
修するモデルは不適切であるので修正すること。
　・基礎「地域マーケティング」→発展「マーケティング論」
　・基礎「長野県の経済と産業」→発展「地域社会学」
　・発展に「財務会計入門」等の入目科目を配置
　・履修モデル１２「民法総論」を履修せずに「契約法」を履修

改善意見

７． 「コース専門基礎科目」に演習科目が配置されているが、この
演習はどのような形態、目的の演習なのか不明確であるので
説明すること。また、演習科目のためには基礎的な理論を修得
している必要があると考えるが、そのような科目が設定されて
いるか不明であるため、各演習科目に関連する理論科目が配
置されていることを説明するか、理論を修得できる科目を配置
するよう適切に改めること。

改善意見

８． 以下に示すように、科目内容と照らして適切ではない科目名が
見られるため、適切に修正すること。
　・「民法総論」は「民法」又は「民法概論」が適当
　・「経済入門」は「経済学入門」が適当
　・「企業会計」は「原価計算入門」又は「工業簿記」が適当

改善意見

９． 本学科及び各コースで養成する人材像に求められる能力とそ
れに対応した科目及び履修モデルとの関連が不明確であるた
め、カリキュラムマップを作成し、教育課程の体系性を明確に
すること。

改善意見
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10． インターンシップの実習計画について、実習先には最大受入人
数が多い実習先もあり、実行可能性について懸念される。科目
担当教員とキャリアセンターの役割を明確にした上で、科目履
修希望者全員が履修可能かどうか、実習先の選定方法、実習
時及び事前事後の指導体制を明確にすること。併せて当該科
目のシラバスを提出すること。

改善意見

11． 各コースのディプロマポリシーに学科としてのポリシーが反映さ
れていないように思われるため、各コースのディプロマポリシー
の考え方について説明すること。

要望意見

【教員組織等】

12． 教員１人当たりの担当授業科目数が多く、また、本学科の特色
である「海外実地研修」の実施に当たっては教員に大きな負担
がかかることが想定されることから、教員が十分な研究活動を
推進させるために考えている方策を示した上で明確にするこ
と。

改善意見

【名称、その他】

13． １年次は全員入寮となっているが、寮に関する説明が不十分で
あるので、以下の点について説明すること。【３学科共通】

改善意見

（１）１年次に全員の入寮を求めているが、具体的にどのような
寮生活の経験及び地域活動への関わりを通じて「主体性・社会
性・対人関係形成能力」を育むのかを明確にした上で、全員入
寮の意義を更に具体的に説明すること。またその意義を、どの
ように担保するのかについても説明すること。

（２）入寮に係る学生の負担額を明示し、財政的な支援の有無
を説明すること。

（３）寮の管理体制について説明すること。

（４）２年次以降は、強制的に退寮させるのか。その場合の住居
確保の支援等をどのように考えているのか説明すること。

14． シラバスの成績評価方法において、「評価基準」の項目が空欄
の科目が複数あるため、適切に改めること。

改善意見

15． 大学の英語名称について、長野県が設置する総合大学である
ことを簡潔に表現するために「The University of Nagano」とす
ると説明があるものの、近隣の「長野大学（Nagano
University）」と混同する可能性があるため、再考することが適
当であると考えるが、大学の考えを回答すること。【３学科共
通】

要望意見

-18-



区分 大学・学部等名

公立 長野県立大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　健康発達学部
　　　食健康学科

１． グローバルな視点を養成することを特色としているが、管理栄
養士において「グローバルな視点を持つ」とはどのような能力を
指し、どのような必要性があるのか、就職等の出口にどのよう
に関連するのか、という点の説明が不十分である。そのため、
計画されている教育課程で本学が目指すグローバルな視点が
養われるか不明確である。
管理栄養士におけるグローバルな視点がどのようなものか、修
得できる能力や修了後の進路との関連を含め説明すること。そ
の上で、計画されている教育課程で十分であることを説明する
か、科目内容の変更や追加等をすること。

改善意見

２． 既設の短期大学の健康栄養専攻の入学定員は４０人であり、
これまで定員は充足されてきているにも関わらず、申請されて
いる食健康学科の入学定員を３０人とした理由を説明するこ
と。

要望意見

３． 大学の目的として「生きる拠り所となる深い専門性や幅広い教
養」と説明があるが、「生きる拠り所」とした意図を説明するこ
と。また、学部等の目的に「人々の健康や（生活の質）の向上」
と（　）としている意図を説明すること。

要望意見

【教育課程等】

４． 「全学生が対象の海外プログラム」を導入することとしており、
費用を学生が負担するとの説明があるが、全学生が履修登録
することが求められるため、学生にとって経済的負担が大きい
と考えられる。学生募集の段階から学生に周知することが必要
であるため、周知方法を明確にすること。【３学科共通】

改善意見

５． 「全学生が対象の海外プログラム」について、研修先の国の社
会情勢等により、実施が困難となった場合の対応方法を説明
すること。【３学科共通】

要望意見

６． 海外プログラムを食健康学科においても実施する目的の説明
が不十分であるため、教育上の効果を含めて詳しく説明するこ
と。目的によっては、実施時期を遅らせる方（３年次等）が効果
的であるとも考えられるため、２年２学期に行うことが効果的で
あることを説明するか、より効果的な実施時期に変更すること。
　併せて、海外プログラムにおける担当教員の役割と責任体制
についても説明すること。

改善意見

平成３０年度開設予定大学等　審査意見（全体計画）
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７． 「生化学実験」と「食品学実験」に関しては、事前に関連する理
論的な内容を修得しておく必要があるが、「生化学Ⅰ、Ⅱ」、「食
品学Ⅰ、Ⅱ」にはその内容が含まれていない。実験科目の前に
その内容に関する理論的な内容を学修できるように、「生化学
Ⅰ、Ⅱ」「食品学Ⅰ、Ⅱ」の内容の充実又は新たな科目を追加
すること。

改善意見

【教員組織等】

８． 定年を超えている教員が２３％（３／１３人中）であり、かつ、助
教が１人という教員組織となっており、教育研究の継続性の点
が不明瞭であることから、教育と研究の両面から教員組織の
将来構想について説明すること。

要望意見

【名称、その他】

９． 大学の英語名称について、長野県が設置する総合大学である
ことを簡潔に表現するために「The University of Nagano」とす
ると説明があるものの、近隣の「長野大学（Nagano
University）」と混同する可能性があるため、再考することが適
当であると考えるが、大学の考えを回答すること。【３学科共
通】

要望意見
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区分 大学・学部等名

公立 長野県立大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　健康発達学部
　　　こども学科

１． 養成する人材像として、「グローバルな視野を持ちながら、地域
環境を生かした保育を創造する」と説明しているが、グローバ
ルな視野が保育・教育現場の必要性に基づいたものであるか
不明確である。保育・教育現場の社会的・地域的必要性を踏ま
えて、改めて説明すること。

改善意見

【教育課程等】

２． 海外プログラムについて、2年次の3学期内に実施すると説明し
ているが、時間割を見ると他の科目が開講されている。海外プ
ログラムの実施方法と時間割との関係が不明確であるため、
海外プログラムの実施方法を詳細に説明するとともに、学生が
不在の期間の授業の取扱いについて説明すること。

改善意見

３． 「全学生が対象の海外プログラム」を導入することとしており、
費用を学生が負担するとの説明があるが、全学生が履修登録
することが求められるため、学生にとって経済的負担が大きい
と考えられる。学生募集の段階から学生に周知することが必要
であるため、周知方法を明確にすること。【３学科共通】

改善意見

４． 「全学生が対象の海外プログラム」について、研修先の国の社
会情勢等により、実施が困難となった場合の対応方法を説明
すること。【３学科共通】

要望意見

５． 事前事後指導の科目について、配当年次が書類によって異な
るため、適切に改めること。

要望意見

【教員組織等】

特になし

【名称、その他】

６． 大学の英語名称について、長野県が設置する総合大学である
ことを簡潔に表現するために「The University of Nagano」とす
ると説明があるものの、近隣の「長野大学（Nagano
University）」と混同する可能性があるため、再考することが適
当であると考えるが、大学の考えを回答すること。【３学科共
通】

要望意見

平成３０年度開設予定大学等　審査意見（全体計画）
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区分 大学・学部等名

公立 長野県立大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
学部
　　　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏﾈｼﾞ
ﾒﾝﾄ学科

１． ＜全体計画審査意見１の回答について＞
「グローバルとローカルの双方の視点を持った人材」がどのよう
な能力を持ち、それがどの科目で養成されるのかの説明が不
十分であるため、改めて、教育課程と修得できる能力の関係性
について説明すること。

改善意見

【教育課程等】

２． ＜全体計画審査意見１の回答について＞
２年次修了時までに、ＴＯＥＩＣ６００点相当の成績をとることを最
低到達目標としているが、語学力に関する到達目標がカリキュ
ラム・ポリシーに反映されていない。また、ＴＯＥＩＣ６００点をとる
ことを目的とするのであれば、アドミッションポリシーにおいて
も、一定程度の到達目標を示すべきであるが、反映されていな
い。ついては、語学力の到達目標に関して実現可能性がある
ことを、カリキュラムポリシーやアドミッションポリシーにおいて
明確に説明すること。【学部共通】

改善意見

３． ＜全体計画審査意見６の回答について＞
「海外実地研修A～F」について、実施期間や実施内容が異な
ること、引率教員と現地の教員等との役割分担が不明確であ
ること等から、同等の学修量を確保し、適切な成績評価が行わ
れるか疑義があるため、学修量・学修時間の確保、成績評価
の具体的な仕組みや指針についてに説明すること。

改善意見

４． ＜全体計画審査意見６の回答について＞
「海外実地研修A～F」において、学生の実習先希望が偏った
場合はどのように調整するのか説明すること。また、国内の代
替研修について、費用の発生の有無、成績評価をどのようにす
るのかを説明すること。

要望意見

５． ＜全体計画審査意見６の回答について＞
「海外実地研修A～F」の実施体制について、大学内での危機
管理体制の構築については説明がなされているが、学生が体
調不良になる場合を始め、現地でトラブル等が発生した時に、
現地において引率教員のみで対応することは非常に困難とな
ることが予想される。学生の安全を保障し、保護者の安心を担
保するという観点から、海外実地研修をサポートする事業者や
受け入れ先機関との連携などの具体的な対応方策について明
確にすること。

改善意見

６． ＜全体計画審査意見６の回答について＞
「海外実地研修Ａ～Ｆ」を履修することができなかった場合の代
替方法を説明しているが、国内の研修で代替する場合は、海
外での研修と科目名で区別がつくように別の科目として教育課
程に取り入れた上で、履修要件を明確にすること。【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）
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【教員組織等】

特になし

【名称、その他】

７． ＜全体計画審査意見６の回答について＞
「海外実地研修A～F」については、成績評価、学生の生活支援
など、引率教員に求められる役割が非常に大きく、英語運用能
力、研修先に対する理解、海外研修の引率の経験・ノウハウ
等、一定の資質が求められる。どのように教員の質を担保する
のか、その考え方について具体的に説明すること。

改善意見
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区分 大学・学部等名

公立 長野県立大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　健康発達学部
　　　食健康学科

特になし

【教育課程等】

１． ＜全体計画審査意見１の回答について＞
２年次修了時までに、ＴＯＥＩＣ６００点相当の成績をとることを最
低到達目標としているが、語学力に関する到達目標がカリキュ
ラム・ポリシーに反映されていない。また、ＴＯＥＩＣ６００点をとる
ことを目的とするのであれば、アドミッションポリシーにおいて
も、一定程度の到達目標を示すべきであるが、反映されていな
い。ついては、語学力の到達目標に関して実現可能性がある
ことを、カリキュラムポリシーやアドミッションポリシーにおいて
明確に説明すること。【学部共通】

改善意見

２． ＜全体計画審査意見６の回答について＞
「海外実地研修Ａ～Ｆ」を履修することができなかった場合の代
替方法を説明しているが、国内の研修で代替する場合は、海
外での研修と科目名で区別がつくように別の科目として教育課
程に取り入れた上で、履修要件を明確にすること。【学部共通】

改善意見

３． ＜全体計画審査意見６の回答について＞
「海外プログラム」の事前・事後学修の内容が不明であるため、
教育効果の観点から事前・事後学修の内容を説明するととも
に、シラバスを提出すること。

要望意見

【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（第一次）
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区分 大学・学部等名

公立 長野県立大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　健康発達学部
　　　こども学科

特になし

【教育課程等】

１． ＜全体計画審査意見１の回答について＞
２年次修了時までに、ＴＯＥＩＣ６００点相当の成績をとることを最
低到達目標としているが、語学力に関する到達目標がカリキュ
ラム・ポリシーに反映されていない。また、ＴＯＥＩＣ６００点をとる
ことを目的とするのであれば、アドミッションポリシーにおいて
も、一定程度の到達目標を示すべきであるが、反映されていな
い。ついては、語学力の到達目標に関して実現可能性がある
ことを、カリキュラムポリシーやアドミッションポリシーにおいて
明確に説明すること。【学部共通】

改善意見

２． ＜全体計画審査意見６の回答について＞
「海外実地研修Ａ～Ｆ」を履修することができなかった場合の代
替方法を説明しているが、国内の研修で代替する場合は、海
外での研修と科目名で区別がつくように別の科目として教育課
程に取り入れた上で、履修要件を明確にすること。【学部共通】

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（第一次）
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区分 大学・学部等名

私立 育英大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　教育学部
　　教育学科

１． 養成する人材像、ディプロマポリシー、教育課程及び人材需要
の関係が不明であるため、以下の点について明らかにするこ
と。

是正意見

（１）群馬県や高崎市でさまざまな施策が策定されており、４年
制大学の設置が要望されているとの説明があるが、それらの
施策に対してどのような人材を養成するのか不明確である。地
域社会からの要望と養成する人材像の関係について明確にす
ること。

（２）スポーツ教育専攻において養成する人材が、具体的にど
のような場所で活躍するのか、また、その人材が社会的・地域
的に需要があるか不明確である。教員免許を取得する学生に
ついては、例えば県内や近隣の県における教員の採用動向等
を踏まえた上で、需要を明確にすること。教員免許を取得しな
い学生については、就職先として想定される職種や社会におい
て活躍する場所を明らかにし、そこで必要とされている能力と
教育課程との関係も含めて、需要を明確にすること。

（３）１学科２専攻とした理由について、教職課程認定の関係と
育英短期大学及び同短期大学と高大連携を推進している前橋
育英高等学校において保育・幼児教育、スポーツ教育を行って
きたことのみを理由として説明しているため、本学科で養成す
る人材像を踏まえた上で１学科２専攻とした理由を明確にし、
必要に応じて申請書を適切に改めること。

（４）認定心理士の資格を取得可能とする趣旨について、養成
する人材像との関係を踏まえて明らかにすること。

２． 群馬大学のみ競合校として設定しているが、育英短期大学を
含め近隣同分野の私立大学とも競合することを踏まえ、学生確
保の見通しや方策について改めて説明すること。

改善意見

【教育課程等】

３． 「幼稚園教諭一種免許状」、「小学校教諭一種免許状」、「保育
士」の３つの免許を取得可能とする構想であるが、認可申請書
において添付されている履修モデルは、１つ又は２つの免許を
取得する５つのモデルのみである。３つ全ての免許を取得する
ことが可能かについて回答し、もし可能であれば履修モデルを
示すこと。
また、「幼稚園教諭一種免許状」、「小学校教諭一種免許状」の
２つの免許を取得する学生がいることが想定されるため、履修
モデルを示すこと。

改善意見

４． 「体育実技Ⅰ～Ⅶ」のシラバスを提出し、各授業の具体的な授
業内容を説明することと。

要望意見

５． 養護教諭免許状の取得に必要な科目である「健康相談活動」
を開設する意図及び教育課程上の位置付けについて説明する
こと。

要望意見

平成３０年度開設予定大学等　審査意見（全体計画）
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【教員組織等】

６． 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
構想を専攻別に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

【名称、その他】

７． ＦＤ・ＳＤ研修計画の一覧のうち、「研究活動の円滑な実施のた
めの研究倫理教育」は学生も研修対象としているが、具体的な
研修内容を明らかにすること。また、ＳＤ研修は職員に対しての
研修であり整合していないことから申請書を適切に改めること。

改善意見

８． 選抜方法について、以下の点を説明すること。 要望意見

（１）各入試種別の募集人員の設定の考え方について説明する
こと。

（２）一般入学試験による試験科目を「国語」と「英語」としている
理由を説明すること。

（３）特別推薦入学試験は、「学業成績が特に優秀な者又は競
技成績が特に優秀な者に対して大学の審査によって判定する」
としているが、具体的な判定基準について説明すること。

（４）面接試験及び小論文試験の実施に当たっては教員に負担
がかかることも懸念されるため、面接試験と小論文試験の実施
体制について説明すること。

９． 専攻の英語名称を「Section of　～」としていることについて、英
語名称の設定の考え方を説明すること。

要望意見

-27-



区分 大学・学部等名

私立 育英大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　教育学部
　　教育学科
　　　児童教育専攻
　　　スポーツ教育
専攻

１． ＜全体計画審査意見１（３）の回答について＞
各専攻においてどのような人材を養成するのかについて説明し
ているが、養成する人材像を踏まえて1学科2専攻であることが
学生にわかりにくいため、対応方針について回答すること。

要望意見

【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（第一次）

審査意見（第一次）
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区分 大学・学部等名

私立 東京通信大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　情報マネジメント学部
　　情報マネジメント学科

１． 本学科の教育課程は選択科目が多く、かつ、履修上の要件も
具体的でないため、ディプロマポリシーに掲げる知識・能力等
が育成されるのか不明である。このため、以下の点について修
正すること。

是正意見

（１）ディプロマポリシーとカリキュラムポリシーの対応関係が不
明であり、どの科目区分又は授業科目を通じ、ディプロマポリ
シーに掲げる知識・能力等が養成されるのか不明であるため、
ディプロマポリシーとカリキュラムポリシー（対応する授業科目
も含む）の対応関係が明確になるよう申請書を修正すること。

（２）（１）に関連して、カリキュラムマップ（ディプロマポリシーごと
に授業科目を履修する順番が分かる資料）を提出すること。

（３）本学科が意図する人材を養成するためには、履修上の要
件をさらに具体的に課すこと、学生に対する履修指導等をきめ
細かに行うこと又はその両方を行うことが求められるため、申
請内容を修正すること。

（４）養成する人材の卒業後の進路（大学として、どのように活
躍することが期待されているかを含む）を明確にすること。

２． 「学生確保の見通し等を記載した書類」に記載されている以下
の事項について説明すること。【２学科共通】

改善意見

（１）定員未充足の通信制大学が散見される要因として「社会的
機能や法令上の前提を勘案すべきとの調査結果も出されてい
る」という記述があるが、具体的な根拠が不明であるため、説
明すること。

（２）「表６」について、記載されている「※」「＊」の説明がないこ
とや、「年間成長率」をどのような意味で使用しているのか、ま
た「入学者数の年間成長率」として「％」で示されているが、実
数の変動が不明確なため、入学定員や入学者数について明ら
かにすること。

【教育課程等】

３． オンデマンド型のメディア授業を行い学生同士の意見交換を行
う場も提供するとあるが、本大学では時間を問わず学修出来る
ことを謳っており、異なる時間帯に受講した学生全てが同等の
授業を受講出来るかどうか不明確である。小テストや学生同士
の意見交換の場が通常何分程度提供されるかを含めてメディ
ア授業による授業方法を詳細に説明し、全学生が同等の授業
を受講できるかについて明らかにすること。

改善意見

平成３０年度開設予定大学等　審査意見（全体計画）

審査意見（全体計画） 警告

-29-



４． 「リサーチレポート」を４年次の選択科目としているが、以下の
点について明確にすること。

改善意見

（１）履修対象者を成績上位20%程度に限定するとしているが、
本学科の最終年次の定員は、入学定員と編入学定員を合わせ
て600人になるため、最大で120名がその対象となりうる。教授
及び准教授18名の体制で「教員１名が最大５名程度」を担当さ
せることとしているが、多くの履修者希望者がいる場合、大学と
してどう対応するのか、オフィスアワーにおける対応を含め明
確にすること。

（２）授業科目の概要では、各専任教員が自身の専門分野に応
じて「リサーチレポート」の指導をするものと思われるが、学生と
専任教員のマッチング方法（複数の学生が１人の教員に集中し
た場合の選考方法等を含む）を明確にするとともに、授業を全
32回にわたって行う計画としているが、その内容が不明確であ
るため、単元ごとの具体的な授業内容を明確にすること。

５． 「教材作成及び更新の方針」において、「授業毎に毎回新規を
作成することではなく、一つひとつの教材をうまく活用し、他の
授業でも利用可能とし、教材同士を組み合わせる～（略）～」と
説明しているが、他の授業での利用可能、教材同士を組み合
わせるとはどういう意味か、教材の作成方法及び活用方法を
明確にすること。

改善意見

６． 情報マネジメント学部情報マネジメント学科では、「情報技術に
加え、人間と社会への深い理解を持ち、情報を扱う能力とマネ
ジメント力を備えた人材の育成」を教育目的とし、情報技術とマ
ネジメントの知識と技法を活用して複雑かつ多様な諸課題を発
見・理解・解決する能力を有する人材を育成するとしている。こ
のような人材を養成するためには、情報とマネジメントそれぞれ
２つの分野を独立して学ぶだけではなく、２つの分野を融合し、
架け橋となるような内容の科目が必要であると考えるが、現在
の教育課程においてそれが担保されていることを明確にするこ
と。または、教育課程を適切に改めること。
なお、教育課程を改める場合、高度な情報スキルを用いて経
営問題を分析したり、経営学に基づいて企業組織の情報問題
を議論したりすることを趣旨とする科目を新設するか、既設の
「情報マネジメント総論A」及び「情報マネジメント総論B」を上記
のような内容になるよう適切に改めること。

改善意見

７． 「日本語文章論」について、具体的にどのような授業が展開さ
れるのか不明確であることから、講義内容を適切に表した内容
となるよう、授業科目の概要を適切に改めること。【２学科共
通】

改善意見
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８． 　本学科の教育課程における社会学の位置づけについて、設
置の趣旨を記載した書類の31頁では「本学の主とする学問分
野は、情報学、（中略）社会学」と記載しており、また、科目区分
の「情報社会」には社会学系の科目が多く配置されているとこ
ろであるが、本学が授与する学位の分野は工学関係のみと
なっている。このため、学位の分野に社会学を含めなかった理
由を含め、本学科の教育課程における社会学の位置づけを明
確にした上で、必要があれば同書類の説明内容を適切に改め
ること。

改善意見

９． 　「インターンシップⅠ・Ⅱ」について、一般にインターンシップを
授業科目として実施する場合は、受入先の企業と授業目的の
共有や実施内容等に関する綿密な調整が行う必要があるが、
本学において本授業科目を実施する前に、受入先の企業との
組織的な調整をどのように行うのか明確にすること。その際、イ
ンターンシップの実施に関わる「実習委員会」や「地域連携セン
ター」の役割や人員体制も含め具体的に説明すること。また、
本授業科目の内容が不明確であるため、一企業を例に挙げて
日々の実習内容を具体的に説明すること。

改善意見

10． 　「インターンシップⅠ・Ⅱ」の付与する単位数について、いずれ
の科目も１単位科目であるにも関わらず、学生のインターン
シップの実施結果を踏まえて、その期間に応じて異なる単位数
を付与する趣旨の説明がなされているが、付与する単位は、授
業目的を踏まえて定める学修量に応じて、あらかじめ決定され
るべきものであり、このような取扱いは不適切である。このた
め、授業内容を適切に改めること。

改善意見

11． 本学科の主要科目であると思われる「プログラミング演習Ⅰ」、
「システム設計Ⅰ」、「データベース論Ⅰ」及び「データ匿名化演
習Ⅰ」のシラバスを提出すること。

改善意見

12． 各授業科目のシラバスの成績評価方法欄に記載のある「単位
認定試験」の具体的な実施方法を説明すること。

改善意見

13． シラバスには「事前学習」で求める学修内容が記載されている
が、事前の学習時間を確保するためには、授業で使用する教
材をあらかじめ示す（又は提供する）必要がある。大学として事
前学修に必要な時間をどの程度として捉え、授業開講前のど
の時期に教材を示す（又は提供する）のが適当であるのか明確
にすること。

改善意見
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14． LMSを活用したeラーニングによるメディア授業のコンテンツ制
作について、設置の趣旨を記載した書類の61頁には「平成29
年度までに170単位分、平成30年度中に130単位分を制作する
予定」としているが、現在の制作の進捗状況及び今後の具体
的な制作の見通し（計画）を明確にし、大学開設以降の教育課
程の実施に支障がないことを説明すること。また、コンテンツの
制作にはどのような体制等（委員会等の組織、人員及び制作
までのプロセスなど）で対応するのか、大量の授業科目のコン
テンツの運用体制についても明確にすること。【２学科共通】

改善意見

15． 学生からの質問とその回答について、学生が質問をする手段、
質問を受けてから回答するまでのプロセスと体制、回答までに
要する時間を明確にすること。

改善意見

16． 通信教育を実施するに当たり、助手・TA等の指導補助者によ
る生指導体制が非常に重要となるが、以下の通り不明確な点
があるため、説明すること。【２学科共通】

改善意見

（１）授業科目を履修する学生数によって、指導補助者をどの程
度配置するのかについて明確にした上で、学生への学修支援
体制を説明すること。

（２）教員の補助や学生に対するサポートにも関わることから、
指導補助者の質も重要と思われるため、指導補助者の質の確
保や育成方法について大学としての考えを説明すること。

（３）独自開発するLMSの機能の詳細について明確にした上
で、その機能を利用した担当教員、指導補助者等授業に関わ
る者の役割について説明すること。

17． eポートフォリオによって履修・学習状況は把握するとのことだ
が、学修についていけなくなりそうな学生へのフォローアップ体
制について、具体的に説明すること。【２学科共通】

改善意見

18． 授業の単元ごと（１回の授業で４単元（１単元15分））に「小テス
ト」を実施することとしているが、その採点は記述式以外のテス
トで「自動採点方式」を導入することとしている。記述式におい
ても今後、可能な部分から導入することとしているが、自動採
点は、効率的に採点が行える一方、それにより回答内容が画
一化されるなどの功罪があり、自動採点が適当なテストとそう
でないものがあると考える。このため、どのような記述式のテス
ト内容であれば自動採点を導入するのか、大学の考えを回答
すること。また、自動採点を導入する記述テストを行う授業科目
についても回答すること。

要望意見
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【教員組織等】

19． 専任教員による「クラス担任（アカデミックアドバイザー）制度」
を導入し、履修指導や卒業後の進路相談等に応じることとして
いるが、全専任教員が各学年20名程度で構成する１クラスを担
当し４年間履修指導すると、1人の専任教員つき100名程度（学
科の専任教員数21名）の学生をサポートすることになることか
ら、教員１人あたりに生じる負担やその支援体制を説明し、本
制度の導入が可能であることを説明すること。また、通信教育
の特質上、時間を問わず学生からの相談があることも想定され
ることから、十分に学生をサポート出来る体制になっているか
について、クラス担任の役割を示した上で指導体制を明確にす
ること。

改善意見

20． 専任教員に対しオフィスアワーを設定させることとしているが、
21名の専任教員では、収容定員2000人の学生の学修相談に
十分に対応できるのか懸念される。このため、オフィスアワー
の時間帯、相談する学生の想定数及び教員１人あたりの１日
の許容人数（それぞれ当該人数とする理由を含む）を明確に
し、十分な対応が可能であることを説明すること。

改善意見

【名称、その他】

21． 教授会の運営について、設置の趣旨を記載した書類の61頁で
は「教授会は、学長の指示により定例会と臨時会を開催」する
としているが、学長からの指示がなければ教授会を開催するこ
とができない旨の定めは、学校教育法第93条に抵触するた
め、修正すること。【２学科共通】

是正意見

22． 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。【２学科共通】

是正意見

23． 学則第９条の「入学資格」において、「中等教育法」や「学校教
育法第56条第２項」等明らかに記載に誤りがあるため、修正す
ること。また、学則第10条（５）の「外国において、学校教育にお
ける13年以上の課程を修了したもの」という記載は不適切であ
るため、修正すること。【２学科共通】

是正意見

24． 図書の整備計画について、整備する学術雑誌の冊数が０であ
り４年制大学として必要な図書が整備されているか不明確であ
る。電子図書や電子ジャーナルを整備する計画であるが、４年
制大学として相応しい図書が整備されるかについて、電子
ジャーナルの具体的なタイトルを挙げる等して明確にすること。

改善意見

-33-



25． シラバスの記載において、学術的な手法とは思えない記載が
あるため適切に改めること。

改善意見

26． メディア授業を円滑に実施するためには、活用するシステムを
どう整備するかが要となる。本学は設置の趣旨を記載した資料
の32頁に「既製品をそのまま利用するのではなく、学生の使い
勝手と運用性を考慮のうえ、独自に設計を行」うこととしている
が、当該既製品のシステムの仕様との違いを明確にすること。
特に授業の双方向性の確保という点に関して、どのような変更
を加え、また運用上の工夫をするのか明確にし、メディア授業
の実施可能性について十分な説明をすること。

改善意見

27． 主に学生の学修支援を行う「メディア教育支援センター」に関し
て、以下の点について説明すること。

改善意見

（１）本センターの業務内容について、設置の趣旨を記載した書
類の58頁に一応の記載はあるが、説明内容が不明確であるた
め、具体的に説明すること。

（２）本センターには添削指導を行う指導補助者を開学時に10
名、完成年度に93名程度を配置することとしているが、収容定
員に照らして、配置する人数の妥当性を説明すること。また、指
導補助者の確保の見通しについて、客観的な根拠を示しつつ、
具体的に説明すること。

（３）専門性の異なる２学部で構成される大学であるため、配置
する指導補助者も専門性に配慮した人員を確保する必要があ
ると考えるが、各学部担当の指導補助者をそれぞれ何名確保
する予定であるのか明確にすること。

（４）専任教員と指導補助者の役割分担について明確にするこ
と。

（５）本センターには、指導補助者のほか、「問い合わせ窓口要
員」、「システムサポート要員」、「メディア教材作成要員」及び
「インストラクショナルデザイナー」を段階的に配置することとし
ているが、収容定員や作成コンテンツ数に照らして、配置する
人数の妥当性を説明すること。

28． 大学の英語名称を「開かれた大学」を目指していることから
「Tokyo Open University」としているが、「Open」を大学名称に
使用している他大学と比べても「Open」を使用することが適切
であるか不明確であるため、当該大学の英語名称の妥当性を
改めて説明するか、大学の英語名称を適切に改めること。【２
学科共通】

改善意見
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29． 学生納付金が非常に低額だと思われるが、これ以外に追加的
に発生する経費（例えば、実習の経費など）がある場合はその
内容を明確にした上で、長期的視野に立った場合に教育環境
の質を担保することが可能であるか説明すること。【２学科共
通】

改善意見
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区分 大学・学部等名

私立 東京通信大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　人間福祉学部
　　人間福祉学科

１． 本学科の教育課程は選択科目が多く、かつ、履修上の要件も
具体的でないため、ディプロマポリシーに掲げる知識・能力等
が育成されるのか不明である。このため、以下の点について修
正すること。

是正意見

（１）ディプロマポリシーとカリキュラムポリシーの対応関係が不
明であり、どの科目区分又は授業科目を通じ、ディプロマポリ
シーに掲げる知識・能力等が養成されるのか不明であるため、
ディプロマポリシーとカリキュラムポリシー（対応する授業科目
も含む）の対応関係が明確になるよう申請書を修正すること。

（２）（１）に関連して、カリキュラムマップ（ディプロマポリシーごと
に授業科目を履修する順番が分かる資料）を提出すること。

（３）本学科が意図する人材を養成するためには、履修上の要
件をさらに具体的に課すこと、学生に対する履修指導等をきめ
細かに行うこと又はその両方を行うことが求められるため、申
請内容を修正すること。

２． 「学生確保の見通し等を記載した書類」に記載されている以下
の事項について説明すること。【２学科共通】

改善意見

（１）定員未充足の通信制大学が散見される要因として「社会的
機能や法令上の前提を勘案すべきとの調査結果も出されてい
る」という記述があるが、具体的な根拠が不明であるため、説
明すること。

（２）「表６」について、記載されている「※」「＊」の説明がないこ
とや、「年間成長率」をどのような意味で使用しているのか、ま
た「入学者数の年間成長率」として「％」で示されているが、実
数の変動が不明確なため、入学定員や入学者数について明ら
かにすること。

３． 卒業生の就職の見通しに関するアンケート調査によると、採用
数は入学定員の半数程度という結果であり、アンケートの「ご
意見・ご要望」欄ではコミュニケーション能力について懸念され
るという意見もあることから、本学として当該アンケート結果を
分析し、今後中長期的に需要があることを改めて説明するこ
と。なお、全国社会福祉協議会の調査資料から不足していると
説明している「現場のマネジメントを行いサービスの中核を担う
人材」が本学において養成する人材と合致しているのかも不明
確であるため、改めて説明すること。

改善意見

４． 現場経験のある社会人が学び直しのために入学した場合、多
様な背景があると考えられるが、どのようメリットがあり、どのよ
うなモチベーションで教育を受けるのか、提供する教育内容に
関連付けて説明すること。

要望意見

平成３０年度開設予定大学等　審査意見（全体計画）

審査意見（全体計画） 警告
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【教育課程等】

５． 学科の特色や教育課程の考え方において「包括ケア」を修得さ
せる旨の記述があり、科目区分としても「包括ケア」を設けてい
るが、配置されている科目は看護系科目に偏っており、包括ケ
アに関して必要な能力が修得できる教育課程となっていない。
包括ケアの全体像を修得できる概論等の科目を配置するととも
に、他の要素（介護、住宅、生活支援等）に関する科目の配置
など、包括ケアの全体を修得できる科目を配置するなど「包括
ケア」の科目のバランスを修正すること。

是正意見

６． 実習科目について、十分な実習を行えるか不明であるため、具
体的な説明を追加するか、適切に改めること。

是正意見

（１）実習先施設が高齢者施設と医療施設に偏っているため、
児童関係施設、社会福祉協議会、公的機関を実習先として追
加し、バランスをとること。

（２）提示されているスケジュールでは、巡回指導や帰校日指導
などの教員配置に余裕がなく組まれているが、実習日程の変
更が生じた場合の対応をどのように考えているか明確にするこ
と。
（３）効果的な実習とするために実習委員会の役割が重要であ
ると考えられるため、委員会の構成員、役割、報告会の体制に
ついて説明すること。

７． 社会福祉士と精神保健福祉士の国家試験受験資格は、同時
に取得可能か明らかにすること。取得可能であれば、両資格を
取得する場合の履修モデルと時間割を示し、実現可能であるこ
とを説明すること。不可能であれば、学則等において、いずれ
かの資格しか取得できないことを明記すること。

是正意見

８． 履修モデルについて、いずれの資格も取得しない場合のモデ
ルが添付されているが、このモデルは、どのような目的で入学
し、どのような進路を想定している者なのか、履修モデルに掲
げられている科目との整合性を踏まえて説明すること。また、３
年次編入学で精神保健福祉士を取得する場合のモデルを添付
すること。

改善意見

９． 科目区分「相談援助技術」の科目は演習や実習指導が主と
なっているが、これらは実践現場での対応を想定した実践的な
内容とする必要がある。このような科目をメディア利用授業で行
う際に、十分な教育効果を得られるか不明確であるため、どの
ようなメディア利用をするのか説明し、併せて関連科目のシラ
バスを提出すること。（可能であれば、実際のコンテンツの画面
の例を提示すること。）

改善意見

10． 「日本語文章論」について、具体的にどのような授業が展開さ
れるのか不明確であることから、講義内容を適切に表した内容
となるよう、授業科目の概要を適切に改めること。【２学科共通】

改善意見
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11． LMSを活用したeラーニングによるメディア授業のコンテンツ制
作について、設置の趣旨を記載した書類の61頁には「平成29
年度までに170単位分、平成30年度中に130単位分を制作する
予定」としているが、現在の制作の進捗状況及び今後の具体
的な制作の見通し（計画）を明確にし、大学開設以降の教育課
程の実施に支障がないことを説明すること。また、コンテンツの
制作にはどのような体制等（委員会等の組織、人員及び制作ま
でのプロセスなど）で対応するのか、大量の授業科目のコンテ
ンツの運用体制についても明確にすること。【２学科共通】

改善意見

12． 通信教育を実施するに当たり、助手・TA等の指導補助者によ
る生指導体制が非常に重要となるが、以下の通り不明確な点
があるため、説明すること。【２学科共通】

改善意見

（１）授業科目を履修する学生数によって、指導補助者をどの程
度配置するのかについて明確にした上で、学生への学修支援
体制を説明すること。

（２）教員の補助や学生に対するサポートにも関わることから、
指導補助者の質も重要と思われるため、指導補助者の質の確
保や育成方法について大学としての考えを説明すること。

（３）独自開発するLMSの機能の詳細について明確にした上で、
その機能を利用した担当教員、指導補助者等授業に関わる者
の役割について説明すること。

13． eポートフォリオによって履修・学習状況は把握するとのことだ
が、学修についていけなくなりそうな学生へのフォローアップ体
制について、具体的に説明すること。【２学科共通】

改善意見

【教員組織等】

14． クラス担任制を計画しているが、１教員（担任）は何人程度の学
生を受け持つことになるのか説明すること。また、クラス担任の
役割（履修相談、進路相談等への対応）や学生への対応方法
を具体的に示し、現実的に可能な担当学生数であることを説明
すること。

改善意見

15． 専任教員数について、基本計画書では講師は「０」となっている
が、授業科目の概要の教員配置欄には講師の人数が記載さ
れており、不整合があるため修正すること。

改善意見
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【名称、その他】

16． 教授会の運営について、設置の趣旨を記載した書類の61頁で
は「教授会は、学長の指示により定例会と臨時会を開催」する
としているが、学長からの指示がなければ教授会を開催するこ
とができない旨の定めは、学校教育法第93条に抵触するため、
修正すること。【２学科共通】

是正意見

17． 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。【２学科共通】

是正意見

18． 学則第９条の「入学資格」において、「中等教育法」や「学校教
育法第56条第２項」等明らかに記載に誤りがあるため、修正す
ること。また、学則第10条（５）の「外国において、学校教育にお
ける13年以上の課程を修了したもの」という記載は不適切であ
るため、修正すること。【２学科共通】

是正意見

19． 大学の英語名称を「開かれた大学」を目指していることから
「Tokyo Open University」としているが、「Open」を大学名称に
使用している他大学と比べても「Open」を使用することが適切で
あるか不明確であるため、当該大学の英語名称の妥当性を改
めて説明するか、大学の英語名称を適切に改めること。【２学
科共通】

改善意見

20． 学生納付金が非常に低額だと思われるが、これ以外に追加的
に発生する経費（例えば、実習の経費など）がある場合はその
内容を明確にした上で、長期的視野に立った場合に教育環境
の質を担保することが可能であるか説明すること。【２学科共
通】

改善意見
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区分 大学・学部等名

私立 東京通信大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　情報マネジメント
学部
　　情報マネジメン
ト学科

１． ＜全体計画審査意見２の回答について＞
編入学の定員200名の確保について、補正後の本学のカリキュ
ラムは、必修科目が増加する等の変更が生じているが、その
場合でも、社会人の入学者数を確保できるといえるかどうか疑
念があり、編入学生の確保のための取組みの充実が望まれる
ため、対応方針を説明すること。【２学科共通】

要望意見

【教育課程等】

２． ＜全体計画審査意見１の回答について＞
提示されたカリキュラムマップでは、選択科目の後に必修科目
が配置されているなど、学修の順序性が適切とは言えない配
置となっている。また、ディプロマポリシーでは「ビジネスや経営
に必要な基礎的知識やスキルを身につけ」と明示されているこ
とに対して「経済学入門」「経営学入門」等の基礎的な科目は選
択科目となっており、これら基礎的な科目を前提とした必修科
目が置かれている。
このように、選択科目と必修科目の関係が整合していない部分
があることから、このカリキュラムマップに沿った学修でディプロ
マポリシーが達成できることを説明するか、科目配置等を適切
に改めること。

改善意見

３． ＜全体計画審査意見８の回答について＞
学位の分野に「社会学」を含めない理由として「副次的な研究
対象」と説明されているが、教育課程には社会学関連の科目
が一定程度配置されており、教育課程における社会学関係の
科目の配置の意図が不明確であるため、補足説明し、学位の
分野において、社会学が主たる分野ではないことを教育課程
の観点から改めて説明すること。

改善意見

４． ＜全体計画審査意見３の回答について＞
掲示板を活用したディスカッションを行う計画が示されたが、投
稿期間が定められており、学生はあらかじめ日程を把握してお
く必要がある。どの科目がディスカッション授業に対応するのか
を示した上で、当該科目においてディスカッションの成績評価
への反映方針と学生への周知方法について説明すること。

改善意見

５． ＜全体計画審査意見１４の回答について＞
授業配信システムであるLMSコンテンツの開発状況について、
全ての授業科目のこれまでの収録状況と今後の収録計画につ
いて提示したうえで、現実に来年度から開学する準備が整うこ
とを説明すること。併せて、コンテンツの著作権をチェックする
組織体制と、著作権処理をどのような方法で行うのか説明する
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１次）
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６． ＜全体計画審査意見１４の回答について＞
LMSの内容について次の点を説明したうえで、学生が準備す
べき端末やソフトウェア、ネットワーク環境など、想定する学生
側の受講環境について、学生募集や広報活動における周知方
法や周知内容を説明すること。【２学科共通】
　・システムの設置場所及び年中無休の管理運用体制、接続
回線の帯域の予定について
　・想定される最多同時受講者数と、システムの負荷が想定外
にあがった際の対応や、休日や夜間に不具合が発生した際の
対応方法、定期メンテナンスの計画について
　・セキュリティ上の安全性をどのように担保するのか。セキュ
リティ監査の仕組みやセキュリティインシデントに対する体制は
どのように整備しているか。
　・顔認証システムや小テスト、ビデオ会議、ディスカッション、リ
サーチレポートの採点機能等の仕組みについて、LMSに組み
込まれているものなのか、SkypeやWord等、外部ソフトウェアを
使用する仕組みなのか。
　・単位認定試験の実施方法について

改善意見

７． ＜全体計画審査意見１６の回答について＞
「指導補助者」の人数は示されたが、勤務体制や勤務時間が
不明であり、十分な対応が可能か判断できない。「指導補助
者」の勤務の計画を示し、収容定員に対して十分な対応が可
能であることを具体的に説明すること。

改善意見

８． ＜全体計画審査意見１３の回答について＞
「国際政治と情報マネジメント」のシラバスのP.5特記事項文
中、「声や顔の見えないメールは、対人恐怖症を助長するので
好まない」といった表現はシラバスにはふさわしくない。シラバ
スの表現については、大学側がある程度内容を確認すること
が望ましい。

その他意見

【教員組織等】

９． ＜全体計画審査意見１９の回答について＞
アカデミックアドバイザーについて、20名程度に1名あたりの配
置や、学習面の指導・支援等の具体的な業務内容等について
説明されているが、初年時に集中的な指導を行った後は、e
ポートフォリオによる自己調整学習を促すGPなど、2年次以降
の学生支援について明確でない。通信制教育においては、通
学制に比して退学等についての懸念が大きいことも踏まえ、２
年次以降もアカデミックアドバイザーによる指導について積極
的・組織的な実施が担保されるよう、改善すること。【２学科共
通】

改善意見

１０．＜全体計画審査意見１９の回答について＞
アカデミックアドバイザーは学生に対し具体的な履修指導を行
うなど重要な役割を担うものとなっているが、専任教員が兼ね
る場合、業務量や専門性の点からアカデミックアドバイザーとし
て十分な役割を果たせるのか疑義がある。アカデミックアドバイ
ザーの業務上期待される専門性や、業務に係る負担、他のス
タッフとの役割分担を明確にし、履修指導に支障が生じないこ
とを説明すること。【２学科共通】

改善意見
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１１．＜全体計画審査意見１９の回答について＞
ビデオ会議システムによる指導について、6時間程度で最大30
名のグループを指導するとの記載があるが、指導体制につい
て十分であることを具体的に説明すること。【２学科共通】

要望意見

【名称、その他】

１２．「メディア教育支援センター」は全学組織との説明があるが、大
学内の組織としての位置づけが不明であり、また、所属する職
員が基本計画書の職員数に含まれているか否かが不明であ
る。所属する職員は、通信教育を行う上で重要な役割を担うこ
ととなり、大学側の指揮命令権の及ぶ形態であるべきと考える
が、「外部事業者との連携」と記載があり、実態が不明確であ
る。これらのことから、以下の点を具体的に説明し、適切な組
織体制となることを説明すること。【２学科共通】

改善意見

（１） 「メディア教育支援センター」に所属する各職員が大学（学
長）の指揮命令の及ぶ者であることを説明すること。

（２） 「外部事業者との連携」について、具体的にどのような連
携か説明すること。

（３） 「メディア教育支援センター」が大学内においてどのような
位置づけかを組織図を示して説明すること。（併せて、キャリア
サポートセンター、ダイバーシティセンターの位置づけも説明す
ること。）
（４） 上記を踏まえ、基本計画書を必要に応じて修正すること。
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区分 大学・学部等名

私立 東京通信大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　人間福祉学部
　　人間福祉学科

１． ＜全体計画審査意見２の回答について＞
編入学の定員200名の確保について、補正後の本学のカリキュ
ラムは、必修科目が増加する等の変更が生じているが、その
場合でも、社会人の入学者数を確保できるといえるかどうか疑
念があり、編入学生の確保のための取組みの充実が望まれる
ため、対応方針を説明すること。【２学科共通】

要望意見

【教育課程等】

２． ＜全体計画審査意見６の回答について＞
実習科目については、関東・東海・関西の３エリアで実施すると
あるが、エリア別の教員配置計画が示されておらず実現可能
性のある計画となっているか不明確であるため、エリア別の教
員配置計画を説明すること。

改善意見

３． ＜全体計画審査意見９の回答について＞
演習系の科目の教育効果について、一定の説明はなされた
が、他の面接とメディアを併用した授業（「相談援助演習（Ⅰ・
Ⅱ・Ⅲ）」「相談援助実習指導（Ⅰ・Ⅱ）」「精神保健福祉援助演
習（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）」「精神保健福祉援助実習指導（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）」）の
教育効果についてもシラバスを提出して教育効果が十分であ
ることを説明すること。

改善意見

４． ＜全体計画審査意見１１の回答について＞
授業配信システムであるLMSコンテンツの開発状況について、
全ての授業科目のこれまでの収録状況と今後の収録計画につ
いて提示したうえで、現実に来年度から開学する準備が整うこ
とを説明すること。併せて、コンテンツの著作権をチェックする
組織体制と、著作権処理をどのような方法で行うのか説明する
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）
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５． ＜全体計画審査意見１１の回答について＞
LMSの内容について次の点を説明したうえで、学生が準備す
べき端末やソフトウェア、ネットワーク環境など、想定する学生
側の受講環境について、学生募集や広報活動における周知方
法や周知内容を説明すること。【２学科共通】
　・システムの設置場所及び年中無休の管理運用体制、接続
回線の帯域の予定について
　・想定される最多同時受講者数と、システムの負荷が想定外
にあがった際の対応や、休日や夜間に不具合が発生した際の
対応方法、定期メンテナンスの計画について
　・セキュリティ上の安全性をどのように担保するのか。セキュ
リティ監査の仕組みやセキュリティインシデントに対する体制は
どのように整備しているか。
　・顔認証システムや小テスト、ビデオ会議、ディスカッション、リ
サーチレポートの採点機能等の仕組みについて、LMSに組み
込まれているものなのか、SkypeやWord等、外部ソフトウェアを
使用する仕組みなのか。
　・単位認定試験の実施方法について

改善意見

【教員組織等】

６． ＜全体計画審査意見１４の回答について＞
アカデミックアドバイザーについて、20名程度に1名あたりの配
置や、学習面の指導・支援等の具体的な業務内容等について
説明されているが、初年時に集中的な指導を行った後は、e
ポートフォリオによる自己調整学習を促すGPなど、2年次以降
の学生支援について明確でない。通信制教育においては、通
学制に比して退学等についての懸念が大きいことも踏まえ、ア
カデミックアドバイザーによる指導について積極的・組織的な実
施が担保されるよう、改善すること。【２学科共通】

改善意見

７． ＜全体計画審査意見１４の回答について＞
アカデミックアドバイザーは学生に対し具体的な履修指導を行
うなど重要な役割を担うものとなっているが、専任教員が兼ね
る場合、業務量や専門性の点からアカデミックアドバイザーとし
て十分な役割を果たせるのか疑義がある。アカデミックアドバイ
ザーの業務上期待される専門性や、業務に係る負担、他のス
タッフとの役割分担を明確にし、履修指導に支障が生じないこ
とを説明すること。【２学科共通】

改善意見

８． ＜全体計画審査意見１４の回答について＞
ビデオ会議システムによる指導について、6時間程度で最大30
名のグループを指導するとの記載があるが、指導体制につい
て十分であることを具体的に説明すること。【２学科共通】

要望意見
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【名称、その他】

９． 「メディア教育支援センター」は全学組織との説明があるが、大
学内の組織としての位置づけが不明であり、また、所属する職
員が基本計画書の職員数に含まれているか否かが不明であ
る。所属する職員は、通信教育を行う上で重要な役割を担うこ
ととなり、大学側の指揮命令権の及ぶ形態であるべきと考える
が、「外部事業者との連携」と記載があり、実態が不明確であ
る。これらのことから、以下の点を具体的に説明し、適切な組
織体制となることを説明すること。【２学科共通】

改善意見

（１） 「メディア教育支援センター」に所属する各職員が大学（学
長）の指揮命令の及ぶ者であることを説明すること。

（２） 「外部事業者との連携」について、具体的にどのような連
携か説明すること。

（３） 「メディア教育支援センター」が大学内においてどのような
位置づけかを組織図を示して説明すること。（併せて、キャリア
サポートセンター、ダイバーシティセンターの位置づけも説明す
ること。）
（４） 上記を踏まえ、基本計画書を必要に応じて修正すること。
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区分 大学・学部等名

私立 新潟食料農業大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　食料産業学部
　　食料産業学科

１． 学生確保の見通し及び養成する人材の社会的需要に関する
客観的な根拠として示されたアンケートの調査対象エリアにつ
いて、当該エリアを調査対象とした理由が不明確である。この
ため、対象エリアとした理由を明確にし、調査結果の信頼性を
説明するか、客観的根拠を新たに示すことにより、学生確保等
に関する中長期的な見通し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． 本学科が、「アグリコース」、「ビジネスコース」及び「フードコー
ス」の３コースを教育課程の履修上の区分としていることに関
し、次の点を明確にし、必要があれば適切に見直すこと。

改善意見

（１）２年次にコース選択をさせるのであれば、各コースの基盤
となる教育を１年次の段階で実施し、学生のコース選択の動機
付けを行うことが重要であると考えるが、特に「ビジネスコース」
については、経営学に関係する基礎科目が少なく、学生のコー
ス選択に支障が生じるのではないかと懸念される。このため、
「ビジネスコース」以外のコースも含め、１年次に各コースの基
盤となる授業科目が十分に配置されていることを説明するか、
授業科目を追加するなど教育課程を適切に改めること。

（２）本学科が養成する人材を踏まえれば、各コースにおける専
門分野を学修した上で、それを統合させることが必要だと考え
るが、このことについて大学の考えを明確にし、必要があれば
教育課程を適切に改めること。

（３）コースごとに必修科目及び選択科目を明確にすること。

（４）コースごとの想定人数とコースを担当する教員数を明確に
し、２年次以降のコース分属後も学生数に対して十分な教員の
体制が敷かれていることを明確にすること。

（５）希望するコースに学生が偏った場合、１年次の成績によっ
て選考し調整するとしているが、このことを「事前に周知する」と
しても、意に沿わない結果となった学生のケアは重要であると
考える。このため、当該学生に対する大学の対応を具体的に
説明すること。

（６）途中でコースを変更することが可能であるのか否かを明確
にし、可能である場合はどのような手続きを経て転コースをさ
せるのか明確にすること。また、不可能とする場合は、退学を
未然に防ぐためにも、転コースをさせることも考えられるが、大
学の考えを明確にすること。

平成３０年度開設予定大学等　審査意見（全体計画）

審査意見（全体計画）
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３． 大学の目的に「生命、環境、社会を科学する力と、食と農に関
する広い知識と技術を総合的に身に付け」ることを掲げており、
特に「環境」を科学する力を身に付けることについては農学分
野の教育研究を行う大学として重要であるが、今回設置する学
部学科には「環境」を学修する授業科目が少なく、大学の目的
に掲げるほどに重きを置いた内容となっていないのではないか
と考える。このため、学部として「環境」の位置づけについて、
大学の目的との関連を踏まえつつ改めて明確にした上で、必
要があれば「環境」を学修できる授業科目を充実させること。

改善意見

４． 本学科のカリキュラムポリシーにおいて、「国際社会で活躍し得
る能力」の育成を標榜していることも踏まえ、「海外研修」（実習
期間10日間、選択科目）だけでなく、海外での学修をさらに充
実させることが望ましいと考えるが、大学の考えを回答するこ
と。

要望意見

５． 本学部・学科の特色として掲げる「即戦力となる人材」を育成す
るのであれば、十分な実験・実習科目を配置することが必要と
考えるが、本学部の教育課程は、一般的な農学系の学部より
も実験・実習科目が少なく、「即戦力となる人材」に必要な実践
力を十分に育むことができるのか懸念される。このため、コース
ごとに実践力を育むのに十分な実験・実習科目となっているの
か、その量と質の面から改めて説明をし、必要があれば、実
験・実習科目を配置するなど教育課程を充実させること。

改善意見

６． 科目区分「共通課程」を「食・農・ビジネスを総合的に学ぶ」もの
として、全学生が共通して学修するべきものとして位置づける
のであれば、「アグリコース」の重要な科目である「植物」に関す
る授業を「共通課程」に開設することが望ましいと考えるが、大
学の考えを回答すること。

要望意見

７． アドミッションポリシーにおいて「語学力や理数系の基礎学力を
有する者」を掲げている一方、AO入試では英語・国語・数学の
「基礎学力試験」を課すのみであり、また公募推薦入試では「全
体の評定平均値が３．０以上」を求めるのみとなっている。これ
から農学分野を学修する者として、理科の科目に関する基礎
学力は重要であると考えるが、当該入試方法とした理由を説明
し、必要があれば適切に改めること。

改善意見

８． 指定校推薦を入試方法の一つに加えているが、指定校推薦は
高校と大学の信頼関係の下、推薦枠が設定されるものである
が、未だ開設されていない貴学と高校とが互いの教育理念に
対する共感と、良好な信頼関係を構築させる十分な時間を確
保することは困難ではないかと考える。このため、本設置計画
期間中に係る指定校推薦の実施の可否を改めて説明するこ
と。

改善意見

【教員組織等】

９． 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育組織編制の将
来構想を明確にすること。

要望意見
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【名称、その他】

10. 付属施設として農場を設けることとしているが、当該農場で栽
培される農産物や管理体制、農場で使用する機械の整備状況
について具体的に説明すること。

改善意見

11. 学部、学科及び学位の名称について、「食料産業」との名称で
は、本学部が目的としている「食・農・ビジネスに関する知識と
技術を修得すること」の一部を表現しているに過ぎず、名称とし
て相応しくないのではないかと考える。このため、「食料産業」
が意味するところを明確にした上で、当該名称の妥当性を改め
て説明するか、適切に改めること。

改善意見

12. 学部、学科及び学位の英語名称について、「Agriculture and
Food」としているが、日本語名称の「食料産業」と整合していな
いため、適切に改めること。また、大学の英語名称に「Agro」を
用いた趣旨を明確にすること。

改善意見

13. 貴学の学生の多くは胎内キャンパスにおいて学修することが想
定されるが、胎内市内の学生アパートの整備状況や新潟市か
ら通学する場合の公共交通機関に代わる大学としての支援内
容など学生生活の状況及び配慮について具体的に説明するこ
と。なお、両キャンパス間を巡回するスクールバスを運行すると
しているが、１日の巡回回数を明確にすること。

改善意見

14. 留学生を受け入れるのか否かを明確にした上で、仮に留学生
を受け入れる場合、入試方法、授業及び学生生活においてど
のような配慮をするのか明確にすることが望ましいため、回答
すること。

要望意見
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区分 大学・学部等名

私立 新潟食料農業大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　食料産業学部
　　食料産業学科

　特になし。

【教育課程等】

　特になし。

【教員組織等】

１． ＜全体計画審査意見９の回答について＞
　完成年度以降の教員採用計画について説明しているが、教
員の年齢構成が比較的高齢に偏っていることを踏まえ、完成
年度以降の中期的な教員配置計画について説明すること。

要望意見

【名称、その他】

２． ＜全体計画審査意見１０の回答について＞
　「即戦力となる人材」を育成するため、実験・実習科目を充実
させ、４つの実習科目を主に農場において実施すると説明して
いるが、農場管理についてはアグリコース教員と施設管理業務
を担う事務局総務部総務課とで分担・連携するとしか説明され
ておらず、実現可能性のある管理運営体制となっているか不明
確である。ついては、技術職員を新たに配置するなど教職員組
織を充実させるか、必要に応じて他大学の状況についても触
れながら現在の体制で教育研究に支障がないということを具体
的に説明すること。

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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区分 大学・学部等名

私立 仙台赤門短期大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　看護学科 １． 短期大学設置の理由として、「学費負担を軽減できること」や
「大学教育としてユニークな教養基礎科目の受講」をあげてい
るが、短期大学で修得できる能力や養成する人材像、教育目
標の面から短期大学を設置する必要性についての説明が不十
分であるため、改めて設置の必要性を説明すること。なお、併
せて以下についても適切に改めること。

改善意見

（１）４年制の看護系大学においては必ず保健師や助産師の資
格を取得しないといけないという誤解があるように見受けられ
るため、現状を把握した上で適切に改めること。

（２）「大学設置認可を得た教育機関での看護師養成は看護師
不足の宮城県では望まれている」と説明しているが、その根拠
が不明であるため、根拠を明示した上で改めて地域から需要
があることを説明すること。

（３）大学から距離がある場所に実習施設がある場合、移動時
間のために学生や指導教員に負担がかかることから、交通費
や宿泊費等の経費負担における大学としての考え方も含め、
学生や指導教員に対する負担軽減策について具体的に説明
すること。

２． 学生確保の見通しについて、アンケートによると高校卒業後に
短期大学へ進学を希望する学生が全体の６％しかいない中
で、本学の入学定員を上回る進学希望者がいるか不明確であ
るため、「短期大学への進学」を希望すると回答した学生と本
学への「進学を希望する」と回答した学生のクロス集計を行い、
その結果を踏まえた上で改めて学生を確保できる見通しがあ
ることを説明すること。

改善意見

３． 学生確保の見通しに係るアンケートについて、以下のとおり不
明確な点があるため、明らかにした上で改めて学生確保の見
通しについて説明すること。

改善意見

（１）アンケートの調査対象高校について、東北6県の高校から
大学側で159校を選定したとのことだが、選定基準を明確にし
た上で、その妥当性を説明すること。

（２）アンケートの調査結果の説明では進学希望者の男女別内
訳は「男性が40人、女性が60人」としているが、添付資料のア
ンケート調査報告書では男女の内訳が逆になっており、整合性
がとれていないため、改めること。

平成３０年度開設予定大学等　審査意見（全体計画）
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【教育課程等】

４． 「在宅看護論実習Ⅰ、Ⅱ」は、「統合分野」としての位置付けとし
ているにもかかわらず、「臨地実習計画」においては、「専門分
野」の実習と同様「各領域別の実習」の一つという取り扱いと
なっており整合性がとれていないため、在宅看護分野の科目を
「統合分野」に位置付けている趣旨を説明の上、適切に改める
こと。

改善意見

５． 指定規則との対比表を見ると実習科目は全て１単位40時間と
しており、説明では「１日８時間の実習を行うことを原則とする」
としているが、時間割を見ると１週間の内４日間が実習となって
おり、実習時間の考え方や実習の運用方法が不明確であるた
め、各グループの実習運用スケジュールの詳細を明らかにす
ること。また、学科の特色として掲げている主体的に学ぶ学生
を育成するに当たり、実習における工夫について、具体的に説
明すること。

改善意見

６． 実習指導について、専任教員が一人で同時期に２つの施設を
巡回することもあるようだが、無理のない実習指導体制となっ
ているか不明確であるため、実際にどのように実習指導を行う
のか、担当教員間や助手との役割分担も含めて具体的に説明
すること。また、学生や実習指導者に配布するとしている「実習
指導要綱」を添付すること。

改善意見

７． 「高齢者看護学実習Ⅱ」について、単位数は２単位で必要な授
業時間数は80時間としているが、教員の担当時間数を見ると
60時間となっており、整合性がとれていないことから適切に改
めること。

改善意見

８． 「看護研究」では実際に事例研究を行うとのことだが、「将来に
おいても研究的な視点を保ちつつ看護実践ができる基盤を養
うため」にどのような指導を行うのか、また研究成果の発表の
時期と評価方法、最終的に研究論文をまとめるまでの倫理審
査等を含めた研究指導プロセスについて、具体的に説明するこ
と。

改善意見

９． 時間割を見ると、１年次から２年次前期までは終日授業がある
が、２年次後期は全て午前中までしか授業がなく、科目の配当
年次についてバランスが考慮されているか不明確であるため、
配当年次における大学の考え方を説明の上、必要であれば適
切に改めること。

改善意見
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10． 「小児看護学実習Ⅰ」は病院で実習を行い、「小児看護学実習
Ⅱ」は保育所で実習を行うと説明しているが、「実習科目別の
実習施設リスト」を見ると「小児看護学実習Ⅰ」の実習施設が保
育所、「小児看護学実習Ⅱ」の実習施設が病院となっており整
合性がとれていないため、適切に改めること。

改善意見

11． 成績評価の指標に出席状況を設けることについては、授業の
達成目標等によって、授業への出席が成績評価の前提とする
ことが適当であるものと、そうでないものがあると考えられる。
貴学の一部の授業科目のシラバスには、成績評価の指標に出
席状況を掲げているものがあるが、当該指標が授業の達成目
標等に照らして適当であるのか、大学の考えを回答すること。
同じく指標に「平常点」を含めているものがあるが、どのようなも
のを対象に評価するのか、回答すること。

要望意見

【教員組織等】

12． 研究費の支給により研究活動の充実を図ると説明しているが、
実習の巡回指導や運営面における活動もある中で研究時間が
確保できるのか不明確であるため、教員ごとの科目担当時間
割を示した上で、教員に過重な負担がかかっておらず研究を行
う時間が十分に確保されていることを説明するか、教員が研究
時間を確保するための大学としての方策について説明するこ
と。

改善意見

13． 定年を延長する教員がいることから、教員組織の継続性に問
題がないか不明確であるため、今後の教員組織の将来構想や
後任となる教員の補充計画について説明すること。

【名称、その他】

14． 図書館について、「看護学に関する図書約4,000冊を整備する」
としているが、分類ごとの図書購入予定表を見ると看護学に関
するもの以外の図書も含めて4,000冊の図書のように見受けら
れ、実際に看護学に関する図書が何冊ぐらい整備されるのか
不明確である。また、学術雑誌、デジタルデータベース及び電
子ジャーナルの整備計画については不明であるため、本学の
規模等を踏まえどのような考え方で図書等を整備するのかも含
めて、改めて図書等の整備計画について説明すること。なお、
学術雑誌を整備する場合は、具体名を提示すること。

改善意見

15． 申請書全体において誤字脱字が散見されるため、改めて確認
の上、適切に改めること。

改善意見
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区分 大学・学部等名

私立 仙台赤門短期大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　看護学科 １． ＜全体計画審査意見１の回答について＞
重視する看護師の能力として「地域社会・地方の医療に貢献で
きる能力」を掲げているが、具体的にどのような能力か不明確
であるため、養成する人材像との関係を含めて改めて説明す
ること。また、養成する人材像として掲げている「介護を展開す
る場」と「保健・医療・福祉に貢献できる人材」との関係が不明
確であるので、改めて説明すること。

改善意見

２． ＜全体計画審査意見２、３の回答について＞
進学を希望すると回答した学生のうち、卒業後の進路を専門学
校進学や大学進学と回答した学生が大半を占めることから、安
定的な学生の確保が見込まれるのか不明確であるため、客観
的な根拠を示し改めて説明すること。また、社会人の学び直し
の場を提供することを目指すのであれば、社会人からも需要が
あることを客観的なデータを示し、改めて説明すること。

改善意見

【教育課程等】

３． ＜全体計画審査意見５の回答について＞
学科の特徴として掲げている主体的に学ぶ学生を育成するた
めに、実習以外の科目にもどのように位置づけているのか明
確にすることが望まれるため、考え方を説明すること。

要望意見

４． ＜全体計画審査意見７の回答について＞
実習については、カンファレンスを含み原則現地で行うことが
望まれるため、対応方針を説明すること。

要望意見

５． ＜全体計画審査意見１０の回答について＞
「小児看護学実習Ⅰ」は病院で実習を行い、「小児看護学実習
Ⅱ」は保育所で実習を行うと説明しているが、健康な小児の発
達を学んだ後に医療を必要とする子供について学ぶことが一
般的であるため、考え方を改めて説明すること。

要望意見

【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（第一次）
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区分 大学・研究科等名

私立 大学院大学至善館 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ経営学術院
　　ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ経営専攻(P)

１． 「特に設置が必要な理由」で示された事項のうち、以下のもの
について不明確であるため、説明すること。

改善意見

（１）「(3)辺境から世界のビジネススクールとMBA教育パラダイ
ムを革新する」について、従来の専門分野の切り売りによる教
育、いわば「パッチワーク化」されたMBA教育を変革するとして
いるが、カリキュラムポリシーにおいて「全体的俯瞰的・包括的
視座を養うため、企業活動の諸機能ごとに細分化された科目
は設けず」との説明では具体性に欠けるため、開講する授業科
目を例に、その授業内容や指導方法を具体的に説明し、貴学
が意図する教育内容をより明確化させること。

（２）「(4)セクターを越えた人的交流とコミュニケーションを促進
する」について、これまでの非営利団体と営利企業の協働によ
る実績に鑑み、貴学が受け入れる学生は企業由来の人材だけ
でなく、非営利組織や行政機関など幅広いセクターから受け入
れることにより「相互に触発し合い、刺激を受け合う機会を創
出」するとしている一方、貴学が受け入れる主要な学生は「企
業からの参加者」としており、貴学の構想が具現化できるのか
懸念される。このため、入学定員８０名のうち、企業派遣による
経営幹部候補及びこれ以外の「プロファイル」の受入れ想定数
を明確にした上で、それぞれの中長期的な学生確保の見通し
を改めて説明すること。

（３）「(5)国内外にネットワークを広げ、22世紀を見据えたリー
ダー人材教育の知の拠点となる」について、海外のパートナー
機関との教育連携を行う旨の説明があるが、関連する科目と
見受けられる「フィールドスタディ」は、卒業要件に加味されない
自由科目としての位置づけであるが、その理由を説明するこ
と。

【教育課程等】

２． シラバスの「授業の目的」を踏まえつつ、成績評価の基準とな
る学修の到達目標を明確にすること。加えて、カリキュラムマッ
プ（ディプロマポリシーごとに授業科目を履修する順番が分か
る資料）を提出すること。

改善意見

３． 設置の趣旨を記載した書類の８頁に「講義での使用言語は日
本語と英語」との記載あるが、講義中の使用言語が英語と日本
語であるとの誤解を招く可能性があるため、表現を適切に改め
ること。なお、英語のみの授業科目、日本語のみの授業科目、
英語で行う授業と日本語で行う授業の両方を用意する授業科
目をそれぞれ明確にすること。

改善意見

４． リベラルアーツ教育を通じ、「学生個々の心情、理念、哲学とな
る『全人格な基軸力』を涵養」するのであれば、経営倫理などの
倫理を学修することが重要であると考える。このため、本専攻
が開設する授業科目のうち、倫理を学修するものについて明確
にした上で、必要があれば授業科目を追加すること。

改善意見

平成３０年度開設予定大学等　審査意見（全体計画）
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【教員組織等】

５． 本専攻の教員組織について、多くの教員が企業等との兼務と
であるが、教授会の運営を始め、教員組織全体として連携体
制が確保されるのか疑義があるため、本専攻の設置の趣旨・
目的等を実現するための体制として妥当であるのか、具体的
に説明すること。

是正意見

【名称、その他】

６． ２年間の学費を500万円に設定しているが、国内の他のMBAの
学位を授与する専門職大学院の学費と比べて高額である。企
業が学費を負担する学生以外の学生も受け入れることを想定
していることに鑑みれば、設定の学費は学生確保の支障にな
ることが懸念される。このため、奨学金などの学生に対する経
済的支援に関する取組みを申請書において明確にすること。

改善意見

７． 教授会規程について、教授会の構成員に、事務職員を含める
こととしているが、その趣旨を回答すること。また、定足数として
除外することができる者として「教授会において承認された者」
と規定しているが、想定している者を回答すること。

要望意見

８． 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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区分 大学・学部等名

私立 大学院大学至善館 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　イノベーション経
営学術院
　　イノベーション
経営専攻（Ｐ）

１． ＜全体計画審査意見１の回答について＞
　本学の教員予定者や関係者からの紹介により事前説明会の
参加者（20名）を確保し、彼らに対してヒアリングを実施すること
でニーズ把握に努めているが、中長期的な視点から学生を確
保できるのかについて未だ不明確である。ついては、ＩＳＬやＫＡ
ＩＬにおける教育プログラムに対する企業や官公庁からの過去
５年程度の派遣実績を示した上で、学生確保の見通しについ
て改めて説明すること。

改善意見

【教育課程等】

２． ＜全体計画審査意見２の回答について＞
　カリキュラムマップにおいてディプロマポリシーと各授業科目
との対応関係を示しているが、カリキュラムマップで示されてい
る各授業科目において具体的にどのような素養や能力が身に
つくのかについて未だ不明確であるため、カリキュラムマップの
中に科目別に習得可能な素養や能力について記載すること。

改善意見

３． ＜全体計画審査意見３の回答について＞
　英語科目及び日本語と英語の併用により行う科目について
は、英語のシラバスを提出すること。

改善意見

４． ＜全体計画審査意見４の回答について＞
　倫理を学修する授業科目について明確に示されたが、そのこ
とが学生にもわかるようにカリキュラムマップやシラバスにおい
ても説明することが望まれるため、対応方針を説明すること。

要望意見

【教員組織等】

５． ＜全体計画審査意見１、５の回答について＞
　「教員組織全体として連携体制」が確保されているかの説明
を求めたが、「理論と実践を橋渡しする必要性」を認識している
にもかかわらず、理論面の教育が十分に行われる教員組織と
なっているのか、理論と実践を橋渡しすることができるような教
員組織となっているかが未だ不明である。ついては、本専攻の
設置の趣旨・目的を実現するため、理論面の教育について十
分に対応可能な教育組織が整備されているかについて、理論
系の授業科目を明確にした上で、改めて説明すること。

是正意見
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【名称、その他】

６． ＜全体計画審査意見６の回答について＞
　奨学金制度については、開設３年目を目途に整備する予定と
のことだが、財源確保の見通しが不明確であるため、財源とし
て見込んでいる寄付金を設ける予定の行政機関名を明確に
し、行政機関との議論の進捗状況を説明すること。また、奨学
金を利用する学生の想定人数についても明確にすること。

改善意見

７． ＜全体計画審査意見７の回答について＞
　教授会規程について、「教員の採用・人事」を審議事項とする
大学もあるかと思われるが、貴学における教員採用・人事につ
いての審議機関を説明すること。

要望意見
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区分 大学・学部等名

公立 名古屋市立大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　総合生命理学部
　　総合生命理学
科

特になし。

【教育課程等】

１． 貴学部の教育研究で対象とする理学は「生命科学」、「物質科
学」、「数理情報科学」とあり、どの領域を学ぶ者においても数
学の基礎的な素養が必要である。基礎科目群で設定している
数学科目は４科目（各２単位）あるが、統計学を除く数学系科
目３科目については必修科目とすることが望まれるため、貴学
の対応方針を説明すること。

要望意見

【教員組織等】

特になし。

【名称、その他】

２． ２つのコース「生命情報コース」と「数理物質情報コース」を置く
計画だが、「数理物質情報コース」については数学や物理の専
任教員が少なく、「数理物質情報コース」と名乗るには十分な教
員組織が形成されていないと思われる。このため、「総合理学
コース」や「自然情報コース」といった、入学志願者等関係者に
誤解が生じないコース名に改めるとともに、数理物質情報コー
スの養成する人材像について明確にすること。

改善意見

平成３０年度開設予定大学等　審査意見（第一次）
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区分 大学・学部等名

公立 島根県立大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　人間文化学部
　　保育教育学科

特になし。

【教育課程等】

１． 「教育原理（幼・保）」について、シラバスの「目的・目標」の記載
欄に「学習指導要領」という文言が重複し、誤記載があることか
ら適切に改めるとともに、内容が教育制度、教育課程及び教育
経営等多岐にわたっていることから、科目名称に対応した内容
に適切に改めること。

改善意見

２． 「初等社会科教育法」、「初等家庭科教育法」、「道徳の指導法
（小）」、「社会的養護内容」等について、教育実習や保育所実
習を履修する前に履修したほうが望ましいため、対応について
説明すること。

要望意見

３． 「特別支援教育に関する科目」について、「知的障害児指導論」
と「知的障害児教育特論」、「発達障害児教育総論」と「発達障
害児教育特論」等、科目ごとに総論や特論を使い分けている
が、科目の名称から順序性や体系性が不明確であるため、科
目名称の考え方について説明すること。

要望意見

４． 「幼稚園・保育所・認定こども園の保育・教育を担う人材の育
成」を学科の特色として掲げていることから、幼保連携型認定
こども園教育・保育要領の趣旨も踏まえ、幼保連携に関する内
容を授業科目の概要やシラバスに取り入れることが望ましい。

その他意見

【教員組織等】

特になし。

【名称、その他】

５． 入学者選抜において、留学生を受け入れることが説明されてい
るが、留学生へのサポート体制について説明すること。【２学科
共通】

要望意見

平成３０年度開設予定大学等　審査意見（第一次）
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区分 大学・学部等名

公立 島根県立大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　人間文化学部
　　地域文化学科

特になし。

【教育課程等】

１． 「日本文化コース」と「国際文化コース」について「２年次にいず
れの履修コースを選択し、登録する」と履修規定（案）に定めら
れているが、各コースの定員及び学生の希望によりコース選択
が可能なのか等選択方法について不明確であるため説明する
とともに、卒業研究科目である「地域文化プロジェクトⅠ・Ⅱ」の
担当教員１８人について、「日本文化コース」「国際文化コース」
のいずれを担当するのか明確にすること。

改善意見

【教員組織等】

特になし。

【名称、その他】

２． 入学者選抜において、留学生を受け入れることが説明されてい
るが、留学生へのサポート体制について説明すること。【２学科
共通】

要望意見

平成３０年度開設予定大学等　審査意見（第一次）
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区分 大学・学部等名

公立 山陽小野田市立山口東京理科大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　薬学部
　　薬学科

１． 　推薦入試枠について、山口県内の高等学校等出身者を対象
に３０人としているが、人数設定の根拠が示されていない。ま
た、当該学生は卒業後山口県内に残ることを想定していると思
われるが、人材需要に関する事業者アンケート結果からは、山
口県内において需要があるか不明確である。ついては、地域
枠３０人という定員設定の考え方を説明するとともに、当該学
生に対する山口県内における需要の有無について、客観的な
根拠に基づき説明すること。

改善意見

２． 　教育研究上の目的と人材養成上の目的は本来別個のもので
あるが、申請書類を見る限り同一の内容となっているため、少
なくともどちらか一方については申請書類に明確に記載するこ
と。その際、教育研究上の目的については、数量的・具体的な
到達目標等があれば記載すること。

改善意見

【教育課程等】

３． 　「山口県を中心とする地域に貢献する」人材を養成するとある
が、地域に貢献するというモチベーションをどのように高めて維
持させるかについて、履修指導や学生支援上の工夫について
説明すること。また、「山口県地域医療学１、２」が、どのような
現場における学修を計画しているかについて、具体的に説明
すること。

改善意見

４． 　薬学教育モデル・コアカリキュラム（以下、「コアカリ」という）に
おいて掲げている薬剤師として求められる基本的な１０の資質
を身につけられるような教育課程となっているか不明確である
ため、カリキュラムマップを作成し、対応関係を明確にするこ
と。また、６年間でコアカリの一般目標を全て網羅するカリキュ
ラム編成となっていると説明しているが、教育課程全体からす
るとコアカリは７割程度、残り３割は大学独自の授業科目を開
設することが望ましいとされているため、貴学の考え方を改め
て説明すること。

改善意見

５． 　長期実務実習の前提となる「薬学臨床事前実習」を受講する
ための必要単位数や要件、当該実習の指導体制を明確にする
こと。

改善意見

６． 　卒業研究について、各配当年次における教育内容が不明確
であるため、指導体制、評価方法も含めて明確にすること。

改善意見
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審査意見（第一次）

-61-



７． 　薬学実務実習については、一般社団法人薬学教育協議会病
院・薬局実務実習九州・山口地区調整機構が、実習先の受け
入れについて調整すると説明しているが、現在の山口県内に
おける実務実習の受け入れ状況や現時点における実習先の
見込みなどを説明すること。

要望意見

８． 　４年次以降の取得単位数が少なく配当年次に偏りがみられ
る。予習・復習等授業時間外の想定学修時間についても触れ
ながら、単位の実質化という観点から無理のない科目配置と
なっていることを説明すること。

要望意見

【教員組織等】

９． 　教員の年齢や職位の構成に偏りがみられることから、教員組
織の継続性を踏まえ、今後の採用計画に関する見通しを説明
すること。

要望意見

【名称、その他】

10． 　自主研究室については、「卒研生の学習スペースのほか、講
師、助教、助手の居室スペース」として整備するとのことだが、
３６０名もの学生が収容できるようなスペースとなっているか不
明確であるため、当該研究室の使用割り当て計画について説
明すること。また、卒業研究の実施場所についても明確にする
こと。

改善意見
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区分 大学・学部等名

私立 北海道科学大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　薬学部
　　薬学科

特になし

【教育課程等】

１． 卒業研究について、各配当年次における教育内容や指導体
制、評価方法について明確にすること。

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 常磐大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　看護学部
　　看護学科

１． 養護教諭、保健師について、地域での需要と現在の養成規
模、全国的な見地からも、新たに課程を設置することの必要性
について説明を追加すること。

改善意見

２． 学生確保に向けた取組について具体的かつ詳細に説明するこ
と。（記載内容には、どのような取組をどの程度行うのか、と
いった詳細な記載がなく、具体性に欠ける）

改善意見

【教育課程等】

３． 地域包括ケアシステムに関する学修に力を入れるとされてお
り、「地域包括ケア演習」　という科目に説明はあるが内容が不
明確であるため必要な科目を追加するか、充実させること。

改善意見

４． コンピテンシーとＤＰとの対応関係が不明確である。また、コン
ピテンシーがどの科目によって身につけることができるのかも
不明確であるため、ＤＰや科目を関連付けることで明確にする
こと。

改善意見

５． GPAを利用する場合、各シラバス等においてより具体的に評価
基準を示すべきなので追記すること。

改善意見

６． 科目配置について、解剖学のウェイトが大きく病態生理の内容
が少なく、バランスが悪い。病理に関する内容など、充実を図る
べきである。他の科目により実施しているのであれば追加して
説明すること。

改善意見

７． 「人体の構造と機能」について、教育内容の順序性の観点か
ら、必要に応じて配当年次の見直しを行うこと。

改善意見

８． 講義・演習・実習すべての科目について、成人と高齢者が同じ
科目で教育されることになっており、受講する学生が、成人期・
老年期のそれぞれの内容について特徴を踏まえて学習できる
内容となっていることを説明すること。

改善意見

９． 指定規則の対応表について、各科目との対応が明確にならな
い記載の仕方になっているので、改めること。

改善意見
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１０． オムニバス方式など複数教員で行う授業科目については、学
生が科目責任者を把握できるよう、シラバス上に明記するこ
と。

改善意見

１１． 各入試区分の募集人数を合計した場合、入学定員80名を超え
ることになるが、定員管理の方策について、大学の考えを回答
すること。

要望意見

１２． 「多様な価値観の理解」について、学部共通科目の履修や、他
学部教員が担当する学科基礎科目等の学修を通して身につく
としているが、どの科目において身につくのかを具体的に説明
すること。

要望意見

１３． 3年末に養護教諭及び保健師の選抜を行うものと思われるが、
学生へのオリエンテーションの実施等、必要な履修指導につい
て追加して説明すること。

要望意見

【教員組織等】

特になし

【名称、その他】

１４． 地域貢献の観点について、多様な入試方式を用意している
が、各方式の考え方について、ＡＰとの関連から具体的に説明
すること。特に、各入試方式間の公平性をどのように担保する
のか、説明すること。また、基礎学力の保証について考え方を
説明したうえで、リメディアル教育の実施等、具体的な方策を示
し説明すること。

改善意見
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区分 大学・学部等名

私立 国際医療福祉大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　赤坂心理・医療
福祉マネジメント学
部
　　心理学科

１． 　養成しようとする人材が「心理の専門職業人」と明確になって
いるのに対し、ディプロマポリシーの到達目標が不明確である
ため、ディプロマポリシーにおいても心理専門職に関することが
わかるように説明すること。また、養成する人材、ディプロマポ
リシー及びそれらを基にした3つの特徴の位置づけが不明確で
あるため、具体的に説明すること。その際、3つの特徴の1つと
して掲げている「心理職養成の大学及び大学院教育（高等教
育）・研究を担える心理職」が学部の特徴として適切かについ
て、改めて説明すること。

改善意見

２． 　学部段階で養成することができない「公認心理師」を養成する
人材に掲げることは、学生の誤解を招く可能性があるため、申
請書類を適切に改めること。

改善意見

【教育課程等】

３． 　カリキュラムポリシーについて、各科目の配当年次の考え方
しか示されておらず、心理専門職を養成することが可能な教育
内容や教育方法となっているかが不明確であるため、適切に
改めること。

改善意見

４． 　アドミッションポリシーについて、入学者選抜方法との関係が
不明確なため、その対応を明らかにしつつ、入学時までに必要
とする知識等を説明すること。また、アドミッションポリシーにお
ける「心理専門職として」という部分については、心理専門職を
志す学生のポリシーとしてはそぐわないと思われるため、「心理
専門職を目指し」とするなど、申請内容を適切に改めること。

改善意見

５． 　入学者選抜方法のひとつである「一般常識試験」がどのよう
な試験内容であるか不明確であるため、具体的に説明するこ
と。【学部共通】

改善意見

６． 　実習科目については具体的な実施方法が不明確であるた
め、実施要項を示し、スケジュールや指導体制、評価方法等に
ついて説明すること。【学部共通】

改善意見

７． 　演習科目である「心理学入門演習」、「心理学初級演習」、「心
理学中級演習」、「心理学上級演習」以上4科目の実施方法が
不明確であるため、当該科目のシラバスを示した上で具体的に
説明すること。

改善意見
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８． 　シラバスのオフィスアワーについて全て同一の記載である
が、オフィスアワーに関する貴学の考え方と実施方法について
説明すること。【学部共通】

要望意見

【教員組織等】

９． 　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・学部等名

私立 国際医療福祉大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　特になし。

【教育課程等】

１． 　ディプロマポリシーで掲げている人材の養成に対して、どの様
な教育を行うことで養成するのかという記載が不明確であるた
め、カリキュラムマップを示して説明すること。

改善意見

２． 　カリキュラムポリシーについて、各科目の配当年次の考え方
しか示されておらず、保健医療福祉専門職を養成することが可
能な教育内容や教育方法となっているかが不明確であるた
め、適切に改めること。

改善意見

３． 　アドミッションポリシーについて、入学者選抜方法との関係が
不明確なため、その対応を明らかにしつつ、入学時までに必要
とする知識等を説明にすること。

改善意見

４． 　入学者選抜方法のひとつである「一般常識試験」がどのよう
な試験内容であるか不明確であるため、具体的に説明するこ
と。【学部共通】

改善意見

５． 　教育の特色として、①多種類の資格取得支援、②人工知能・
医療ビッグデータ処理などの新しい情報処理知識を学ぶ機会
の提供、③職種間・地域連携などの知識を学ぶ機会の提供、
の３つが挙げられているが、どの様な授業科目や教育内容を
通して修得できるのかが不明確であるため具体的に説明する
こと。また、2年次に医療経営管理領域、診療情報管理士養成
領域、医療データ処理領域の中から主領域を選び、希望する
学生は主領域以外から副領域を選択するとあるが、各領域が
どのような科目で構成されているかを明確にし、どのように履
修していくことによって上記の特色を提供する計画なのか具体
的に説明すること。

改善意見

６． 　実習科目については具体的な実施方法が不明確であるた
め、実施要項を示し、スケジュールや指導体制、評価方法等に
ついて説明すること。【学部共通】

改善意見

７． 　病院実習を必修科目としているが、卒業後の進路としてICT
関連企業等の民間企業も示されており、病院等医療施設での
勤務を想定していない学生が病院実習を行う必要性について
説明していないため、全学生に対して病院実習を行う意義につ
いて明確にすること。

改善意見
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８． 　「（４）養成する人材」として診療情報管理士や医療データ解析
の専門職業人等が挙げられており、当該職種では個人情報保
護法等の法令順守や個人情報の取扱いに関する教育が必要
と思われる。専門基礎科目の「医療福祉関連法規」の中に「医
療・福祉と個人情報保護法」の記載はあり一定程度の内容は
提供されるようだが、個人情報保護法等の法令順守や倫理観
について、在学期間においてどのように教育するかについて説
明すること。

要望意見

９． 　シラバスのオフィスアワーについて全て同一の記載である
が、オフィスアワーに関する貴学の考え方と実施方法について
説明すること。【学部共通】

要望意見

【教員組織等】

10. 　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・学部等名

私立 東都医療大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　管理栄養学部
　　管理栄養学科

特になし。

【教育課程等】

１． 「有機化学」の科目名称について、授業内容を適切に表した科
目名称であるか疑義があるため、授業内容を適切に表した科
目名称であることを回答するか、必要に応じて科目名称を改め
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 和洋女子大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　看護学部
　　看護学科

１ 市川市周辺地域に貢献する看護師の人材育成を目指すと説
明があるが、ＤＰと整合しているのか不明確である。このため、
改めて養成する人材像を具体的に示し、ＤＰとの関係について
説明すること。

改善意見

２ 保健師課程を設ける必要性が不明確であるため、改めて説明
すること。また、保健師課程の履修者の選抜について、説明が
あるが、書類間で整合していないため、改めて説明すること。

改善意見

３ アンケート結果が入学定員を上回る進学希望者がいることの
根拠となるのか不明であることから、アンケート結果以外の分
析も含めて、改めて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】

４ ＤＰやＣＰに倫理観を掲げており、これを達成するために「健康
と健康障害の理解」「健康支援と社会保障」等の科目区分を設
けているが、具体的に各授業科目がどのように倫理観の養成
と結びついているのか不明確なため、明確にしたうえで、授業
科目の追加や授業内容の改善も考えること。

改善意見

５ ホスピタリティマインドに関する科目として「看護とホスピタリ
ティ」の科目区分をあげるのであれば、当該4科目の教育内容
や評価方法が不明確であるため、シラバスを示し、説明するこ
と。

改善意見

６ 教育課程は、教育目標を達成するために「共通総合科目」「看
護とホスピタリティ」「専門基礎分野」「専門分野」の枠組みで構
成するとあるが、教育課程の概要と整合していない。科目区分
の考え方、「専門科目」を「基礎分野看護学」「発達分野看護
学」「広域看護学」「統合分野看護学」に分けた考え方について
改めて説明するとともに、２３頁（ウ）及び２５頁（エ）のいずれに
も「統合分野看護学」との記載があるので適切に改めること。

改善意見
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７ カリキュラムデザイン概念図及びカリキュラムマップでは５つの
ディプロマポリシーが掲げられているカリキュラムマップと、６つ
のＤＰが掲げられている設置の趣旨を記載した書類が不整合
であるため、適切に改めること。

改善意見

８ 教育目標と科目区分の配置について説明があるが、教育目標
⑤看護の探求心と科学的思考を持ち生涯にわたって学び続け
る実践力の育成に対応した科目区分がないため、適切に改め
ること。

改善意見

９ ＤＰとして多職種連携を基盤とする総合的な視野を持つことを
掲げているが、教育課程上、多職種連携に関する能力をどの
ように修得するのか明確に説明するか、必要に応じて新たに科
目を配置すること。

改善意見

【教員組織等】

特になし。

【名称、その他】

１０ リメディアル教育を実施すると説明があるが、入試方法によっ
て生じる基礎学力の差を埋めるために、どのように実施してい
くのか説明すること。また、大学入試センター試験について、
「国語、英語、数学又は理科から任意の２～３科目」で判定する
とあるが、2科目か3科目かは受験生が選択できるのか、不明
確であるため、説明すること。

要望意見

１１ ＦＤ研修会を実施していることが説明されているが、現在までの
実績を説明すること。また、看護学部設置に伴い、新たにどの
ような取り組みを実施するのか明確にすること。

改善意見
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区分 大学・学部等名

私立 駒沢女子大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　看護学部

　　看護学科

特になし。

【教育課程等】

1． 設置の趣旨等を記載した書類の30頁にある「実習施設との連

携体制」について、相模原協同病院以外の実習施設との連携

体制が全く説明されていないことから、他の実習施設との連絡

体制、実習の達成目標等の共有方法（研修会の実施等）につ

いて明確に説明すること。

改善意見

２． 保健師養成教育課程及び養護教諭二種教育課程の定員数、

選抜の時期及び方法が不明確なため、本課程を希望する学生

への履修指導とあわせて、明確に説明すること。

改善意見

３． 老年看護学実習Ⅰについて、設置の趣旨等を記載した書類の

41頁の実習概要では配当年次が「２年後期」とあるが、シラバ

スや設置の趣旨等を記載した書類の参考資料36の配当年次

では「２年前期」とあり、書類間で整合がとれていない。このた

め、本科目の配当年次について、適切に修正すること。

改善意見

【教員組織等】

特になし。

【名称、その他】

特になし。
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区分 大学・学部等名

私立 創価大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　通信教育部
　文学部
　　人間学科

１． 学生確保の見通しについては、アンケート調査を実施し、入学
定員を超える入学希望者がいることを説明しているが、既設の
通信教育部における定員充足率は著しく低いため、本学科の
定員充足に向けて、既設の通信教育部における定員未充足を
どのように分析し、どのように生かしていくのかを回答すること。

要望意見

【教育課程等】

２． 非常勤インストラクターについては、「修士以上の学位を持つ若
しくはそれと同等の資格をもつことが採用条件の原則」との説
明があるが、「同等の資格」がどのような資格を想定しているの
か不明であり、選考方法も明らかになっていないため、どのよう
な基準や方法で選考を行うのか明確に説明すること。

改善意見

３． 一部のシラバスで、教科書名、著者名等に誤りがあるので、シ
ラバス全体を再確認した上で、誤った記載については修正をす
ること。

改善意見

４． メディア授業で使用するコンテンツを作成するための組織とコン
テンツ作成の実施体制が不明確なため、明確に説明すること。

改善意見

５． メディア授業については、「担当教員は営業日３日間以内に速
やかに学生の質問に回答する」と説明がなされているが、多数
の学生（入学定員750名）を受け入れるため実現可能性に疑義
がある。このため、確実に実現できる体制が整えられているこ
とについて明らかにするとともに、学生への指導や学修支援の
実施体制について具体的に説明すること。

改善意見

６． メディア授業においては、設置の趣旨等を記載した書類の14頁
に「本人認証は第２認証番号を設定する」とあるが、この「第２認
証番号」が具体にどのような認証方法を意図しているのか不明確
なため、大学の考えについて回答すること。

要望意見

【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 名古屋学芸大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　看護学部
　　看護学科

１． 養成する人材像として示している、（ア）独立行政法人国立病
院機構への就職をめざす看護師、（イ）海外での活躍をめざす
看護師、（ウ）緩和ケアを理解する看護師の３つのタイプは出口
となる一部分についての説明にとどまっており説明としては不
十分であるため、養成する人材像を新たに示すこと。その際に
は、具体的にどういった能力を持った人材を養成するのかを具
体的に示したうえで、どの様な教育課程で養成するのかを具体
的に説明すること。

改善意見

【教育課程等】

２． ＣＰについて、学修成果をどのように評価するかについては記
載されているが、どのような教育内容・方法により実施するか
不明確であるため、教育内容や教育方法を盛り込んだ内容に
改めること。

改善意見

３． ＦＤ、ＳＤ活動に関する具体的な実施計画についての説明がな
いため、ＦＤ，ＳＤ活動に関する具体的な実施計画を説明するこ
と。その際、全学的な取組みだけでなく、本学部における独自
のＦＤ、ＳＤ活動の実施計画についても合わせて示すこと。

改善意見

４． 海外研修について、教育課程上の位置づけについて明確にす
ることが望まれるため、どの科目を指しているかについて説明
すること。

要望意見

【教員組織等】

５． 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想
を明確にすること。

改善意見

【名称、その他】

６． 移動に１時間以上かかる遠方の実習先が含まれているため、
これら施設の選定理由及び適切に実習が実施できることにつ
いて改めて説明すること。

改善意見

７． 実習指導教員と各施設の指導者との連絡体制及び本学と各実
習先の連携体制について具体的な説明がないため、申請書の
中で明確に示すこと。

改善意見
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区分 大学・学部等名

私立 関西医科大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　看護学部
　　看護学科

１． 看護学部と看護学研究科を設置することで質の向上が見込め
ると説明があるが、同時に設置する意義が不明確であるため、
改めて説明すること。

要望意見

２． 卒業要件を満たすことで看護師と保健師の国家試験受験資格
が得られるとして、看護師と保健師それぞれの必要性が説明さ
れているが、地域における保健師の需要が少ないことから選択
制も可能である現在、全員に両方の国家試験受験資格が可能
な教育を行うことの必要性及び意義について説明すること。

要望意見

【教育課程等】

３． ＤＰと各科目の関係について、図を用いて説明すること。また、
専門科目の科目区分の考え方について、改めて説明すること

改善意見

４． 医学部との合同講義を実施すると説明があるが、看護学の学
問領域の基礎を学ぶことができるか不明確であるため、医学
部と合同で実施する科目を示し、改めて説明すること。

改善意見

５． 助産師コースの科目のうち３科目が実習期間中に配当されて
いるが、実施が可能であるのか、教育の質を担保できるのか、
改めて説明すること。

改善意見

６． 実習について、看護学部の教員と実習指導者が協働すると説
明があるが、看護学部の教員と実習指導者の役割分担につい
て具体的に説明すること。また、助産実習と母性看護論実習の
実施時期が重複しているため、教員負担が懸念される。問題な
く実施できるのかについて、改めて説明すること。

改善意見

７． 「生活看護論実習」は１～４年次に段階的に配置されている
が、「地域生活援助論実習」についての配当年次の考え方が
不明確である。各実習の目的や教育効果の観点から配当年次
が適切である旨を説明すること。また、これらの実習科目と公
衆衛生に関連した科目の関係性についても、順序性の観点か
ら適当である旨を説明すること。

改善意見

８． 助産師コースの履修者は３年次２学期までの成績等で選抜す
ると説明があり、実習の成績は配慮されないが、選抜の考え方
や基準を説明すること。

要望意見

９． 複数の教員が分担して担当する科目について、シラバスにお
いて責任体制が不明確であるため、科目責任者について明確
にすること。

改善意見

【教員組織等】

特になし
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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 広島文化学園大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　人間健康学部

　　スポーツ健康
福祉学科

１．  「スポーツ健康コース」と「健康福祉コース」の２コース制を計画して
いるが、各コースの定員設定の有無等が不明であることから、教育体
制や教育環境が適切であるか判断できないため、以下の点について
説明すること。

是正意見

（１） 両コースの定員設定の有無を説明すること。仮に定員設定があ
る場合、一方のコースに希望が偏った際の選抜基準を説明すること。

（２） 「健康福祉コース」において、精神保健福祉士と社会福祉士の両
資格及び各資格を取得する者の上限の人数は決まっているのか。ま
た、両資格取得を希望する場合「GPAと取得単位数を総合的に判断」
とされているが、具体的な基準を説明すること。

（３） 資格取得の上限人数によって、実習施設の数、実習指導体制、
演習室等の施設の数、実習先との連絡調整の体制の適否が懸念さ
れる。資格取得の上限人数の有無及びこれらの環境が十分であるこ
とを説明すること。

（４）履修モデルと取得可能な資格の関係が不明確であるため、どの
履修モデルであればどの資格が取得可能であるかを明確にするこ
と。

２． 「スポーツ学」と「健康科学」という用語が混在している。両者は異なる
学問領域であるため、用語の統一を図るなど申請書類を見直すこと。

改善意見

【教育課程等】

３． 「スポーツ」と「福祉」を連携させ橋渡しの役割を担うと思われる科目
である「アダプテッドスポーツ」は、基礎的な学修の後に配置すること
が適当であり、２年次もしくは３年次の開講に改めること。

改善意見

４． 「幅広く生徒を受け入れる」ために複数の推薦入学試験を設けている
が、各推薦入試を設ける理由（どのような能力を求めるのか）を説明
し、各入試枠の想定人数についても示すこと。

要望意見

５． 指定された科目を履修することにより「健康運動指導士」の受験資格
を取得できるようだが、同資格取得のための実習先の受け入れ人数
は５０人程度であることから、この人数で不足しないのか説明するこ
と。

改善意見

６．  「スポーツと社会福祉を、健康の観点で結びつける」ことや「地域包
括ケアの形成」などの特色や目的を実現できる教育課程とはなって
いないことから、以下の点について必要な修正を行うこと。

是正意見

（１） 「スポーツと社会福祉を、健康の観点で結びつける」能力を修得
する科目が設定されていない。まず、スポーツと福祉を融合し全体を
俯瞰できる入門的な科目を１年次に設定し、各専門分野を統合する
ための科目を３年又は４年に設けること。

（２） 地域貢献に関する科目の内容が障害者を対象とした内容に偏っ
ているため、介護予防などの包括ケアの観点を含めた科目に修正す
るか、新たな科目を設定すること。
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（３） 共通科目であるアダプテッド・スポーツ関係の科目内容が障害
者スポーツに特化しているため、生涯スポーツや高齢者スポーツのこ
とも取り上げる内容に修正すること。

（４） 「インクルーシブスポーツ論」の内容が不明確であるため。シラ
バスを提出すること。

７． 編入学生について、既修得単位の認定状況により、資格の取得のた
めの履修スケジュールは大きく変わると考えられる。このため、既修
得単位の認定状況に応じた履修モデルを作成の上、編入学生の資
格取得に向けた対応方針について大学の考えを回答すること。

要望意見

【教員組織等】

８． 教員の担当科目数が過剰であり、かつ、学外実習の指導も含まれる
など、教員の負担が懸念されることから、研究時間の確保、授業外の
学生への指導、実習の指導について十分な体制であること等を具体
的に説明すること。また、定年を超える教員が一定割合以上となって
おり、教員組織の将来的な編制の考え方についても説明すること。

改善意見

【名称、その他】

９． キャンパスが２か所に分散しているが、提示された時間割からは、学
生や教員にとって過度な負担にならないように配慮されているか不明
確である。履修モデル等を利用して、学生や教員のキャンパス間の
移動の有無など、教育研究に支障がないことを明確にすること。ま
た、単位未取得などにより、他学年の科目を受講する場合の配慮の
有無についても説明すること。なお、提示された時間割で３年次前期
の１時限目と２時限目の授業が別キャンパスで実施する計画となって
いるため、申請書類を修正すること。

改善意見

１０． 学生確保の見通しのアンケート結果からは、スポーツ・健康科学分野
の関心が高いことは分かるが、社会福祉学分野の関心は４％程度と
なっている。また、既設の健康福祉学科も定員を下回る年度が多く、
入学定員を１２０人にした場合に学生が確保できる根拠が不十分で
ある。定員設置に関する大学の考え方と学生を確保できると考えた
根拠を説明すること。

要望意見
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区分 大学・学部等名

私立 九州産業大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　人間科学部
　　臨床心理学科

特になし。

【教育課程等】

１． 配置された多くの科目が選択科目になっており、養成する人材
が身に付ける能力を修得することができるのか不明なため、必
修科目・選択科目の構成の理由、履修順序の考え方及び履修
指導の方法について詳細に説明すること。

改善意見

２． 外国人留学生入試により、若干名の留学生を受入れる計画だ
が、外国人留学生の科目履修のスケジュールや履修指導方法
が明らかになっていないため、外国人留学生向けの履修モデ
ルを示した上で、履修指導方法を明確に説明すること。

改善意見

３． 公認心理師コースを設けているが、公認心理師資格の取得の
ためには本学科卒業後、大学院への進学や実務経験を積むこ
とが求められることを、学生が適切に理解した上で入学できる
ように学生募集要項等で十分に説明すること。

改善意見

【教員組織等】

４． 「人を支える人」を育てることを３学科共通のテーマとして、学生
の学科横断型プロジェクトや教員の共同研究の下で実践して
いく計画のようだが、教育課程に適切に反映されているか不明
確である。ついては、３学科のつながりを意識できるような必修
科目が学部基幹科目や学科基幹科目を中心に十分配置され
ていることを説明するか、必要に応じて教育課程を改めること。
また、３学科共通の学位名称とした理由についても明確に説明
すること。【３学科共通】

改善意見

５． 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

６． クラス担任制度を設けると説明があるが、卒業論文を作成する
際に在籍する研究室の担当教員との役割分担が不明なので、
大学の考えを回答すること。

要望意見
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【名称、その他】

７． 演習、実験で使用する教室の整備状況が明確に示されておら
ず、授業を行う上で十分な環境が確保できているのか不明なた
め、具体的に説明すること。

改善意見
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区分 大学・学部等名

私立 九州産業大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　人間科学部
　　子ども教育学科

１． 特別な支援が必要な子どもにも応える人材を養成するため、
「幼稚園教諭一種免許状」及び「特別支援学校教諭一種免許
状」を取得可能としているが、この場合に就職できる福岡県内
の特別支援学校幼稚部の施設数が少ないことから、地域ニー
ズ及び卒業後の就職先を明確にした上で、特別支援学校教諭
免許状を取得する意義を説明すること。

改善意見

２． 人材需要の動向等社会の要請について、福岡県内の保育者
の有効求人倍率や主な就職先として想定される施設数のよう
な客観的データを回答すること。

要望意見

【教育課程等】

３． 「人を支える人」を育てることを３学科共通のテーマとして、学生
の学科横断型プロジェクトや教員の共同研究の下で実践して
いく計画のようだが、教育課程に適切に反映されているか不明
確である。ついては、３学科のつながりを意識できるような必修
科目が学部基幹科目や学科基幹科目を中心に十分配置され
ていることを説明するか、必要に応じて教育課程を改めること。
また、３学科共通の学位名称とした理由についても明確に説明
すること。【３学科共通】

改善意見

４． ＡＰの１つに、「芸術系科目に必要な実技に関心のある人」を掲
げているが、入試でどのような基準のもと選抜するのかが不明
確なため、具体的に示した上で、ＣＰとの繋がりを説明するこ
と。

改善意見

【教員組織等】

特になし。

【名称、その他】

５． 入学を希望する学生が、学科名称から小学校教諭免許状の取
得や特別支援学校における勤務が可能であると誤解するおそ
れがあるため、この対応方策について具体的に説明すること。

改善意見

６． 特別支援学校教諭課程における実習条件の１つに、「担当教
員による選考に合格した者」と説明があるが、どのような基準
及び方法で選考を行うのか、大学の対応方針について回答す
ること。

要望意見
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区分 大学・学部等名

私立 九州産業大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　人間科学部
　　スポーツ健康科学科

１． 養成しようとする人材像と実際の学生の就職先に関する説明
について、整合性がとれていない。以下の点を踏まえ、申請書
類を適切に見直すこと。

改善意見

（１）中高の教員免許状（保健体育）の取得を可能とする計画だ
が、地域における教員の就職状況が不明確であり、社会的需
要を示す客観的根拠に基づく説明が不足している。

（２）小売業や卸売業等を中心に採用意向のアンケート調査を
実施しているが、本学科の養成しようとする人材像と整合性が
取れているのか不明確である。

（３）履修モデルにはスポーツトレーニングジム指導者を例示し
ているが、当該職業に関する社会的需要についての説明がな
い。

２． ＡＰの１つに「競技スポーツ分野において卓越した能力を有する
人」を掲げているが、入学する全ての学生がこの能力を身に付
けている必要があるのか疑義がある。このため、ＡＰの妥当性
について、明確に説明すること。

改善意見

３． ＡＰの１つに「競技スポーツ分野において卓越した能力を有する
人」を掲げているにもかかわらず、本学科においても「卓越した
競技スポーツ能力」を修得可能なスキルの１つと説明（設置の
趣旨等を記載した書類の１５頁「人間科学部の概念図」）した理
由を明確に説明すること。

改善意見

４． 養成する人材像、ＤＰ及びＡＰの整合性が不明確なため、明確
に説明すること。

改善意見

【教育課程等】

５． 「人を支える人」を育てることを３学科共通のテーマとして、学生
の学科横断型プロジェクトや教員の共同研究の下で実践して
いく計画のようだが、教育課程に適切に反映されているか不明
確である。ついては、３学科のつながりを意識できるような必修
科目が学部基幹科目や学科基幹科目を中心に十分配置され
ていることを説明するか、必要に応じて教育課程を改めること。
また、３学科共通の学位名称とした理由についても明確に説明
すること。【３学科共通】

改善意見
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６． 健康マネジメントの視点をもった人材を養成するため、「健康」
をキーワードとしているが、学部基幹科目の「健康科学概論」
や、学科基幹科目の「スポーツ健康科学演習Ⅰ、Ⅱ」は選択科
目であり、学科専門科目を学ぶ上で土台となる科目が体系的
に整備されていないと思われる。ついては、上記の科目は必修
科目とした上で、必要に応じて更に「健康」に関する科目を充実
させるなど教育課程を適切に改めること。

改善意見

７． 健康運動指導士に関する実習科目として「健康産業施設研修」
を配置しているが、実習受け入れ施設を１件（最大受入数１０
人）とした理由について、健康運動指導士の取得を希望する学
生の想定人数及び希望者が多数いた場合の選抜方法とともに
回答すること。

要望意見

【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 西九州大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　地域看護学部
　　地域看護学科

１． 日本地域看護学会によれば、地域看護学は健康を支援する立
場から地域で生活する人々のＱＯＬの向上とそれらを支える公
正で安全な地域社会の構築に寄与することを探求する学問と
して定義付けられている。本学科では、この地域看護学を基盤
に看護全般を学修するとしているが、一般的な教育課程となっ
ており、教育課程を適切に表した学部学科名称となっていな
い。このため、教育課程を適切に表した名称に改めるか、名称
に適合した教育課程に改めること。

是正意見

２． ①アンケート結果で新設学部へ進学を希望すると回答した者
の中に、そもそも大学に進学を希望しない者が含まれているこ
と②佐賀県内の看護専修学校進学者及び佐賀県外の看護学
部進学者のうち半数が地域看護学部を志願するという根拠が
不明であることから、学生確保の見込みについて改めて説明
すること。

改善意見

【教育課程等】

３． ＤＰに「高い倫理観に基づき、対象となる人々の生命の尊厳と
権利を擁護できる。」と掲げているが、これを身に付けるための
科目として考えられる「看護理論学」、「看護倫理学」が選択科
目となっている。このため、学生が選択しなかった場合でも高い
倫理観を修得できる教育課程になっていることを説明するか、
必要に応じて必修科目に見直すこと。

改善意見

４． 共通教育科目区分の「地域生活支援の基礎」について、一般
的な教養科目群にもかかわらず、当該区分名称を使用する理
由を明確に説明するか、必要に応じて区分名称を見直すこと。

改善意見

５． 老年看護学実習について、専任教員３名と非常勤実習助手１
名を配置するとの説明があるが、実習先が特別養護老人ホー
ムの場合、病院と異なり、指導に当たるスタッフが少ないことが
考えられる。このため、実習施設での指導者及び補助者の配
置計画を明確に示した上で、適切な実習体制が整っていること
を回答すること。

要望意見

６． 保健師及び養護教諭一種免許状の取得を希望する場合の履
修モデルを作成した上で、これらの資格取得を希望する学生に
対する具体的な指導体制を回答すること。

要望意見

【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 金沢学院短期大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　幼児教育学科 １． アンケートの設問項目問３において「短期大学進学」と回答した
者と設問項目問４において「教育学・保育学関係」と回答した者
と、設問項目問７において本学科への進学を希望する者のクロ
ス集計の結果を明らかにすること。

改善意見

２． 本アンケート結果において本学科への進学を希望すると回答し
た者と、同時期に実施した金沢学院大学文学部教育学科設置
に関するアンケート調査で新設学科への進学を希望すると回
答した者が重複している可能性があるかどうか説明するととも
に、重複している可能性がある場合、重複して回答した学生を
考慮してもなお入学定員を上回る進学希望者がいることについ
て、アンケート以外の分析も行ったうえで改めて説明すること。

改善意見

３． 既設学科の定員未充足について、その原因と、これまでの改
善方策等について改めて説明した上で、この状況を踏まえた新
設学科における長期的な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】

４． 　養成する人材像として、同一法人が設置する大学文学部教
育学科と異なり、「保育の専門家」の育成を掲げていることか
ら、「教育心理学」や「児童家庭福祉」等、乳幼児期に対応した
内容を取り扱うことが明確になるよう授業科目の概要やシラバ
スの表現を適切に改めること。

改善意見

５． 　設置の趣旨、養成する人材像、ＤＰ及びＣＰ等において「保育
者養成」と掲げており、保育士資格だけでなく、幼稚園教諭免
許の取得も可能であることから、両資格・免許取得のための科
目については、そのことを授業科目の概要及びシラバスにおい
て明確にすることが望まれるので、「保育者」ではなく「保育士」
と示している授業科目の概要及びシラバスの考え方について
説明すること。

要望意見

【教員組織等】

特になし。
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【名称、その他】

６． 　名簿（学長）及び個人調書（学長）の学長名フリガナに差異が
あること、各授業概要及びシラバスにおける誤字があること（例
えば、「保育・教育課程論」のシラバス「３歳児の発達特徴あ
げ」、「国語」のシラバス「実戦的に身につけて」）、各授業概要、
シラバス及び設置の趣旨における同一表現の漢字の差異があ
ること（例えば、「身につける・身に着ける・身に付ける」、「障
害、障がい、障碍」）等、全体的に誤記載が散見されるため、確
認して適切に改めること。

改善意見
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区分 大学・学部等名

私立 愛知みずほ大学短期大学部 【大学等の設置の趣旨・必要性】

現代幼児教育学
科

１． 　保育士及び幼稚園教諭ともに養成可能な隣接校の数、公立
幼稚園等の教員採用試験の受験条件及び幼保連携型認定こ
ども園創設に伴う保育士及び幼稚園教諭免許状の併有の必要
性について記載されているが、短期大学が所在する名古屋市
における具体的な求人倍率の推移及び待機児童数の推移等
客観的なデータを示し、人材需要について改めて明確にするこ
と。

改善意見

【教育課程等】

２． 　教育目標として「幼児教育を担うことのできる質の高い保育者
の養成」を掲げており、そのことを実現するための授業科目に
ついて説明されているが、幼児教育の根幹を担う授業科目が
必修科目ではないことから、ＤＰ及びＣＰとの整合性について改
めて説明し、履修方法の考え方及びカリキュラムの体系性につ
いて明確にすること。

改善意見

【教員組織等】

　特になし。

【名称、その他】

３． 　図書について、幼児教育及び幼稚園教諭関連の書籍を追加
すると説明しているが、「心理学」関係が大部分を占めているた
め、他の領域の図書がどの程度整備されているか説明するこ
と。

要望意見
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区分 大学・学部等名

私立 東大阪大学短期大学部 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　介護福祉学科

特になし

【教育課程等】

１． 留学生を多数受け入れ、「多国籍の介護人材が共に働く」ことを目的
とするには、多様な国籍の人材とコミュニケーションを円滑に図るた
めの資質を修得する必要があるため、多文化共生等に関する演習科
目を必修として設けること。

改善意見

２． 入学定員の半数が留学生という計画に対して、留学生が２年間で必
要な能力を修得するための教育上の工夫や対応方策が不明である
ことから、教育効果や生活面での留学生支援という点で適切な対応
がなされることを明確にすること。
例えば、臨地実習でのトラブル等への対応、介護に関する日本の文
化や常識等を理解するための授業や課外活動等の工夫、ドロップア
ウト防止やメンタルケアの対応などについて、具体的な対応方針を説
明すること。

是正意見

３． 実習先が高齢者施設に偏っているが、介護福祉士の資格取得のた
めには、「社会福祉士学校及び介護福祉士学校の設置及び運営に
係る指針」に基づき、障害者関連施設での実習も求められるため、該
当する実習先の追加等を検討すること。

改善意見

【教員組織等】

４． 短期大学設置基準に照らして、専任教員が２名不足しているので補
充すること。

是正意見

【名称、その他】

５． 教職員のＦＤ、ＳＤについて、一般的なＦＤ、ＳＤ以外に留学生を多数
受け入れるために必要な能力の向上が求められることから、留学生
に対応したＦＤ、ＳＤを取り入れるよう改めること。

改善意見

６． 学科の英語名称について、「Welfare Care」は一般的にあまり使用さ
れないと考えられるため、英語名称を再考すること。（Social careや
Care and Welfareなどが一般的と考えられる。）

要望意見

７． 学生確保の見通しの説明の根拠が不十分である。①近隣における同
系分野の競合校における定員充足状況、②地域の高校生の進学動
向、③法人が設置する関連高校２校から東大阪大学短期大学部へ
の進学実績、④既設学科の未充足の要因分析を踏まえ、新設学科
における長期的な学生確保の見通しについて改めて説明すること。

改善意見

８． 高等学校及び日本語学校からのアンケート集計結果において、質問
②において「介護」という職業について関心があると回答し、かつ質問
③において本学科へ進学したいと回答した者の人数について明らか
にすること。

改善意見
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９． 就職等の見込みについて、アジアケアユニオンに加盟する組合員か
らの採用希望人数に関して、各事業所にどのような情報を提供した
のか説明すること。

改善意見
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区分 大学・学部等名

私立 東北学院大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　文学部
　　教育学科

特になし。

【教育課程等】

１． 「初等教科教育法（音楽）」のシラバスが添付されているが、内
容が「音楽概説」のものであるため、修正すること。

改善意見

２． 養成する人材像として「総合的な人格形成を期する教養教育と
幅広い人間理解を目指す教育学研究を通じて、知性及び人間
性を高め」とするのであれば、教育史や教育社会学などの教育
学の教養や理論的内容について教授することが望ましいが、
対応を説明すること。

要望意見

【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 大東文化大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　スポーツ・健康科学部
　　看護学科

特になし。

【教育課程等】

１． 各実習科目において、６つの概念を積み上げて学修できるよ
う、学年ごとに目標設定すると説明しているが、学年ごとの目
標の妥当性が不明確なため、学年ごとの目標が実習内容と適
合していることを実習ごとに説明するか、必要に応じて目標の
積み上げ方法や目標の内容を見直すこと。

改善意見

２． 「実習指導体制は、教育課程と重複しないよう検討し、実習指
導教員を配置した。」と説明しているが、科目が重複しない体制
になっているか不明確なため、完成年度において、科目の重複
がないことについて、明確にすること。

改善意見

３． 設置の趣旨・目的、養成する人材像及びポリシーに基づいた体
系的な教育課程になっていることを俯瞰的に確認できるカリ
キュラムマップ（設置の趣旨・目的、養成する人材像、ポリシー
及び学習内容・科目間の順次性などの関連性が示された流れ
図）を作成すること。

要望意見

４． 地域包括ケア実習における実習施設については、病院、社会
福祉協議会、リハビリステーション、保健センターと多岐にわ
たっている。同一科目の中で、種別が異なる実習施設において
も均一的な実習効果を得るために、どのような方策を講じてい
るのかについて回答すること。

要望意見

【教員組織等】

５． 学年進行中の他大学の学部から採用される教員がいることか
ら、採用元（学年進行中の他大学）から同意を得ているか等、
当該教員が確実に就任すること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・学部等名

私立 東京家政大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

１． 学則第１条に大学の目的が説明されているが、リハビリテー
ションに関する内容を追加すること。

改善意見

【教育課程等】

２． カリキュラムの実施方針として、併設されている「放課後等デイ
サービス」において、学生に障害児教育を含めたリハビリテー
ションの実際を修得させると説明されているが、どの科目で行う
のかが不明確であるため、改めて説明すること。

改善意見

３． 実習において、授業ではOSCEの手法を取り入れて進めるとあ
るが、どの科目で実施するのか明確にすること。

改善意見

４． ＤＰにおいて多職種間の協働・連携を掲げているが、「チーム医
療と多職種連携論」が選択科目であることから、必修科目とす
ることが望ましいが、対応方針について説明すること。また、学
部の特色として、「学科を超えて交流しあう」ことを目的として2
学科共通で授業を開講する科目を設けると説明があるが、具
体的な内容が不明確であるため説明すること。

改善意見

５． 講義科目ではなく、グループワークを取り入れる等、授業方法
の充実が望まれるため、対応方針について回答すること。

要望意見

６． 世界作業療法士連盟及び日本作業療法士連盟の規定する実
習の時間数に対応していることが望ましいが、対応方針につい
て回答すること。

要望意見

７． 「臨床実習Ⅱ」において、履修要件を示しているが、専門基礎
科目及び専門科目の全ての科目を修得する必要があるかにつ
いて説明すること。

要望意見

８． 臨床実習の成績評価は各専攻の実習科目担当者が行うと説
明されているが、評価の観点や基準、方法について明確にす
ること。

改善意見
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【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 金沢学院大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　文学部
　　教育学科

１． 本アンケート結果において本学科への進学を希望すると回答し
た者と、同時期に実施した金沢学院短期大学幼児教育学科設
置に関するアンケート調査で新設学科への進学を希望すると
回答した者が重複している可能性があるかどうか説明するとと
もに、重複している可能性がある場合、重複して回答した学生
を考慮してもなお入学定員を上回る進学希望者がいることにつ
いて、アンケート以外の分析も行ったうえで改めて説明するこ
と。

改善意見

２． 編入学アンケートにおいて、保育の現場で働きながら学ぶこと
について聞いているが、実際のカリキュラムでは働きながら通
学することは想定していない。本アンケートが編入学定員が充
足できる根拠となるのか、改めて説明すること。

改善意見

３． 卒業後の職種として、主に小学校教員、中学校教員、幼稚園
教諭・保育士の3つを想定しているが、アンケートでは保育所を
主な対象としているなど偏りがあるため、その他の職種につい
ても、地域人材需要の状況を分析するなど、改めて説明するこ
と。

改善意見

【教育課程等】

４． 「教育経営概論」について、専門科目における「地域協働と組
織マネジメント」の区分に位置付けられているが、教育の歴史
等内容が多岐にわたり、「地域協働と組織マネジメント」に関す
る内容が薄いことから、教育経営の学問領域を踏まえて、授業
内容を適切に改めること。

改善意見

５． 専門科目における「地域協働と組織マネジメント」の科目区分
について、石川県下の教育界における当該分野での能力育成
が求められることから設定したと説明しているが、求められる
「地域協働と組織マネジメント分野での能力」について具体的
に説明するとともに、当該科目区分に設けられた６科目が、当
該能力の育成達成にどのように関わっているのか明確にしたう
えで、これらの授業科目のシラバスを提出すること。

改善意見

６． 「インクルーシブ教育」とは、一般的に障害のある者と障害のな
い者が共に学ぶ仕組みを指し、専門科目における「インクルー
シブ教育」の科目区分に設けられた５科目の内容と合致してい
るが、専門科目の構成における「インクルーシブ教育」の説明
では、ダイバーシティ教育に関する内容が多く記載されている
ことから、大学における「インクルーシブ教育」と授業科目との
関係について明確にすること。

改善意見
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７． グローバルな視野を持つ保育者の養成を掲げているにもかか
わらず、履修モデル上、グローバル人材の育成区分では、「国
際理解教育概論」（必修科目）のみの履修が示されている。こ
のため、この人材に必要な知識を修得できる教育課程となって
いることを明確に説明するか、必要に応じて履修方法を改める
こと。

改善意見

８． ＤＰにおいて、「豊かな人間性や感性を備えた高度専門的職業
人」を掲げており、それを達成するための科目として、専門科目
における「教職基幹科目」が設けていると読み取れたが、教育
社会学や教育に関する歴史等教育学的教養を身に付ける科
目を充実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】

特になし。
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区分 大学・研究科等名

公立
山形県立米沢栄
養大学大学院

【大学等の設置の趣旨・必要性】

特になし

【教育課程等】

１． カリキュラム・ポリシーについて、教育方法に関する記載が不
明確であるため、具体的に説明すること。また、カリキュラム・
ポリシーでは、グループワークに関する説明があるが、シラバ
スを見ると「コミュニケーション論特論」しかグループワークを実
践する科目が見当たらないため、栄養学等の科目においても
グループワークを取り入れるような授業内容に改めること。

改善意見

２． アドミッション・ポリシーについて、理念的な説明しかなされてお
らず、どのような専門的知識を修得していることが入学の要件
となっているか不明確であるため、具体的に説明すること。併
せて、筆記試験１科目のみで、貴学の想定する学生を受け入
れることが可能であることを説明するか、入学者選抜方法を見
直すこと。

改善意見

３． インターンシップ科目について、実習先の確保の状況、実習先
企業等との連携体制、成績評価体制に関する説明が不十分な
ため、これらのことについて設置の趣旨等を記載した書類の中
で、具体的に説明すること。

改善意見

４． 基礎となる学部の教育課程と大学院の教育課程の関係につい
て、説明文（in8p17)と資料５の図の整合性が不明確である。基
礎となる学部の科目で修得する能力を説明し、それをどのよう
に発展、統合させるための科目であるかを説明した上で、資料
５の図を分かりやすく改めること。

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

公立
敦賀市立看護大
学大学院

【大学等の設置の趣旨・必要性】

特になし

【教育課程等】

１． 高度看護実践者の育成を教育目標としているが、実習科目が
設定されておらず、実践力を十分養うことができるような教育課
程となっているか不明確であるため、実習科目を新たに開講す
るか現在の教育課程で養成可能であることを説明すること。

改善意見

２． ＣＰの１つに「学部の開講科目を履修できるシステムを設け」と
掲げているが、このシステムの内容が不明なため、明確に説明
すること。

改善意見

３． ＡＰについて、入学者選抜方法との関係が不明確なため、その
対応を明らかにしつつ、入学時までに必要とする知識等を説明
にすること。また、看護師資格を有しないものに対する入学者
選抜方法が不明確であるため、具体的に説明すること。

改善意見

４． 「研究方法論」が選択科目となっているが、大学としての考え方
を説明するとともに、本科目を履修しない学生の研究指導に支
障がないことを説明するか、必要に応じて本科目を必修科目に
改めること。

改善意見

５． シラバスの英語表記のうち、「Advanced of 」では日本語表記を
適切に表現していると思われないため、「Adanced Study in」と
するなど表記を改めること。また、救急治療学特論の英語表記
に、「救急」にあたる内容が見受けられないため、適切に改める
こと。

改善意見

【教員組織等】

６． 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

７． 大学院設置基準において定める必要専任教員数に照らして、
研究指導教員が２名不足しているため、補充すること。

是正意見

【名称、その他】

特になし
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区分 大学・学部等名

私立 京都看護大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　看護学研究科
　　看護学専攻（Ｍ）

１． ＤＰ及びＣＰが不明であるため、設置の趣旨や養成する人材像
を踏まえ、明記すること。また、２つの領域とＤＰ及びＣＰの関連
についても説明すること。

是正意見

２． 大学院教育の中で保健師コースがどのような位置づけである
か不明確である。改めて説明すること。

改善意見

【教育課程等】

３． 履修モデルが作成されているが、時系列も把握できる形にする
ことが望ましいため、対応方針について説明すること。

要望意見

【教員組織等】

４． 保健師コースを設定することや学部と兼ねる教員が多いことか
ら、教員負担が懸念されるため、学部と兼ねる教員を示し、教
育研究を十分行うことができることを説明すること。

改善意見

５． 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・学部等名

私立
大阪成蹊大学大
学院

【大学等の設置の趣旨・必要性】

　教育学研究科
　　教育学専攻
（Ｍ）

１． 設置の趣旨が「高度専門職業人の養成を目的とする」ことに特
化しており、教育学研究科として設置する趣旨としては「広い視
野や精深な学識研究能力を十分培うような目的」についての記
載が不十分なため明確にすること。加えて、教職大学院との違
い、とりわけ想定される進路の違いについても触れながら明確
にすること。

改善意見

【教育課程等】

２． 創造的問題解決ができる力がＤＰで掲げられているが、どのよ
うな教育課程において身につくのかを具体的に説明すること。

改善意見

【教員組織等】

３． 　大学院設置基準において定める必要研究指導補助教員数に
照らして、研究指導補助教員が１名不足しているため、補充す
ること。

是正意見

【名称、その他】

４． ＡＰとして掲げている教育に関する幅広い教養や技能を基盤と
している学生を選抜することとしているが、社会人特別選抜入
学試験において、口述試験及び書類審査のみでそれが測れる
という考えを説明すること。

改善意見
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区分 大学・研究科等名

私立 相愛大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　音楽研究科
　　音楽専攻（M)

　特になし

【教育課程等】

１．  「室内楽特別演習Ⅰ・Ⅱ」や「副科特別実技Ⅰ・Ⅱ」等の科目のシラ
バスは、各回の具体的内容が示されておらず、個人レッスンを繰り返
すだけのような誤解を生じさせる。授業等の内容を各回で適切に明
示して、適切な学修量を確保していることが分かるように具体的な記
載とするよう修正すること。

改善意見

２．  「音楽文献学研究」は、科目の目的を踏まえると、楽曲分析など作品
研究報告書に必要な学修を含める必要がある。作品研究報告書に
必要な内容を含めるよう科目内容を修正し、その内容に整合した科
目名とすること。

改善意見

３．  修士演奏、修士作品、修士論文の審査方法について、以下の点が
不明確であるため、説明するか、必要に応じて修正すること。

改善意見

（１） 申請書（in8-P14）では、「修士演奏、修士作品」と「修士論文」の
審査体制を区別して記載されているが、学位規程では区別されてお
らず、整合していない。

（２） 修士演奏等に合格した後の試験について、「質疑」「口頭試問」
「口述」などの記述が混在しているように見受けられる。

（３） 「修了までのスケジュール」の図は学位授与までの流れが分かり
づらく、特に研究科委員会の役割が不明確である。

４． ディプロマポリシーに掲げる「多様な音楽的価値観に共感できる能
力」を達成するためには、西洋音楽に限定せず、アジア等の音楽に
関して学修する機会があることが望ましいと考えるが、大学の考えを
説明すること。

要望意見

【教員組織等】

　特になし

【名称、その他】

５． 留学生の受け入れを想定しているが、留学生の選抜方法、日本語能
力等の要件、受け入れ後の支援体制について説明すること。

改善意見
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区分 大学・学部等名

私立 奈良学園大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　看護学研究科
　　看護学専攻（Ｍ）

１． 大学院学則案の教育研究上の目的と設置の趣旨を記載した
書類の目的が整合していないため、適切に改めること。

改善意見

２． 養成する人材像として掲げている国内外で活躍できる人材を
養成することができるのか、改めて説明すること。また、ＡＰに
掲げている国際的視野に立ち探究する姿勢を持っているかを
入学者選抜でどのように判断するのか、説明すること。

改善意見

３． ＤＰについて、大学院教育としてふさわしい内容であるか、学部
のＤＰと比較して、改めて説明すること。

改善意見

【教育課程等】

４． 目標に掲げている「マネジメント力」「教育力」はどの科目で養
われるのか、改めて説明すること。

改善意見

５． 修士論文審査基準について、一般的な審査基準とは異なるも
のとなっているが、質が確保できるのか説明すること。

改善意見

６． 研究指導のスケジュールはＣＮＳを履修するコースとそれ以外
で異なるのか説明すること。

改善意見

【教員組織等】

７． 担当科目が多い教員や実習担当教員がいることから、教員負
担が懸念される。教員の一週間のスケジュールを示し、教育研
究が十分に実施できることを改めて説明すること。

改善意見

８． 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・学部等名

私立 広島都市学園大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　保健学研究科
　　保健学専攻
（M）

１． 保健学教育・組織マネジメント領域について、養成する人材が
保健学教育と組織マネジメントで多少異なると説明されている
ことや、ディプロマポリシーにおいて身に付けるべき能力が保
健学教育領域と組織マネジメント領域に分かれると説明されて
いることから、領域の考え方について、改めて説明すること。

改善意見

２． 看護師と理学・作業療法士を入学者として受け入れ、それらの
明確な専門分野を持つ人材に対し、専門性を改めて保健学で
とらえなおす、との説明がある。看護学・リハビリテーション学等
を統括した概念として取り扱っているものと思料されるが、特に
学位名称との関連から、保健学をどのように定義しているの
か、明確にすること。

改善意見

３． 「地域・生活向上支援学」「健康増進・障害予防学」「保健学教
育・組織マネジメント」の3つ領域を設定した考え方について、保
健学の定義を明確にしたうえで説明すること。

改善意見

【教育課程等】

４． 共通科目・支持科目の考え方について、ディプロマポリシーと
の対応を踏まえたうえで説明すること。

改善意見

５． 研究指導において、中間発表を2回実施すると説明があるが、
領域ごとに実施するのか、明確にすること。また、領域ごとの指
導体制について、明確にすること。

改善意見

６． 大学院生の希望に合わせて修業年限の延長の制度を設けると
説明があるが、制度の内容を説明すること。

要望意見

７． 学位論文の審査体制について、審査委員会の規定を提出し、
審査体制を明確にすること。

改善意見

８． ディプロマポリシーが領域ごとに設定されていることから、「特
別研究」についても領域ごとに設定することが望まれるので、
教育課程表上も各科目について名称に反映するなど、対応方
針について回答すること。

要望意見
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【教員組織等】

９． 主研究指導教員の決定方法について不明瞭であり、また、副
研究指導教員は主研究指導教員が決定する旨の説明がある
が、研究指導教員は、研究科として組織的に決定することが必
要であると思われる。主・副指導教員決定の考え方について説
明すること。

改善意見

10． 倫理委員会の構成について、学科選出の教員若干名及び学
長が必要と認めた者若干名と規定されているが、「人を対象と
する医学系研究に関する倫理指針」（平成26年12月22日　文部
科学省　厚生労働省）に沿ったものとなることが必要であると思
われるので、どのような者を委員とするのか、また学外委員の
配置について考え方を説明するとともに、必要に応じて修正す
ること。

是正意見

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】

12． 学生の専攻する領域の決定について、決定の時期、学生の専
攻の決定の方法、学生の希望に偏りが出た場合の調整方法等
が不明瞭である。入学時、あるいはそれ以前に、一定の説明・
相談等を予定しているのであれば、記述を追加すること。

是正意見

13． 看護学・リハビリテーション学を学修した学生が、研究科に入学
後にあらたに保健学という観点から各専門分野を捉えなおし、
研究テーマを設定するという教育課程であることを鑑みるに、
研究テーマ・倫理審査の時期が7月・8月とされている点につい
て、学習の深度という観点からは相当に早い時期設定であると
思われる。その考え方について具体的に説明すること。

是正意見

14． 社会人学生向けの講義は6・7限目に設定されているが、社会
人以外の学生の講義とどのように両立するのかが不明瞭なの
で、時間割表を明示したうえで説明すること。

要望意見

15． 地域医療への貢献、大学の所在する広島県の地域特性を踏ま
え、人材需要について説明すること。

改善意見
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区分 大学・学部等名

私立 純真学園大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　保健医療学研究科
　　看護学専攻（M）

特になし。

【教育課程等】

１． ＤＰの１つに「倫理的意思決定能力」を掲げているが、これを身
に付けるための科目と考えられる「医療倫理論」が選択科目と
なっている。このため、当該科目を履修しない学生も本能力を
身に付けることができる教育課程となっていることを説明する
か、必要に応じて本科目を必修科目に改めること。

改善意見

２． ＤＰについて、看護学専攻では「チーム医療」、保健衛生学専攻
では「多職種連携の場」、「地域の関連諸機関や他職種と連
携・協働」のように連携に関する表現が使い分けられている
が、この意図について大学の考えを回答すること。【２専攻共
通】

要望意見

３． 分野専門科目における３区分について、区分ごとの学修目標
は示されているが、この３区分を設定した意図や考え方が不明
確なため、大学の考えを回答すること。

要望意見

４． 「食理学」科目の科目名称が、授業内容を適切に表したものと
なっているかについて、大学の考えを回答すること。【２専攻共
通】

要望意見

【教員組織等】

５． 大学院設置基準に照らして、研究指導教員数が２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。
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区分 大学・学部等名

私立 純真学園大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　保健医療学研究科
　　保健衛生学専攻（M）

特になし。

【教育課程等】

１． 「英文講読」科目の科目名称については、授業内容を適切に表
していないので、適切に改めること。

改善意見

２． ディプロマ・ポリシーについて、看護学専攻では「チーム医療」、
保健衛生学専攻では「多職種連携の場」、「地域の関連諸機関
や他職種と連携・協働」のように連携に関する表現が使い分け
られているが、この意図について大学の考えを回答すること。
【２専攻共通】

要望意見

３． 研究科名称と専攻名称が異なるにもかかわらず、同一の英語
名称（Health Sciences）を使用した大学の考え方を回答するこ
と。

要望意見

４． 「食理学」科目の科目名称が、授業内容を適切に表したものと
なっているかについて、大学の考えを回答すること。【２専攻共
通】

要望意見

【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 九州共立大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　スポーツ学研究科

　スポーツ学専攻

（M）

１． 既設学科の卒業生の就職先企業を対象としたニーズ調査結果

を、人材需要の客観的な根拠の一つとして示しているが、調査

対象とした業界が幅広く、養成しようとする人材について需要

があるか不明確である。ついては業種別に分析したうえで、想

定される就職先からの需要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． 「現場演習」科目については、履修者の現場での演習活動を通

じ、北九州市近郊を中心とした地域への貢献を目的とする貴学

の特色とのことだが、実際にどのような場で授業を行うのか不

明確であるため、現場においてどのように教員が関与するのか

も含めて明確にした上で、申請書類を適切に改めること。

改善意見

【教員組織等】

３． 大学院設置基準に照らして、研究指導補助教員数が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】

４． 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）

に関する具体的な取組みについて不明なので、明確に改める

こと。

是正意見
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区分 大学・学部等名

私立
北海道科学大学
大学院

【大学等の設置の趣旨・必要性】

　保健医療学研究
科
　　看護学専攻
（Ｍ）

特になし 改善意見

【教育課程等】

１． 養成する人材が身に付ける能力については、「看護学に関する
理論的な知識」がＤＰのどの部分に対応するものなのか不明確
なため明確にすること。また、「看護学に関する理論的な知識」
には総論的な内容が必要だと思われるが、どの科目で教える
のか授業科目を示すこと。

改善意見

２． 本研究科の目的を踏まえれば、全ての学生が医療及び研究の
倫理に関する知識を身に付けることが重要だと考えられるが、
これを学ぶための「医療倫理学特論」が選択科目となっており、
必ずしも全ての学生が学ぶことになっていない。このため、ま
ず、共通科目区分にある全４科目に関する必修科目・選択科
目の構成理由及び履修順序の考え方を具体的に説明した上
で、本教育課程においても医療及び研究の倫理に関する知識
を身に付けることができることを明確に説明するか、必要に応
じて医療及び研究の倫理に関する科目は必修科目として見直
すこと。【医療技術学専攻と共通】

改善意見

３． 設置の趣旨等を記載した書類の「６　教育方法、履修指導、研
究指導及び修了要件」において、研究指導スケジュール、研究
倫理審査体制、学位論文審査体制が不明確であるため、それ
ぞれを項目立てした上で、改めて詳細かつ具体的に説明をす
ること。その際、参考資料として添付した研究指導スケジュー
ルや学位規則の中で示された文言と整合していないものが散
見されるため、書類間の文言の整合性も整えること。【医療技
術学専攻と共通】

改善意見

４． 「成人看護学特論」の授業内容として統合失調症を取り上げて
精神疾患や精神症状について学習することとしているが、「③
教育課程の編成の考え方」に記載のある内容とは合致してい
るとは言えず説明としても不十分であるため、「成人看護学特
論」で統合失調症を取り上げる趣旨を明確に説明できないので
あれば、適切に改めること。

改善意見
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５． 入学者選抜の実施方法については、推薦入試における推薦条
件を説明すること。併せて、①推薦入試、②一般入試、③社会
人入試の３つの形態があるが、各入試区分での受入人数が明
らかになっていないため、大学の対応方針について回答するこ
と。【医療技術学専攻と共通】

要望意見

【教員組織等】

６． 　大学院設置基準において定める必要研究指導補助教員数に
照らして、研究指導補助教員が２名不足しているため、補充す
ること。

是正意見

【名称、その他】

特になし
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区分 大学・学部等名

私立
北海道科学大学
大学院

【大学等の設置の趣旨・必要性】

　保健医療学研究
科
　　リハビリテー
ション科学専攻
（Ｍ）

特になし

【教育課程等】

特になし

【教員組織等】

１． 　大学院設置基準において定める必要研究指導補助教員数に
照らして、研究指導補助教員が２名不足しているため、補充す
ること。

是正意見

【名称、その他】

２． 研究指導について、「最終学年末には、作成した修士論文につ
いて、複数の研究指導教員による論文審査及び口頭試問を課
す」と記載しており、修了要件については、「研究指導教員によ
る研究指導を受けて、修士論文を作成し、論文審査及び口頭
試問に合格した者に学位を授与する」と記載していることから、
口頭試問は研究指導のプロセスなのか、修了要件の審査のプ
ロセスなのか判然としないため、基準等の規定を示し、研究指
導及び修了要件の差別化を図るとともに、「研究指導及び修了
までのスケジュール表」における「公開説明会」についてあわせ
て説明すること。

要望意見

３． 「研究指導及び修了までのスケジュール表」において、１年次
前期で研究計画書を提出し、進捗状況の確認を行っているが、
１年次前期では具体的な研究を進めることは困難だと思われ
るためそれが可能であるかについて、研究計画書を倫理委員
会に提出する時期も含めて具体的な考え方について説明する
こと。

改善意見
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区分 大学・学部等名

私立
北海道科学大学
大学院

【大学等の設置の趣旨・必要性】

　保健医療学研究
科
　　医療技術学専
攻（Ｍ）

特になし

【教育課程等】

１． 本研究科の目的を踏まえれば、全ての学生が医療及び研究の
倫理に関する知識を身に付けることが重要だと考えられるが、
これを学ぶための「医療倫理学特論」が選択科目となっており、
必ずしも全ての学生が学ぶことになっていない。このため、ま
ず、共通科目区分にある全４科目に関する必修科目・選択科
目の構成理由及び履修順序の考え方を具体的に説明した上
で、本教育課程においても医療及び研究の倫理に関する知識
を身に付けることができることを明確に説明するか、必要に応
じて医療及び研究の倫理に関する科目は必修科目として見直
すこと。【看護学専攻と共通】

改善意見

２． 設置の趣旨等を記載した書類の「６　教育方法、履修指導、研
究指導及び修了要件」において、研究指導スケジュール、研究
倫理審査体制、学位論文審査体制が不明確であるため、それ
ぞれを項目立てした上で、改めて詳細かつ具体的に説明をす
ること。その際、参考資料として添付した研究指導スケジュー
ルや学位規則の中で示された文言と整合していないものが散
見されるため、書類間の文言の整合性も整えること。【看護学
専攻と共通】

改善意見

３． 入学者選抜の実施方法については、推薦入試における推薦条
件を説明すること。併せて、①推薦入試、②一般入試、③社会
人入試の３つの形態があるが、各入試区分での受入人数が明
らかになっていないため、大学の対応方針について回答するこ
と。【看護学専攻と共通】

要望意見

４． 「臨床工学演習」、「放射線技術学演習」等の一部の科目では、
グループワーク方式による授業計画が示されているが、２人以
上の学生が履修を希望しなかった場合における大学の対応方
針について回答すること。

要望意見
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５． 教育課程の編成の考え方に基づき、専任教員を配置したとの
ことだが、放射線技術学分野の専任教員は１２人、臨床工学分
野の専任教員は６人であり、分野間で偏りがあると思われる。
このため、教育課程と教員組織の編成の対応関係について、
大学の考えを改めて回答すること。また、分野間の偏りによっ
て教員の負担や均一性のある授業の実現についても懸念され
るため、これらの大学の対応方針を示すこと。

要望意見

【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
北海道科学大学
大学院

【大学等の設置の趣旨・必要性】

　薬学研究科
　　臨床薬学専攻
（Ｄ）

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】

１． 学位に付記する専攻分野の英語表記を日本語に訳すと通常で
あれば「臨床薬学」と思われるため、当該英語名称とする理由
を具体的に説明すること。

要望意見
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区分 大学・学部等名

私立 聖徳大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　看護学研究科
　　看護学専攻
（Ｍ）

１． 人材像については、教育研究者か、管理力のある実践者どち
らに焦点を置いているのか、明確にすること。

改善意見

２． トップリーダー及びミドルリーダーの人材養成像の考え方が不
明確であるため、それぞれの人材養成像や必要な能力につい
て明確にすることともに、それらを専門科目にどのように反映し
ているか説明すること。

改善意見

３． 「和の精神」とはどのような意味であるのかについて、またどの
ようにDPに反映されているのか、具体的に説明すること。

改善意見

【教育課程等】

４． 「高い倫理観」を理念として説明しながら、「医療倫理」は選択
科目となっているなど、必要な科目が配置されていない。特に
専門科目について、DPを達成するために必要な必修科目が配
置されているか不明確なため、明確に説明するとともに、必要
に応じ科目配置を改めること。

改善意見

５． 演習Ⅰ及びⅡについて、設置の趣旨において教育課程編成の
方針として記載している科目の内容と、科目概要に説明されて
いる科目の展開が整合していないため、適切に改めること。

改善意見

【教員組織等】

６． 倫理審査委員会規定について、「人を対象とする医学系研究
に関する倫理指針」（平成26年12月22日（最終改正日平成29年
2月28日） 文部科学省・厚生労働省）を反映したものに改めるこ
と。

改善意見

７． 副研究指導担当教員の選定方針が不明確なので、明確にする
こと。

改善意見

８． 修士論文審査のスケジュールについて「修士論文審査と最終
試験」と「修士課程修了の合否判定」に不整合があるため、適
切に改めること。

改善意見

【名称、その他】

９． 入学試験として英語を課していない。海外の文献等を取り扱う
など、学生には研究の基礎的能力として一定の英語力が求め
られるところ、学生の英語力をどのように確認し、あるいは養成
するのか説明すること。

要望意見

１０． 定員充足について、実習施設の担当者へのアンケート結果を
提示しているが、定員確保の根拠としては不十分であり、地域
の人材需要など、別の観点からの説明を追加すること。

改善意見

１１． 授業アンケートなど学生からの意見収集にあたっては、所属学
生数が少人数であることに十分留意したうえで、個人が特定さ
れるような表記は改めること。

改善意見
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区分 大学・学部等名

私立 千葉科学大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　看護学研究科
　　看護学専攻
（M）

１． 小児医療分野について、地域の要請、人材需要の面等からの
説明が不十分なので、追加すること。

改善意見

２． ディプロマポリシーについて、全分野共通で1～4の4つを設定し
つつ、高度専門看護職業人についてのみ、5・6を追加してい
る。特に6については、看護学の発展に寄与する能力という、他
分野にも共通する観点と思われる。なぜ高度専門看護職業人
だけに、2点のポリシーを追加するのか、その考え方を明確に
すること。

改善意見

【教育課程等】

３． 特別研究、実践特別研究、課題研究の3つについて、その違い
が不明瞭である。人材養成像の観点から、特に特別研究と実
践特別研究については内容の相違が明確ではないため、内容
を明確にしたうえで、学生がその相違を理解できるように履修
指導の工夫など、具体的な方策について説明すること。

是正意見

４． 課程修了のプロセスのうち、「最終試験」について内容が不明
瞭なため、いつどのように実施するのか、またその内容につい
て、具体的に説明すること。

改善意見

５． 危機管理分野について、災害看護・リスクマネジメント看護が
含まれているかが不明確なため、当該分野についてより明瞭
に説明すること。

改善意見

６． 実習Ⅰについて、それぞれの実習科目の狙いと実際の科目の
展開、例えばどのように施設を選択するのか、施設は一つか複
数か、日程はどのような設定かなどについて、具体的に説明す
ること。また、「学生の研究課題の解決に役立つモデル」の考え
方について、具体的に説明すること。

改善意見

７． 演習等の複数で担当する科目について、責任体制を明確にす
ること。また、共通科目のうち中心となるとみられる「高度女性
看護学実習」の担当教員に非常勤が多いが、科目の責任者を
どうするかなど、責任体制を明確にするとともに、その考え方に
ついて説明するべきである。

改善意見

【教員組織等】

８． 研究指導について、複数指導体制をとる旨の説明がある。複
数指導体制の内容、あるいは体制をどのように決定するのか
について明確でないため、具体的に説明すること。

改善意見

９． 倫理審査部会について、看護学研究科倫理審査委員会との関
係を明確にしたうえで、必要に応じて倫理審査委員会規定を改
めること。

改善意見
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【名称、その他】

10． 入学試験について、一般選抜・社会人選抜について、学生募
集の定員が明確に分かれているのかが不明なので、説明を追
加すること。また、一般・社会人それぞれで配点が大きく異なっ
ていることについて、その考え方を説明するとともに、配点が異
なることについてどのように受験生へ周知するのか説明するこ
と。

改善意見

11．
社会人入学者の資格について、「修了後も引き続き同施設に
就業する意志のある者」という説明があるが、カリキュラムとの
関係から明確に説明すること。

改善意見

12． 社会人を受け入れることの実現可能性について、学部科目と
の兼任、研究時間確保など、教員の負担という観点から、時間
割を提示したうえで、説明を行うこと。

改善意見
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区分 大学・研究科等名

私立 麗澤大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　学校教育研究科
　　道徳教育専攻（M)

１． 既設研究科の定員充足状況、本研究科は基礎となる学部が無
いこと等から、学生確保について懸念があるため、長期的かつ
安定的に学生を確保できる見込みがあることを明確に説明す
るとともに、次の事項についても明らかにすること。

改善意見

（１）現職教員を受け入れるためには、教育委員会等のニーズ
に対応する人材として養成することが求められるが、一部の教
育委員会等のコメントだけでは根拠として不十分である。地域
の教育委員会において、本学が養成しようとする人材のニーズ
があることを客観的な根拠に基づいて改めて説明すること。

（２）法人が併設する学校の教職員住宅の提供を今後の課題と
していることから、その計画及びその他の経済的支援について
回答すること。

（３）主な入学者として現職教員を想定しているが、時間割上は
水曜や土曜に科目が配置されている。現職教員の学生に対す
る配慮や修学形態について具体的に説明すること。

２． 修了要件として、修士論文の代わりに特別研究実践報告書で
も可能としているが、学生がどの段階で論文か報告書かを選
択するのか、履修指導の方法も含めて明確にすること。さら
に、論文を課さず特別研究実践報告書でも、本学が目指す人
材像やディプロマポリシーを達成できることを明確にすること。

改善意見

【教育課程等】

３． 「道徳教育の実践を基礎づける様々な理論を修得する基礎科
目」として、「学校教育概論」「道徳教育原論A・B」を必修科目と
しているが、実践的な内容に見受けられる。社会的な知見や思
想的な知見などの理論的な内容を学修できる内容に改善する
か、このような理論を修得できる新たな科目を追加すること。

改善意見

４． 「道徳教育実践演習Ⅰ」のシラバスは、記載内容が抽象的であ
り、具体的な授業計画が分からないため、各回の授業内容や
評価方法等を具体的に記載するよう改めること。

改善意見

【教員組織等】

５． 専任教員８名のうち、５名が完成年度に定年年齢を超えてお
り、後任補充は専門分野を勘案しながら計画的に進めるとの説
明があるが、現場経験者や研究者教員の割合なども含め、具
体的な採用計画について明確にすること。

改善意見

【名称、その他】
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６． 図書設備として、必要な学術雑誌等を購入することが予定され
ているが、道徳教育分野の教育研究上で必要な外国の学術誌
が充足しているか不明確であるため、学術雑誌の整備の予定
について回答すること。

要望意見
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区分 大学・学部等名

私立 帝京科学大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　医療科学研究科
　　総合リハビリテーショ
ン学専攻（Ｍ）

特になし

【教育課程等】

１． 学位審査取扱要項において、審査委員について説明がある
が、指導教員の取扱について説明し、構成員を明確にするこ
と。

改善意見

【教員組織等】

２． 大学院設置基準に照らして、研究指導補助教員数が３名不足
しているので補充すること。

是正意見

３． 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】

４． 図書館の開館時間の延長を図る予定であると説明があるが、
学生が問題なく図書館を利用できるように、どの程度延長する
のか、を明確にすること。

改善意見

５． 入学試験の「書類審査」について、具体的な内容を示すこと。 要望意見
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区分 大学・学部等名

私立 日本体育大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　保健医療学研究科
　　保健医療学専攻（M）

特になし。

【教育課程等】

１． 設置の趣旨等を記載した書類の12頁において、「保健医療学
研究法特論」では研究倫理を学修すると説明しているが、本科
目のシラバス上に研究倫理に関する記載がないため、シラバ
スを適切に修正すること。

改善意見

２． 養成する人材像が身に付ける能力として、高い倫理観を有する
ことが求められているが、倫理に関する科目がない中で、どの
ように高い倫理観を身に付けられるのかを明確に説明するか、
必要に応じて科目を配置すること。

改善意見

３． 「保健医療学特別研究Ⅰ、Ⅱ」のシラバスについて、研究指導
の内容が異なれば、そのための授業計画や目標も異なると考
えられる。このため、各研究指導教員の研究指導の内容に応じ
て、適切にシラバスを修正すること。

改善意見

４． 人材像として掲げた「高度実践柔道整復師」が有する４つ能力
を修得するために配置した「整復医療実践治療学演習」科目に
ついて、必要な能力を修得できるのか不明確なため、本科目の
学修がどのように４つの能力の修得に繋がるのかを明確に説
明すること。

改善意見

５． 教育課程等の概要の「卒業要件及び履修方法」欄において、
『「共通科目」の選択及び「専門科目」から６科目12単位以上を
修得』との説明があるが、体系的に科目を履修できる方法と
なっていることについて回答すること。

要望意見

６． 設置の趣旨等を記載した書類の資料５、６について、何を示し
たいのか不明確なので、カリキュラムツリーを示すのであれ
ば、図の中で教育課程の体系性・段階性が確認できるよう修正
した上で、この資料の考え方を回答すること。

要望意見

【教員組織等】

特になし。

【名称、その他】

７． 入学者の出願資格に、「医師・看護師などの医療資格取得者」
との説明があるが、どの範囲までの医療資格者を想定している
のかを明確に説明すること。

改善意見
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８． 学位名称の「修士（救急医療学）」については、教育課程を適切
に表しているのか不明確なため、適切な学位名称となっている
かを説明するか、必要に応じて適切に改めること。また、研究
科及び専攻の英語名称（Ｍｅｄｉｃａｌ Ｓｃｉｅｎｃｅ）についても、日本
語名称を適切に表しているか不明確なため、明確に説明するこ
と。

改善意見
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区分 大学・学部等名

私立
同志社女子大学
大学院

【大学等の設置の趣旨・必要性】

　看護学研究科
　　看護学専攻
（M）

１． 「エビデンスとナラティブの統合」について、一定程度の説明は
あるが抽象的でわかりにくい説明となっているため、よりわかり
やすい表現で説明すること。また、エビデンスとナラティブの二
つを統合する科目が見当たらないため、これらの能力が具体
的にどの科目で養成されるのかについても説明すること。

改善意見

２． 助産師養成において、「多様な文化・価値観を理解できる助産
師の育成」や、「基礎的研究能力を兼ね備えた高度な実践能力
を有する助産師の養成」が課題である旨記載されているが、大
学院で行うべき高度な教育という観点から、大学院レベルで助
産師を養成しなければならないことの必要性を説明すること。

改善意見

【教育課程等】

３． 特論、演習、特別研究がどのようにつながっているのかが不明
瞭であるため、その関連性について説明すること。また、「看護
学演習」「特別研究」「課題研究」の各科目について複数教員が
担当することとなっているが、評価等の指導体制について説明
すること。

改善意見

４． 高度実践助産師養成の必要性に関する説明において、「近接
する関連領域である生活科学、薬学とも連携し」とあるが、カリ
キュラムにおいてどのように反映されているか不明瞭であるた
め、具体的にどの科目で達成するのか説明すること。

改善意見

５． 「ウイメンズヘルス特論」、「助産学実習」及び学部の授業科目
を同一の教員が担当しているが、実際に運用可能なのか疑義
があるため、時間割及び担当教員の分担表を示したうえで説
明すること。

改善意見

６． 助産学実践分野においては、通常社会人学生は助産の実習
にはあまり夜間対応を当てない取り扱いになっていると思う
が、14条特例を適用する場合には、夜間の実習の実現可能性
について説明すること。

改善意見

７． 看護学研究分野において、専門科目を「臨床看護学領域」と
「広域看護学領域」に分類しているが、二つの領域設定の考え
方について、両方の視点の必要性及びそれぞれの領域におけ
る科目構成の根拠に関する説明が不十分であるため、説明を
追加すること。また、途中で分野の変更が可能かどうか、それ
に対応したカリキュラム編成がなされているか、追記すること。

改善意見
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８． 「健康科学特論」について、授業内容が極めて限定的であり、
科目名と授業内容が合致していないため、授業内容を改めるこ
と。また、どのような考え方にもとづいて共通科目として配置し
ているのか、具体的に説明すること。

改善意見

９． 学位論文の審査及び最終試験について、以下の点を説明する
こと。

改善意見

(１) 学位論文審査委員会の主査及び副査の決定方法について、
追記すること。

(２) 学位授与判定後に論文の公開発表会を行うこととなっている
が、一般的には、公開発表自体も論文審査の一部であり、その
場における質疑応答等にもとづいて論文の修正等を行ったうえ
で、論文審査の合否を判定することにより、論文の質が担保さ
れている。本学において審査の厳格性や論文の質保証の観点
については、どのような対応を行うのか、説明すること。

(３) 最終試験の内容について明確でないため、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 龍谷大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　農学研究科
　　食農科学専攻
（Ｍ）

１． 　基礎となる学部である農学部の完成年度を待たずに研究科
を設置する計画だが、学生確保の見通しの客観的な根拠とし
て示した大学生・大学院生、社会人向けのアンケート調査結果
の分析の仕方が不十分であり、開学1年目の学生確保の見通
しが不明確である。ついては、当該調査結果について、既設の
農学部在籍学生の調査結果を除いたとしても、十分なニーズ
があることを説明すること。また、農学系の研究科を有する他
大学の競争率（志願者数／合格者数）を示しているが、当該
データは客観的な根拠にはならないため、定員充足率など他
のデータをもとに説明すること。

改善意見

２． 　設置の趣旨等を記載した書類では「履修モデル」としている
が、学生確保の見通し等を記載した書類の添付資料では「履
修コース」となっており、書類間の記載の不整合が生じているた
め、申請書類を適切に見直すこと。【Ｍ・Ｄ共通】

改善意見

３． 　「修士課程及び博士後期課程の同時開設とする理由」とし
て、「大きな正の効果を与える」とか、本研究科の教育・研究は
「間違いなく充実すると確信」、「何の障害もないと断言できる」
などと説明しているが、その根拠となる説明が求められるた
め、具体的に説明すること。【Ｍ・Ｄ共通】

要望意見

【教育課程等】

４． 　専門科目の全ての授業がオムニバス形式となっているが、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

５． 　アドミッション・ポリシーで示している、「食」や「農」に係わる専
門分野の基礎的な知識について、どのような選抜方法・選抜基
準により把握する計画であるか不明確であるため、研究論文
等の業績としてふさわしい水準や筆答試験の内容などについ
ても触れながら、具体的に説明すること。

改善意見
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６． 　「ローカル・グローバル双方の視点を有し、国内外の問題解
決に貢献できる」人材を養成するとあるが、外国語科目が配置
されておらず、また、「ローカル」と「グローバル」両方の視点か
ら、食や農に関わる国内外の問題解決に実践力をもって主導
的に貢献できる人材を養成できるような教育課程となっている
か不明確である。ついては、当該人材を養成するためにどのよ
うな科目構成で、それぞれの科目でどのような知識や技術を修
得できるのかについて説明すること。【Ｍ・Ｄ共通】

改善意見

７． 　「食」と「農」を一体的に捉えた学際的な教育・研究をより円滑
に進めるとあるが、学位論文の審査基準や審査方法、審査体
制、外部への公表方法等が極めて不明確であるため、申請書
類を適切に修正すること。特に、論文審査体制については、審
査の厳格性及び透明性が確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】

是正意見

【教員組織等】

８． 　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】

９． 　学生の演習室や研究室については十分確保されていると説
明しているが、添付の演習室の図面を見る限りでは、定員に見
合った机や椅子等の設備が確保されているか不明確なため、
学生が使用する予定の演習室や研究室を明示した上で、十分
な研究スペースが確保されていることを説明すること。【Ｍ・Ｄ共
通】

改善意見

１０． 　学位の英語名称について、国際的な通用性は高く、学部や研
究科の名称として使用されているとあるが、学位の名称として
使用されているとの説明が見受けられないため、海外における
具体的な事例を踏まえて説明すること。また、学部との接続や
研究科の名称を踏まえれば、学位に付記する名称は「農学」と
するほうが一般的と思われるため、「食農科学」とする貴学の
考え方を説明すること。【Ｍ・Ｄ共通】

改善意見
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区分 大学・学部等名

私立 龍谷大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　農学研究科
　　食農科学専攻
（Ｄ）

１． 　基礎となる修士課程が設置されていない段階であるにもかか
わらず博士後期課程を設置する計画だが、学生確保の見通し
の客観的な根拠として示した大学生・大学院生、社会人向けの
アンケート調査結果の分析の仕方が不十分であり、中長期的
な学生確保の見通しが十分に示されているとは言えない。つい
ては、当該調査結果について、既設の農学部在籍学生の調査
結果を除いたとしても、十分なニーズがあることを説明するこ
と。また、学部学生からの回答は初年次の学生確保の見通し
の客観的な根拠とは言えないため、アンケート結果の分析方法
を見直したうえで、「食」や「農」に関わる現実的な課題の解決
に強い関心をもつ人材からのニーズがあることを改めて説明す
ること。さらに、農学系の研究科を有する他大学の競争率（志
願者数／合格者数）を示しているが、当該データは客観的な根
拠にはならないため、定員充足率など他のデータをもとに説明
すること。

是正意見

２． 　設置の趣旨等を記載した書類では「履修モデル」としている
が、学生確保の見通し等を記載した書類の添付資料では「履
修コース」となっており、書類間の記載の不整合が生じているた
め、申請書類を適切に見直すこと。【Ｍ・Ｄ共通】

改善意見

３． 　「修士課程及び博士後期課程の同時開設とする理由」とし
て、「大きな正の効果を与える」とか、本研究科の教育・研究は
「間違いなく充実すると確信」、「何の障害もないと断言できる」
などと説明しているが、その根拠となる説明が求められるた
め、具体的に説明すること。【Ｍ・Ｄ共通】

要望意見

【教育課程等】

４． 　開講科目が全て演習形式であるが、講義形式による科目が
ないことは大学院の目的に応じた研究能力を修得し、養成しよ
うとする人材像を実現できるような教育課程が体系的に整備さ
れているとは言えない。このため、1年次に必修の共通講義科
目を設けるなど教育課程を適切に改めること。

是正意見

５． 　カリキュラム・ポリシーで、「研究の成果を国内外に向けて公
表することをより積極的に支援し、大学院生のプレゼンテーショ
ン能力、コミュニケーション能力を一層高める」とあるが、それ
にふさわしいアドミッション・ポリシーが定められているかが不
明確である。ついては、アドミッション・ポリシーにおける「食」と
「農」に関わる専門的かつ高度な知識とは具体的にどのような
知識であるかを明確にすること。また、当該知識について、ど
のような試験内容により確認するのかについても明確にするこ
と。

改善意見
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６． 　「ローカル・グローバル双方の視点を有し、国内外の問題解
決に貢献できる」人材を養成するとあるが、外国語科目が配置
されておらず、また、「ローカル」と「グローバル」両方の視点か
ら、食や農に関わる国内外の問題解決に実践力をもって主導
的に貢献できる人材を養成できるような教育課程となっている
か不明確である。ついては、当該人材を養成するためにどのよ
うな科目構成で、それぞれの科目でどのような知識や技術を修
得できるのかについて説明すること。【Ｍ・Ｄ共通】

改善意見

７． 　「食」と「農」を一体的に捉えた学際的な教育・研究をより円滑
に進めるとあるが、学位論文の審査基準や審査方法、審査体
制、外部への公表方法等が極めて不明確であるため、申請書
類を適切に修正すること。特に、論文審査体制については、審
査の厳格性及び透明性が確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】

是正意見

８． 　カリキュラムポリシーにおいて、「生命・環境・社会等に関わる
高度な倫理観を修得させる」とあるが、研究倫理や生命倫理に
ついて学ぶ科目が配置されていないと思われるため、当該科
目を開講するなど教育課程を適切に改めること。

改善意見

【教員組織等】

９． 　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】

10. 　学生の演習室や研究室については十分確保されていると説
明しているが、添付の演習室の図面を見る限りでは、定員に見
合った机や椅子等の設備が確保されているか不明確なため、
学生が使用する予定の演習室や研究室を明示した上で、十分
な研究スペースが確保されていることを説明すること。【Ｍ・Ｄ共
通】

改善意見

11. 　学位の英語名称について、国際的な通用性は高く、学部や研
究科の名称として使用されているとあるが、学位の名称として
使用されているとの説明が見受けられないため、海外における
具体的な事例を踏まえて説明すること。また、学部との接続や
研究科の名称を踏まえれば、学位に付記する名称は「農学」と
するほうが一般的と思われるため、「食農科学」とする貴学の
考え方を説明すること。【Ｍ・Ｄ共通】

改善意見
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区分 大学・学部等名

私立 大阪歯科大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　医療保健学研究科
　　口腔科学専攻
（Ｍ）

１． 同一専攻内で歯科衛生士や歯科技工士の資格を持った学生
を募集することになっているが、どちらかの学生に偏ることが考
えられる。学生が偏った場合に教育の質が担保できる教育体
制であるかを説明すること。

改善意見

２． 養成する人材が「口腔保健学もしくは口腔工学に関する教育者
と研究者としての能力とともに，高度な専門的知識と技能を持
つ人材」とあるが、ＤＰ、ＣＰ及びＡＰにおいて、同一の修士課程
で歯科衛生士と歯科技工士の両専門資格に関する人材を養成
する趣旨が不明確であるため、３つのポリシーとの繋がりを明
確にして説明すること。その際には履修モデルについても整合
性が保たれたものとすること。

改善意見

３． 基礎となる学部が完成年度を迎える前の開設であるため、学
部が完成年度を迎える前と迎えた後で、入学者のニーズが異
なると考えられる。学部が完成年度を迎えた後において、学部
卒の学生と社会人の学生の受け入れ割合の方針について、説
明すること。

改善意見

【教育課程等】

４． 専門研究が１年次前半からとなっているが、専門学校卒業者も
受け入れることを考慮すると、研究方法論のような研究の方法
について学ぶ基礎科目が必要と考えられる。どの様に専門学
校卒業者のような研究に今まで触れていない学生に対して研
究指導をしていくのかを具体的に説明をすること。

改善意見

５． キャリア科目について、学部学生と共同の開講とあるが、修士
課程において学部教育レベルの教育では足りないと考えるが、
学部学生と同等レベルでよいとする考え方を説明すること。

改善意見

６． 口腔保健学、口腔工学を同じ専攻内で教えるメリットとして、両
分野間の相互乗り入れが重要になってくると考えるが、科目体
系について以下の点について、考え方を説明すること。

改善意見

（１）先進口腔工学分野について、歯科技工士教育の基礎であ
る生体材料学の内容が含まれているか不明確であるため、改
めて説明すること。

（２）口腔機能回復学分野について、福祉や介護分野との多職
種連携が必要であり、教育課程内で教授することが望まれるた
め、対応方針を説明すること。

７． 学位審査体制について、論文審査基準を説明すること。 改善意見

８． 複数教員が担当する科目について、評価等の責任体制を明確
にすること。

改善意見

【教員組織等】

特になし
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【名称、その他】

９． 社会人特別選抜における、評価方法について具体的に説明す
ること。また、専門学校を卒業し社会人となった者の入学要件
や入学資格審査についても、学力の評価方法を中心に明示す
ること。

改善意見
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区分 大学・学部等名

私立 関西医科大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　看護学研究科
　　看護学専攻
（M）

１． 設置の目的の一つとして地域医療への貢献を掲げている一方
で、研究科設置によりどのように地域貢献への充実を図るのか
について具体的に記述がないので、追加して説明すること。
【Ｍ・Ｄ共通】

改善意見

【教育課程等】

２． コースの方向性を強く打ち出している一方で、分野も別途設定
されているが、例えば、どのコースを選んでも、どの分野の教
育も享受することが担保されるのかなど、両者の関係性につい
て明確となっていないので、具体的に説明すること。【Ｍ・Ｄ共
通】

改善意見

３． 3方向の人材育成について、前期課程で養成する人材が後期
課程にどうつながるか不明確なので、説明すること。【Ｍ・Ｄ共
通】

改善意見

４． 修士論文の進め方において、「最終試験」との記載があるが、
いつどういう方法で行うのか、またその内容について具体的に
説明すること。

改善意見

５． 修士論文の流れについて、2年次に主査（主指導教員）・副査
（副指導教員）を決定するという記載があるが、最初に主指導
教員・副指導教員が指導し、審査にあたって主査・副査が決定
される、という形が一般的と思われる。指導教員・主査・副査の
表記について整理し、考えを説明すること。また。必要に応じて
表記を改めること。

改善意見

６． 前期課程の「特別研究」については、一般的に6単位・8単位等
と設定すると追われるが、2単位とする考え方を説明すること。

改善意見

７． 高度実践看護コースでは、1年生は実習を行う時間が多いとこ
ろ、研究について他の2コースと同様のスケジュールでテーマを
設定し、進めていくことができるのか懸念がある。スケジュール
の設定について、その考え方をより具体的に説明すること。

改善意見

８. 教育課程の説明において、カリキュラムポリシーやディプロマポ
リシーとの関連が不明瞭となっているため、例えばディプロマポ
リシーの各項目を列挙し、その下に科目を記載するなど、表記
を改めること。【Ｍ・Ｄ共通】

改善意見
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９． 複数の教員が担当している科目について、科目の責任者につ
いて明確にすること。【Ｍ・Ｄ共通】

改善意見

【教員組織等】

10. 学部教育と大学院教育も兼務している教員については、准教
授・講師はほとんどが自ら後期課程に在籍しているとの説明が
あり、実習・論文指導の対応をはじめ相当量の業務を担うこと
が予想される。これら教員の担う教育・研究への支援体制につ
いてどのように考えているのか説明すること。【Ｍ・Ｄ共通】

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 関西医科大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　看護学研究科
　　看護学専攻（D）

１． 学部の学年進行中はTA等を活用する機会も限定されるもので
あるところ、「大学院生と学部生の関わり」を同時設置の意義と
することでは説明は十分とは言えない。大学院生の実習が学
部教育にどのような影響があるのかなど、別の観点からも追加
して説明すること。【Ｍ・Ｄ共通】

改善意見

２． 設置の目的の一つとして地域医療への貢献を掲げている一方
で、研究科設置によりどのように地域貢献への充実を図るのか
について具体的に記述がないので、追加して説明すること。
【Ｍ・Ｄ共通】

改善意見

【教育課程等】

３． コースの方向性を強く打ち出している一方で、分野も別途設定
されているが、例えば、どのコースを選んでも、どの分野の教
育も享受することが担保されるのかなど、両者の関係性につい
て明確となっていないので、具体的に説明すること。【Ｍ・Ｄ共
通】

改善意見

４． 3方向の人材育成について、前期課程で養成する人材が後期
課程にどうつながるか不明確なので、説明すること。【Ｍ・Ｄ共
通】

改善意見

５． 後期課程における「副論文」の定義について不明瞭なため、具
体的に説明すること。また、後期課程における論文審査におい
て、2年2学期に学術雑誌に投稿し、3年2学期に論文を提出す
るのは困難であると思われる。実現可能な日程に修正するこ
と。

是正意見

６. 後期課程の「看護学特別研究」については、学生が3年間にわ
たり受講する科目であり、どの時期にどのように研究指導を行
うかなど、科目の実施方法が明確ではない。具体的に説明す
ること。また、同科目について単位数を4単位とすることの妥当
性について、論文支援科目との関連も含めて説明すること。

改善意見

７. 教育課程の説明において、カリキュラムポリシーやディプロマポ
リシーとの関連が不明瞭となっているため、例えばディプロマポ
リシーの各項目を列挙し、その下に科目を記載するなど、表記
を改めること。【Ｍ・Ｄ共通】

改善意見
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【教員組織等】

８. 学部教育と大学院教育も兼務している教員については、准教
授・講師はほとんどが自ら前期課程に在籍しているとの説明が
あり、実習・論文指導の対応をはじめ相当量の業務を担うこと
が予想される。これら教員の担う教育・研究への支援体制につ
いてどのように考えているのか説明すること。【Ｍ・Ｄ共通】

改善意見

９． 複数の教員が担当している科目について、科目の責任者につ
いて明確にすること。【Ｍ・Ｄ共通】

改善意見

【名称、その他】

10． 学生確保の見通しについて、関連する事業者等に従事する社
会人にアンケートを実施し、1年目の入学定員5名と同数の5名
から具体的に入学を希望する旨の回答を得たことが、入学者
確保の唯一の根拠となっているが、学部の学年進行期間中も
含め、将来的に入学者を十分に確保できると説明するには不
十分である。その他の調査結果、地域・所在都道府県における
関連分野の人材需要予測など、別の観点から根拠を追加し、
説明すること。【Ｍ・Ｄ共通】

改善意見
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区分 大学・学部等名

私立 関西福祉大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　教育学研究科
　　児童教育学専
攻（Ｍ）

１． 「高度な教育実践能力」「地域社会との連携」についてＤＰで掲
げられているが、これらがどの科目によって養成されるのか不
明確であるため、どのようにカリキュラムに反映されているのか
明確にすること。また、「高度な教育実践能力」を育成するため
に身につけておくべき基礎的理論に関して「教育方法学特論」
等のカリキュラムにおいて明確にすること。

改善意見

２． 学部在学生へのアンケートにおいて、進学を希望する学生が２
名であることから学生確保の見通しについて疑義があるため、
改めて入学定員の設定の考え方と、定員充足の見込みを客観
的なデータを示して明らかにすること。

是正意見

３． 学則において示される設置の目的と、申請書において示される
設置の趣旨が異なることから、本研究科が養成する学生像を
明確にし、統一すること。

改善意見

【教育課程等】

４． 修了後の進路として特別支援学校等の教諭が記載されている
が、特別支援教育に関する具体的なカリキュラムを有していな
いため、実際のカリキュラムや取得可能な免許状等との整合
性を図り、適切に改めること。

是正意見

５． 設置の趣旨として現代社会の要請を踏まえて児童一人ひとり
の資質・能力の育成と、個性の伸長を図る教育方法といった高
度な実践力を備えた教員の育成をめざすと記載されていること
から、特別支援教育に関する科目や英語教育等、学校現場に
おける現代の課題や学習指導要領の規定等を踏まえたカリ
キュラムを検討することが望ましいため、大学の考えを回答す
ること。

要望意見

６． 小学校教員養成を目的としていることから、「子ども発達特論」
のように青年期・前期青年期に焦点をあてるのではなく、教育
課程においても学齢期にあった内容とすることが望ましいた
め、大学の考えを回答すること。

要望意見
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７． 「教育実践演習」におけるコンピテンシーリストの作成のように
一般的に時間がかかる事柄について、各授業科目において
各々の授業回数の中で到達目標と授業概要について実施可
能性を含め検討し、体系的な授業計画にすることが望ましいた
め、大学の考えを回答すること。

要望意見

【教員組織等】

８． 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、若手教員を配置することも含め教員配置
の適正化を図ること。

是正意見

【名称、その他】

９． 社会人学生を考慮した大学院設置基準第１４条に基づく教育
方法については評価できるが、全学生について平日の授業時
間を１８：３０からとされているが、ストレートマスターに対してど
のような配慮をするのか、また、社会人学生の特別研究を１６：
２０からとされているため出席できない学生及び授業後３０分後
に閉鎖する図書館の利用も含め、どのような配慮をするのか、
修学可能性について適切に改めること。

改善意見
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区分 大学・学部等名

私立
安田女子大学大
学院

【大学等の設置の趣旨・必要性】

　看護学研究科
　　看護学専攻
（Ｍ）

特になし

【教育課程等】

１． 研究指導科目の各シラバスについて、各専攻分野及び研究指
導の内容について不明確なため、各研究指導教員の専攻分野
及び研究指導の内容をシラバスで明確に示すこと。【M・D共
通】

改善意見

２． 学位論文の審査体制、学位論文の公表方法等に関する説明
が十分になされていないことから、学位論文審査に申請できる
論文条件を明確にした上で、審査の厳格性及び透明の確保に
向けた具体的な審査計画を説明すること。【M・D共通】

改善意見

３． 設置の趣旨等を記載した書類のｐ24にある研究指導方法とス
ケジュールでは、「１年次後期には倫理申請書作成と倫理審査
手続きに関する指導を実施する。」と説明しているが、２年前期
に配置されている「看護学特別研究Ⅲ」で倫理審査申請手続き
の方法を学ぶこととされており、説明が整合していないため、倫
理審査申請手続き方法を学ぶ時期を改めて説明した上で、申
請書を適切に修正すること。

改善意見

４． 研究対象とする各専攻分野と教育課程の関係性については、
設置の趣旨等を記載した書類の資料15の「博士前期・後期課
程における教育課程全体の関連性及びコース・領域立て」で示
された図を見ても判然としないため、２つのコースの編成の考
え方と対応させながら、研究対象とする各専攻分野と教育課程
の関連性を改めて明確に示すこと。その際、必要に応じて図表
等を用いて説明すること。

改善意見

５． 研究倫理については、各研究指導で学ぶ個別の事例だけでは
なく、研究者としての倫理を包括的に学べるような科目で学ぶ
ことが重要だと考えるが、どのように包括的な研究倫理を学ぶ
のかについて、大学の考えを回答すること。【M・D共通】

要望意見

６． 修了要件における在学期間について、優れた業績を上げた者
に対しては、学則上、在学期間を短縮できるとしているが、在
学期間が短縮された場合における修了に向けた必要単位数の
取得スケジュールについて回答すること。【M・D共通】

要望意見
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【教員組織等】

７． 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想
を明確にすること。

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
安田女子大学大
学院

【大学等の設置の趣旨・必要性】

　看護学研究科
　　看護学専攻
（Ｄ）

特になし

【教育課程等】

１． 研究指導科目の各シラバスについて、各専攻分野及び研究指
導の内容について不明確なため、各研究指導教員の専攻分野
及び研究指導の内容をシラバスで明確に示すこと。【M・D共
通】

改善意見

２． 学位論文の審査体制、学位論文の公表方法等に関する説明
が十分になされていないことから、学位論文審査に申請できる
論文条件を明確にした上で、審査の厳格性及び透明の確保に
向けた具体的な審査計画を説明すること。【M・D共通】

改善意見

３． 研究倫理については、各研究指導で学ぶ個別の事例だけでは
なく、研究者としての倫理を包括的に学べるような科目で学ぶ
ことが重要だと考えるが、どのように包括的な研究倫理を学ぶ
のかについて、大学の考えを回答すること。【M・D共通】

要望意見

４． 修了要件における在学期間について、優れた業績を上げた者
に対しては、学則上、在学期間を短縮できるとしているが、在
学期間が短縮された場合における修了に向けた必要単位数の
取得スケジュールについて回答すること。【M・D共通】

要望意見

【教員組織等】

５． 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

６． 大学院設置基準において定める必要専任教員数に照らして、
研究指導補助教員が１名不足しているため、補充すること。

是正意見

【名称、その他】

特になし
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区分 大学・学部等名

公立 横浜市立大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　医学研究科
　　看護学専攻（D）

１． 学生確保の見通しについては、県内の３つの看護系大学大学
院を例に挙げて説明しているが、具体的なデータ（入学定員に
対する志願者数、入学者数等）が示されていないため、客観的
なデータを用いて改めて説明すること。

改善意見

【教育課程等】

２． 研究指導科目のシラバスについて、研究指導の内容が異なる
にもかかわらず、第１回から第３０回の授業計画が同一な内容
になっている。このことから、研究指導の内容に応じて、適切に
授業計画を作成すること。

改善意見

３． 学位論文の最終審査申請の対象については、「専門学術誌に
申請前３年以内に掲載された原著論文もしくは掲載予定」との
説明があるが、申請前３年以内とした意図が不明なため、学位
審査対象となる論文の考え方について明確に説明すること。ま
た、設置の趣旨等を記載した書類の資料12も必要に応じて修
正すること。

改善意見

４． ＦＤ、ＳＤ活動に関する具体的な実施計画についての説明がな
いため、ＦＤ，ＳＤ活動に関する具体的な実施計画を説明するこ
と。その際、全学的な取組みだけでなく、本研究科における独
自のＦＤ、ＳＤ活動の実施計画についても合わせて示すこと。

改善意見

５． 看護学科と看護学専攻の相互関係については、設置の趣旨等
を記載した書類の資料15において示されているが、博士前期
課程における専門１２分野（研究基礎力）が、どのように博士後
期課程の専門科目（8科目）と連動しているのか明らかになって
いない。このため、専攻分野の連動性に関する考え方を回答
すること。

要望意見

６． ヒューマニティを志向する能力を培うためには、医療倫理のみ
でなく、看護倫理（看護学の視点での倫理）を学ぶことが重要
だと考えるが、これをどのように学ぶのかについて、その対応
方針を回答すること。

要望意見

【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

公立 新潟県立看護大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　看護学研究科
　　看護学専攻
（Ｄ）

１． 入学意向のアンケート調査を実施したとのことだが、進学を希
望する学生が平成31年度は１人、平成32年度は２人となってお
り、設定した入学定員を満たしていない。中長期的に学生が確
保できることが明確になっていないため、近隣の競合校におけ
る志願者数や定員充足状況等の客観的なデータに基づき、定
員設定の考え方とともに、学生確保の見通しについて、改めて
説明すること。

改善意見

２． 研究指導補助教員の決定方法及び人数体制が不明であるた
め、大学の対応方針について、回答すること。

要望意見

３． 早期修了認定要件として「優れた研究業績を上げた者と認める
場合」とされているが、入学時点で早期修了を希望する意思を
明らかにしなければならないと説明があり、入学時点で意思表
示した者に限る意図が不明なため、大学の考え方について回
答すること。また、併せて、早期修了の学生の場合における履
修スケジュールを具体に示すこと。

要望意見

４． 学位論文の審査における「参考論文」の定義については説明
があるものの、審査上の位置付けが不明なため、履修モデル
の中で記載のある「副論文」との違いを示した上で、大学の考
えを回答すること。

要望意見

５． 論文内容、公開論文発表会の発表及び質疑応答の内容を審
査するとの説明があるが、最終試験であれば博士論文の審査
基準のみならず、ＤＰとの対応関係について審査上で確認され
るのか不明確なため明確にすること。

改善意見

６． 教育方法の特色に大学院専用のオフィスアワーを設定すると
説明があるが、社会人学生を含めた全学生が十分に本制度を
活用できるよう、シラバスでオフィスアワーの項目を設ける等、
学生が容易に確認できる体制を充実していくことが望ましい。

その他意見

【教員組織等】

７． 大学院設置基準に照らして、研究指導補助教員数が３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。
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区分 大学・学部等名

私立 群馬パース大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　保健科学研究科

　保健科学専攻（D）

１． ディプロマ・ポリシーで求められる能力について、カリキュラム・

ポリシーとどのように繋がっているのかが不明確なため、明確

に説明すること。

改善意見

【教育課程等】

２． 学位論文の要件については、「当該研究領域で」との説明があ

るが、「当該」が示す研究領域が不明確なため、明確に改める

こと。

改善意見

３． 本課程は「医療科学」に焦点をあてると説明し、学位を博士（医

療科学）と設定しているが、専攻名を「医療科学専攻」ではなく、

「保健科学専攻」とした理由について、英語名称の考え方ととも

に、明確に説明すること。

改善意見

４． 博士前期課程と博士後期課程における研究領域の連動性が

不明確なため、各研究領域がどのように連動しているのかにつ

いて、図表で矢印等を用いて具体に示すとともに、大学の考え

を回答すること。

要望意見

５． 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

６． 「学位論文」について、「次の要件をすべて満たす場合には共

著論文を博士論文とすることができる」との記載があることか

ら、論文審査に関する基準等を明確に説明すること。

要望意見

【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 高崎健康福祉大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　保健医療学研究
科
　　理学療法学専
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】

１． 「研究指導補助教員」について、文部省告示第１７５号「大学院
に専攻ごとに置くものとする教員の数について定める件」で規
定する「研究指導補助教員」と異なるのではないかと思われる
ので、具体的な職務内容について説明すること。さらに、資格
要件として掲げられているものは全てが絶対条件なのか、規定
等提出のうえ、説明すること。

要望意見

２． 入学者の多くが社会人学生であることを想定し、大学院設置基
準第１４条に規定する特例を実施することは評価できるが、昼
間コースに入学する者についても支援することが望まれるた
め、長期にわたる教育課程の履修の希望があった場合の措置
をとっているのか、学則など必要となる規程の整備の状況も含
めて説明すること。

要望意見
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区分 大学・学部等名

私立 武蔵野大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　環境学研究科
　　環境システム専攻（D)

特になし。

【教育課程等】

１． 本課程を設置する目的や養成する人材像を実現するための教
育課程が編成されているか不明確なため、以下の点について
明らかにすること。

改善意見

（１）環境システムの概念については、環境マネジメントとエコプ
ロダクツの２分野から構成されるとの説明がなされているが、こ
の考え方や分野構成が教育課程上どのように対応しているの
かが判然としないため、本課程における環境システムの考え方
とこれに対応した教育課程が編成されていることを説明するこ
と。

（２）養成する人材像を示した上で、期待する進路として①環境
マネジメントの専門家、②エコプロダクツの専門家、③基礎・応
用に関わる研究家という３つの専門家を掲げているが、配置さ
れている科目が少なく、必要な能力を身に付けることができる
のか疑義がある。このため、養成する人材及び期待する進路
で求められる能力を身に付けることができる教育課程が編成さ
れていることを説明すること。

２． 本課程の設置の必要性については、今日の気候変動問題や
生物多様性の保全問題を地球規模で捉えて研究する必要が
あるとのことで説明しているが、基盤的な科目として１年次前期
（必修）に配置されている「環境学基盤研究」では、導入時期に
基盤的な知識となる気候変動問題や生物多様性の保全問題
に関することを学ばずに、環境経済や環境政策など担当教員
の専攻分野に応じた学修を進める計画となっている。このた
め、基盤的な位置付けとなる本科目の授業計画が、設置の必
要性で掲げた目的に適合していることを明らかにするか、必要
に応じて授業計画を改めること。

改善意見

３． 審査委員会については、「委員会の指名する大学院担当教員
１名を主査、２名以上を副査として構成」すると説明があるが、
誰が主査及び副査を指名するのかが判然とせず、説明が不十
分である。このため、学位論文審査体制の編成の流れと主査・
副査がどのような観点で選出されるのかについて、改めて具体
に説明すること。

改善意見

４． 環境学個別研究における課題発表及びその評価をどのような
方法で実施するのかについて、大学の考えを回答すること。

要望意見

５． 社会人学生は、学修が滞り、修了年限の３年を超えてしまうこ
とも考えられるため、長期履修制度の実施の有無に触れつつ、
そのような学生に対する対応方針について、大学の考えを回
答すること。また、１４条特例の説明の中で、学生は昼間主コー
スと夜間主コースを選択できるとあるが、各コースでの具体な
時間割が不明なため、各コースの時間割も示すこと。その際、
学生からの希望が重なれば１日に同じ科目を開講することがあ
るのかについても明らかにすること。

要望意見
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６． １４条特例による研究指導については、対面指導のみでなく、
学内LANやインターネット等を利用すると説明がなされている
が、Web上での具体的な研究指導の方法を回答すること。

要望意見

【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 森ノ宮医療大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　保健医療学研究科
　　医療科学専攻（Ｄ）

１． 医史学的側面等を取り扱わないとあるが、人を対象とする研究
をする上で重要な側面であるため、取り扱わないとする考え方
を説明し、必要があれば適切に改めること。

改善意見

【教育課程等】

２． ＤＰに掲げている指導能力について、後期専門演習で養うとあ
るが、組織における課題抽出とその対処及び管理者・指導者と
しての視点と対応の在り方を身につけるとしている当該科目の
みで養うことができるのか、改めて説明すること。

改善意見

３． 研究指導で行われる中間報告の内容や位置づけが不明確で
あるため、説明すること。また、学術雑誌への投稿は中間報告
発表を経なければ行うことができないのか及び投稿する学術
雑誌はどのようなものを想定しているのかについて、説明する
こと。

改善意見

４． 修了要件について、指導教員が指定する選択科目の特論2単
位以上とあるが、特論は学生の専門に合わせて履修することと
なるため、適切に改めること。

改善意見

５． 副論文とは何かを説明し、学位認定の基準とＤＰの関連につい
て、改めて説明すること。また、博士論文審査基準を示すこと。

改善意見

６． 「後期専門演習」、「後期特別研究Ⅰ」、「後期特別研究Ⅱ」、
「後期特別研究Ⅲ」について、教員によってシラバスに記載され
ている授業概要や学習目標・到達目標が異なることは不適切
であるため、適切に改めること。

改善意見

７． 研究指導の体制について、倫理委員会と学術研究委員会が示
されているが、これらが「人を対象とする医学系研究倫理指針」
を踏まえたものであるか不明確なため、それぞれの規程等を示
し、役割や構成を明確にすること。

改善意見

８． 「後期専門演習」について、臨床現場に出向くとして、4時限に
実施すると説明されているが、3時限に他の科目が開講される
ことから、適切に実施できるのか明確に説明すること。

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 甲南女子大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　看護学研究科

　　看護学専攻（Ｄ）

１． 前期課程5分野を踏まえ、後期課程には「発展的かつ重点的

に」3つの分野を構成したとの説明があるが、前期課程と後期

課程の分野の関連について不明確であるため、構成の考え方

について明確にすること。

改善意見

２． DPについては、具体的にどのような能力を身につけさせるのか

の観点からの記載が不十分である。また、CPはそれらの能力

を踏まえてどのように科目配置しているかとの記述が不十分で

ある。このため、それぞれ記載内容を改めること。

改善意見

【教育課程等】

３． 「特別研究」について、自律的に研究計画を推進する能力を獲

得するとされているが、研究論文の作成とそれに必要な学修に

ついて、どのような指導を行うのか説明が不十分である。教育

の質の保証、学生の研究、論文の質の維持、学習時間の確保

という観点から、同科目をどのように運用していくのかについて

明確に説明すること。

改善意見

４． 「広域看護学特講演習」について、複数教員のオムニバス形式

であるが、当該科目の目標である広域看護学が適切に学修で

きることが不明であるため、各回の内容と目標との関係性を説

明し、オムニバス形式でも十分に目標を達成できることを説明

すること。また、必要に応じて科目の内容に広域看護学に関す

る内容を充実するよう修正すること。なお、シラバスにおいて科

目責任者を明確にすること。

改善意見

【教員組織等】

５． 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、若手教員を配置することも含め教員配置の

適正化を図ること。

是正意見

６． 主査・副査の決定方法及び副指導教員の役割について説明す

ること。

改善意見

【名称、その他】

特になし
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