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国立大学の設置計画に係る審査意見

獣医学研究科

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

※学部等の設置（平成29年3月申請、１．～３．）・・・第一次専門審査（本年5月）における意見



区分 大学・学部等名

国立 富山大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　都市デザイン
　学部
　　地球システム
　　科学科

１． 富山大学に設置する意義の一つとして、「アルミ産業をはじめと
する日本海側有数の工業都市」であることを挙げているが、ア
ルミニウムの精錬は近年、海外が主流となっていると考えられ
ることから、そういった現状を踏まえた説明となるよう見直すこ
とが望ましい。【３学科共通】

その他意見

【教育課程等】

２． 「全学横断PBL」については、ディプロマ・ポリシーで示す身に
付ける能力の一つである「問題発見・解決力」の修得に有効な
科目と思われるが、既設の学部等における履修状況や大学と
して履修を促すような仕組みがあるか説明すること。また、本
科目の履修の有無により学生の間で「問題発見・解決力」の修
得内容に差がでるように思われるが、この点をディプロマ・ポリ
シーの観点からどのように考えているのかを説明すること。【３
学科共通】

要望意見

【教員組織等】

特になし。

【名称、その他】

３． 学部名称について、地球システム科学科における教育内容か
ら「都市」という名称が必ずしも適切ではないように思われる。
また、「SUSTAINABLE　DESIGN」という英語名称とするのであ
れば、より対応関係が明確になるような日本語の学部名称とし
たほうが望ましいと思われるが、大学としての考え方を説明す
ること。

要望意見

平成３０年度開設予定大学等　審査意見（第一次）
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区分 大学・学部等名

国立 富山大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　都市デザイン
　学部
　　都市・交通デザ
　　イン学科

１． 富山大学に設置する意義の一つとして、「アルミ産業をはじめと
する日本海側有数の工業都市」であることを挙げているが、ア
ルミニウムの精錬は近年、海外が主流となっていると考えられ
ることから、そういった現状を踏まえた説明となるよう見直すこ
とが望ましい。【３学科共通】

その他意見

【教育課程等】

２． 「全学横断PBL」については、ディプロマ・ポリシーで示す身に
付ける能力の一つである「問題発見・解決力」の修得に有効な
科目と思われるが、既設の学部等における履修状況や大学と
して履修を促すような仕組みがあるか説明すること。また、本
科目の履修の有無により学生の間で「問題発見・解決力」の修
得内容に差がでるように思われるが、この点をディプロマ・ポリ
シーの観点からどのように考えているのかを説明すること。【３
学科共通】

要望意見

【教員組織等】

特になし。

【名称、その他】

３． 学部学科名称について、一定の説明はあるものの、依然として
対応関係に不明確な部分があるため、以下の点も含めて改め
て説明すること。【材料デザイン工学科と共通】

（１）学部名称について、地球システム科学科における教育内
容から「都市」という名称が必ずしも適切ではないように思われ
る。また、「SUSTAINABLE　DESIGN」という英語名称とするの
であれば、より対応関係が明確になるような日本語の学部名
称としたほうが望ましいと思われるが、大学としての考え方を説
明すること。
（２）都市・交通デザイン学科及び材料デザイン工学科について
は、学部名称やカリキュラムにおいてデザインを強調するので
あれば、英語名称もデザインを含めた名称とすることが望まし
いと考えるが、大学としての考え方を説明すること。

要望意見

平成３０年度開設予定大学等　審査意見（第一次）
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区分 大学・学部等名

国立 富山大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　都市デザイン
　学部
　　材料デザイン
　　工学科

１． 富山大学に設置する意義の一つとして、「アルミ産業をはじめと
する日本海側有数の工業都市」であることを挙げているが、ア
ルミニウムの精錬は近年、海外が主流となっていると考えられ
ることから、そういった現状を踏まえた説明となるよう見直すこ
とが望ましい。【３学科共通】

その他意見

【教育課程等】

２． 「循環資源材料工学Ⅰ・Ⅱ」、「環境材料学Ⅰ・Ⅱ」について、各
科目における教育内容を明確にした上で、「学問体系からみた
都市デザイン学の概念」の中でそれぞれの科目内容がどこに
位置づけられているのか説明すること。

要望意見

３． 「全学横断PBL」については、ディプロマ・ポリシーで示す身に
付ける能力の一つである「問題発見・解決力」の修得に有効な
科目と思われるが、既設の学部等における履修状況や大学と
して履修を促すような仕組みがあるか説明すること。また、本
科目の履修の有無により学生の間で「問題発見・解決力」の修
得内容に差がでるように思われるが、この点をディプロマ・ポリ
シーの観点からどのように考えているのかを説明すること。【３
学科共通】

要望意見

【教員組織等】

特になし。

【名称、その他】

４． 学部学科名称について、一定の説明はあるものの、依然として
対応関係に不明確な部分があるため、以下の点も含めて改め
て説明すること。【都市・交通デザイン学科と共通】

（１）学部名称について、地球システム科学科における教育内
容から「都市」という名称が必ずしも適切ではないように思われ
る。また、「SUSTAINABLE　DESIGN」という英語名称とするの
であれば、より対応関係が明確になるような日本語の学部名
称としたほうが望ましいと思われるが、大学としての考え方を説
明すること。
（２）都市・交通デザイン学科及び材料デザイン工学科について
は、学部名称やカリキュラムにおいてデザインを強調するので
あれば、英語名称もデザインを含めた名称とすることが望まし
いと考えるが、大学としての考え方を説明すること。

要望意見

平成３０年度開設予定大学等　審査意見（第一次）
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区分 大学・学部等名

国立 広島大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　情報科学部
　　情報科学科

１． ディプロマ・ポリシーでは、システムエンジニアと情報サービス
アナリスト両方の能力を獲得したハイブリット人材を養成すると
されているが、３年次に２つのコースに分かれて両方の能力が
身につくのかが不明確である。そのため、２つのコースに分け
ることとディプロマ・ポリシーとの整合性について説明すること。

改善意見

２． ２つのコースそれぞれに関連する科目は用意されているが、学
生がそれぞれのコースに応じた科目を履修することを担保する
仕組みになっていない。また、授業科目としての「卒業論文」の
内容が不明確であり、２つのコースそれぞれにおいて、論文に
求める到達目標も明確でない。このため、２つのコースで養成
したい人材を育成できるのかが不明確であることから、２つの
コースの養成する人材像とディプロマ・ポリシーとの関係を明確
にし、それに基づいたカリキュラム、卒業論文、教員のコース担
当となっていることを説明すること。

改善意見

【教育課程等】

３． 「我が国におけるデータサイエンス/インフォマティクスに関連す
る教育方法に一石と投じるもの」とあるが、実際のカリキュラム
は一般的な情報系の科目を並べたものとなっているように見受
けられる。また、４年次の必修科目が「卒業論文」のみとなって
いるが、ハイブリッド人材を養成するのであれば、３年次や４年
次に必修科目として２つのコース横断型の演習やＰＢＬ科目と
いった高度な内容の演習科目が必要と思われるため、教育課
程が充実するよう改めること。

改善意見

４． データサイエンスというと大量のデータを扱うものが想定される
が、「情報データ科学演習Ⅱ」において、ビッグデータを扱う演
習がどのような形で行われているのかを説明すること。

要望意見

５． 「卒業論文」ついて、この科目で何を学び、学生にどういう力を
身に付けさせたいのかが不明確であるため、説明すること。

改善意見

６． 「２．教育課程の概要」において、「１学年の学期区分」が「２期
（４ターム）」となっているが、学期区分における考え方を説明す
ること。併せて、配当年次の記載が２期制とターム制が混在し
たものになっているが、このような記載としている考え方を説明
するか、適切な記載に改めること。

改善意見

【教員組織等】

７． ２つのコースにおける教員の配置について考え方を説明するこ
と。なお、コース担当は、教員の専門性と２つのコースそれぞれ
のディプロマ・ポリシーに基づいて説明すること。

要望意見

【名称、その他】

８． ＡＯ入試（国際バカロレア入試）は、どのような人材を求めるた
めに実施するのか説明すること。

要望意見
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区分 大学・学部等名

国立 九州大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

共創学部 １． 設置の趣旨を記載した書類ｐ１においては、「共創」について、
「課題を解決するために新たな知や価値を求めて「課題に応じ
た自ら必要なことを学ぶ」態度や志向性を基盤に、多様な学知
を組み合わせて課題解決のための知を創造し、それを社会に
活用していく力、すなわち「共創的課題解決力」であると説明を
しているが、一方で、学部の英語名称では、「interdisciplinary
Science and Innovation」となっており、名称からは、学際的な教
育課程を提供するかのようにも見える。このため「共創」の理念
を明確にすること。

改善意見

２． 「設置の趣旨を記載した書類」ｐ１に記載のあるとおり、本学部
は、現代社会が直面している問題を解決するために必要な専
門性を身につけることを目的としているが、本学部で想定する
「社会」とはどのようなものか説明すること（九州地域なのか国
際社会なのかなど）。

要望意見

【教育課程等】

３． 本学部は、学生が自ら課題を設定し、異なる専門や知識をもつ
多様な人々と協働し様々な経験を基に新たな課題解決策を創
造する能力を養成することを目指しており、履修にあたっては、
学生の自主性を強く打ち出している。しかしながら、教育課程に
おいては、エリアの設定と教育課程の関係が不明確であるな
ど、本学部の育成する人材像に必要な専門性の確保に関し
て、教育課程あるいは履修上の仕組みが不明確である。この
ため、学生の自主性を生かすために必要となる履修上の仕組
みを構築するなど、申請内容を修正すること。

是正意見

４． 共創学部のカリキュラムの特色として、「与えられたカリキュラ
ムを受動的に履修するのではなく、学生自らがカリキュラムを
デザインし、履修するというアクティブ・ラーニング（能動的な学
習）による教育を15年にわたって実践してきた21世紀プログラ
ムで培ったノウハウを活用したもの」としているが、その効果や
実績について記載を充実させるとともに、アクティブ・ラーニング
（能動的な学習）による教育の実績と、共創学部のカリキュラム
の特色である「多様な学問に触れて、文系・理系を横断するも
のの見方や考え方を身につけられるカリキュラム構造」との関
連を明確に説明すること。

改善意見

５． エリアについて、以下の点を明確にすること。 改善意見

（１）　「地球の持続可能性の諸問題の解決策を探る」ことを共
通テーマとして４つのエリアを設定することとしているが、どのよ
うな考えの下でこの４つのエリアを設定したのか明確にするこ
と。

審査意見（第一次）
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（２）４つのエリアについては、「課題認識のアプローチの方向
性・課題設定のための領域であり、学問分野を示すものではな
い」としているが、一方で教育課程においては、「エリア基礎科
目」が設定されるなど、エリアは教育課程に密接に関係してい
る。このため、４つのエリアとカリキュラムの関係について、「設
置の趣旨を記載した書類」ｐ５に記載されているエリア及びその
エリアの課題ごとに整理し、必要な科目が整備されていること
を明確にすること。併せて、学生が理解できるよう明確にするこ
と。

（３）エリアの設定において、「人間と生命」及び「人と社会」が設
定されているが、「人間」と「人」はどのような定義で使っている
のか。また、その定義とエリアの内容が一致していることについ
て明確にすること。

６． 海外留学等について、以下の点を明確にすること。 改善意見

（１）留学生に対する「経験科目」の位置づけについて、日本人
学生同様に留学を義務付けることとなるのか、あるいは留学生
は別の講義を受講することとなるのか明確にすること。

（２）留学については必修化としているものの、留学の科目につ
いては選択科目となっているなど、趣旨と教育課程に不整合が
みられるため、留学の位置づけについて改めて明確にするこ
と。

（３）「設置の趣旨を記載した書類」ｐ４５において、留学につい
ては、「課題解決のために必要となる複数の専門分野の考え
方や理論の獲得や、人類的課題とその解決に向けた社会の取
組を知る機会として位置付ける」としているが、「設置の趣旨を
記載した書類」ｐ４５，４６に記載された留学のメニューでは、1週
間程度の短期の語学留学も含まれている。また、単位認定に
ついては、学生が留学先で単位を修得した後に、学生からの
申請により個別に対応することとしている。このため、全ての学
生に対して、上述の目的を達成するための留学の機会を学部
としてどのように提供し、またその質を担保するのか明確にす
ること。

（４）留学することが出来ない学生が生じた際の対応について
説明するとともに、「Ⅳ）学生への経済的支援」において、学生
への経済的支援の具体的な内容及び支援の規模を明確にす
ること。

（５）海外インターンシップについて、内容等を総合的に判断し、
単位として認定することとしているが、単位化に当たっての具体
的な基準や方法を明確にするとともに、どのように教育課程に
反映しているのかを、教育課程等の概要及び授業科目の概要
で説明すること。また、海外インターンシップの実施期間は1年
未満となっているが、修業年限の4年間で修了することが可能
であるか、実施時期やインターンシップでの取得単位数を含め
て、具体的なスケジュールを示すこと。

（６）海外活動の科目について、１単位科目と２単位科目の目的
の違いを明確にするとともに、２単位科目については、例えば
「海外活動Ｂ１」と「海外活動Ｂ２」が開設されているが、「授業
科目の概要」からは、その違いが不明であることから、これらの
科目の違いについて明確にすること。
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（７）留学については、期間の違う複数のプログラムが提供され
ていることから、全ての留学プログラムの決定時期や留学時期
を履修モデルにおいて具体的に示すこと。その際、複数回にわ
たって留学に行った場合についても履修モデルで示すこと。

（８）期間や目的が違う留学プログラムが提供されている中で、
本学部における留学の位置づけについて、提供されているプロ
グラムの内容も踏まえて明確にすること。

７． 　「フィールド調査法」については、オムニバス方式で、例えば、
考古学的な調査方法や自然科学的な調査方法を学ぶ科目とし
て開設されるが、全く違う分野の調査方法をオムニバス方式で
紹介することが、今後の専門教育にどのように繋がっていくの
か明確にすること。

改善意見

８． 学際的な教育を目指す上では、特定の問題で異なるアプロー
チがあることを学ぶことが重要である。このため、例えば、地球
環境問題に関しては、専門教育において具体的にどのように
学ぶのか明確にすること。

改善意見

９． シラバスにおいて、1単位科目にも関わらず、授業回数が24回
あるいは15回開講するもの（例えば、「Kanji Courses: Pre-
Advanced」）があるため、単位数と授業回数の整合性がとれる
よう適切に改めること。

改善意見

１０．学問としての共創あるいは、方法論としての共創の理念をどの
ように体系的に教育課程に反映しているのかについて、教育課
程等の概要及び授業科目の概要で説明するとともに、学部の
理念を踏まえた学位の質をどのように保証するのか明確にす
ること。またこの点については、共創についてのディプロマポリ
シーやカリキュラムポリシー上においても、学生が理解しやす
いよう示すこと。

改善意見

１１．「共創プロジェクト」について、そこで学ぶテーマと今後の履修
の関係について明確にすること。

改善意見

１２．チューター教員制度について、以下の点を明確にすること。 改善意見

（１）チューターは、学生が適切に授業科目を履修できるよう指
導するとしているが、チューターの受け持つ学生数や、指導の
頻度、具体的な指導内容を明確にすること。

（２）第１チューターについては、入学時から２年次秋学期まで
の間、学部の専攻教育についても適切な履修指導を行うことが
想定されているが、学生の学びたいことが決まっていない入学
時点において第１チューターが決定することから、学生の学び
たいこととチューターの専門性が一致しなかった場合の対応方
針について、具体的に示すこと。
　
　（３）学生の学びたいことが、ある特定の分野に偏ることも考え
られるため、このような状況になった場合の対応方針について
明確にすること。
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（４）チューター制度により、４２０人もの学生に対して、きめ細か
な履修指導等を行うこととしているが、４年次以降の複数指導
体制になることも含め、学生ひとり一人にきめ細かな指導をど
のようにしていくのか明確にすること。また、教員の教育研究活
動に支障がでないよう、負担軽減の策について明確にするこ
と。
（５）学生への履修方法等について、チューター制を導入し、き
め細やかな指導を行うこととしているが、専任教員は、伊都、春
日原、塩原の３箇所に分かれているため、履修指導を行う際に
支障がないことを明確にすること。

（６）チューターが短期間で変わることから、学生への履修指導
の責任及び継続性の確保について明確にすること。また、学生
の生活指導においては、個々の学生の状況が正確に引き継が
れることが重要となるため、チューターの変更の際にミスコミュ
ニケーションがないようにする体制あるいは方法について明確
にすること。

１３．履修モデルにおいて、メジャーとマイナーを選択することとなっ
ているが、一般的に使われているような、専門分野の学修にお
けるメジャーとマイナーとは趣旨が違うため、別の用語に変更
す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

【教員組織等】

１４．４つのエリア及びそのエリア毎に例示されている課題に対応し
た教員組織が整備されていることについて明確にすること。

改善意見

【名称、その他】
１５．留学生とのクラス・シェアなど一定の留学生の受入れを想定し

ているが、留学生のための学生寮など留学生の受入れ体制に
ついて明確にすること。

改善意見

１６．修了後の進路について、以下の点を明確にすること。 改善意見

（１）　履修モデル１では、「国際公務員」や「NGO」などの国際機
関の職員を想定しているが、「国際公務員」や「NGO」の職員に
ついては、修士レベル以上の能力が求められることが多いこと
から、国際機関において本学部が育成しようとする人材が求め
られていることを明確にすること。また、国際法や国際機関に
関する科目がないことから、修了先を見据えた必要な科目を充
実すること。

（２）履修モデルにおいて、修了後の進路のイメージが記載され
ているが、４つのエリア及びそのエリアの課題ごとに修了後の
進路を具体的に示すこと。

（３）履修モデル３では「研究者」も想定しているが、本学部から
大学院に進学する際に必要な学問分野の専門性はどのように
担保するのか明確にすること。

１７．個別学力検査においては、英語、数学、小論文を課すことに
なっているが、文系理系を問わない教育課程の中で、理系学
部の個別学力検査のような科目設定となっているため、学部の
育成する人材像を踏まえて、個別学力検査の科目設定の考え
方を説明すること。

要望意見
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１８．エリア及びエリアの課題のアプローチ方法については、教員の
専門分野などによってその指導方法が違ってくることも考えら
れるため、エリアやエリアの課題の考え方について、教員間の
共通理解が図られるようファカルティ・ディベロップメント（FD）の
充実が望まれる。

要望意見

１９．英語名称について、「interdisciplinary」を使っているが、カリキュ
ラムの内容等を踏まえると、例えば、「integrated」などに置き換
えることが望ましい。

要望意見
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区分 大学・学部等名

国立
帯広畜産大学
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． 専攻、コース（特に畜産衛生学位プログラム）と学位の関係性
について、説明すること。【２専攻共通】

要望意見

２． 各コースの受け入れ枠について入試方法も含めて説明するこ
と。【２専攻共通】

要望意見

３． シラバスP２５、２６、P１４８～１４９の海外演習科目について、
評価方法がわかりにくいため明確にすること。【２専攻共通】

要望意見

【教員組織等】

特になし。

【名称、その他】

４． 畜産衛生学位プログラムについて、カリキュラムコースの性格
が強いため、名称について検討すること。

要望意見

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）

　畜産学研究科
　　畜産科学専攻
　　（M・D）
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区分 大学・学部等名

国立
帯広畜産大学
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． 専攻、コース（特に畜産衛生学位プログラム）と学位の関係性
について、説明すること。【２専攻共通】

要望意見

２． 各コースの受け入れ枠について入試段階も含めて説明するこ
と。【２専攻共通】

要望意見

３． 海外演習科目について、評価方法を明確にすること。【２専攻
共通】

要望意見

【教員組織等】

４． 岩手大学大学院連合農学研究科の構成大学でなくなったこと
による指導教員の体制、講義への影響について、具体的に説
明すること。

要望意見

【名称、その他】

特になし。

平成３０年度開設予定大学等　審査意見（第一次）

審査意見（第一次）

　畜産学研究科
　　獣医学専攻（D）
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区分 大学・学部等名

国立 岩手大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　獣医学研究科
　共同獣医学専攻
（Ｄ）

特になし

【教育課程等】

１． 岐阜大学大学院連合獣医学研究科として社会人の受け入れを
積極的に行っていたと思われるが、本共同獣医学専攻として社
会人の受け入れ等について、どのような方針で行うのか記載す
ること。

要望意見

２． シラバスP９４からP９８の到達目標について、「獣医師」との記
載があり、学部段階のものと思われるため、適切な記載に改め
ること。

要望意見

３． シラバスP１０５～P１１６の海外演習科目について、評価方法
がわかりにくいため、明確にすること。

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）

審査意見（第一次）
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区分 大学・学部等名

国立
横浜国立大学
大学院

【大学等の設置の趣旨・必要性】

　理工学府
　　機械・材料・海
　　洋系工学専攻
　　（M・D）

特になし。

【教育課程等】

１． モジュールマネージャについて、どのような立場の人がいつの
段階から指導を行うのか、指導教員との役割分担も含めて指
導内容等を具体的に説明すること。【３専攻共通】

要望意見

２． 修了要件として既定の取得単位数に加え「GPA２．０以上」を求
めているが、学生の多様な履修を妨げる可能性もあるため、修
了要件に含めている意図及びどのように制度運用するのか説
明すること。【３専攻共通】

要望意見

【教員組織等】

３． 専任教員について、大学等の職務に従事する週当たりの平均
日数が５日にもかかわらず、月額基本給が０や少額である教員
がいるが、当該教員の専任教員としての役割・責任が担保され
ていることを説明すること。【３専攻共通】

要望意見

【名称、その他】

４． 学位に付記する専攻分野の名称及び学位の英訳名称につい
て、説明すること。また、学位プログラムごとに修了要件が異な
るが、学位プログラムによって違う学位名称とするのか、同じ学
位名称とするのかについて大学としての考え方を明らかにする
こと。【３専攻共通】

改善意見

５． 専攻・教育プログラムごとにアドミッション・ポリシーが定められ
ているが、入試の前段階からどのようなプロセスで学生が自身
の希望や適性に合った教育プログラムを選択するのか、またそ
れぞれのアドミッション・ポリシーに沿った入試が適切に行われ
ているのか不明確であるため、説明すること。また、入学後、教
育プログラムの変更は可能なのか、学生の適性に応じて教育
プログラムごとにどのように履修指導を行うのかについても明
らかにすること。【３専攻共通】

改善意見

平成３０年度開設予定大学等　審査意見（第一次）

審査意見（第一次）
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区分 大学・学部等名

国立
横浜国立大学
大学院

【大学等の設置の趣旨・必要性】

　理工学府
　　化学・生命系理
　　工学専攻（M・
　　D）

１． 博士後期課程のディプロマ・ポリシーについて、学位を授与す
るに当たって身に付けるべき能力として掲げている項目が、学
術的な分野を制限しているように見受けられるため、より柔軟
な表現に改めること。

改善意見

【教育課程等】

２． モジュールマネージャについて、どのような立場の人がいつの
段階から指導を行うのか、指導教員との役割分担も含めて指
導内容等を具体的に説明すること。【３専攻共通】

要望意見

３． 修了要件として既定の取得単位数に加え「GPA２．０以上」を求
めているが、学生の多様な履修を妨げる可能性もあるため、修
了要件に含めている意図及びどのように制度運用するのか説
明すること。【３専攻共通】

要望意見

【教員組織等】

４． 専任教員について、大学等の職務に従事する週当たりの平均
日数が５日にもかかわらず、月額基本給が０や少額である教員
がいるが、当該教員の専任教員としての役割・責任が担保され
ていることを説明すること。【３専攻共通】

要望意見

【名称、その他】

５． 学位に付記する専攻分野の名称及び学位の英訳名称につい
て、説明すること。また、学位プログラムごとに修了要件が異な
るが、学位プログラムによって違う学位名称とするのか、同じ学
位名称とするのかについて大学としての考え方を明らかにする
こと。【３専攻共通】

改善意見

６． 専攻・教育プログラムごとにアドミッション・ポリシーが定められ
ているが、入試の前段階からどのようなプロセスで学生が自身
の希望や適性に合った教育プログラムを選択するのか、またそ
れぞれのアドミッション・ポリシーに沿った入試が適切に行われ
ているのか不明確であるため、説明すること。また、入学後、教
育プログラムの変更は可能なのか、学生の適性に応じて教育
プログラムごとにどのように履修指導を行うのかについても明
らかにすること。【３専攻共通】

改善意見

平成３０年度開設予定大学等　審査意見（第一次）

審査意見（第一次）
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区分 大学・学部等名

国立
横浜国立大学
大学院

【大学等の設置の趣旨・必要性】

　理工学府
　　数物・電子情報
　　系理工学専攻
　　（M・D）

特になし。

【教育課程等】

１． モジュールマネージャについて、どのような立場の人がいつの
段階から指導を行うのか、指導教員との役割分担も含めて指
導内容等を具体的に説明すること。【３専攻共通】

要望意見

２． 修了要件として既定の取得単位数に加え「GPA２．０以上」を求
めているが、学生の多様な履修を妨げる可能性もあるため、修
了要件に含めている意図及びどのように制度運用するのか説
明すること。【３専攻共通】

要望意見

【教員組織等】

３． 専任教員について、大学等の職務に従事する週当たりの平均
日数が５日にもかかわらず、月額基本給が０や少額である教員
がいるが、当該教員の専任教員としての役割・責任が担保され
ていることを説明すること。【３専攻共通】

要望意見

【名称、その他】

４． 学位に付記する専攻分野の名称及び学位の英訳名称につい
て、説明すること。また、学位プログラムごとに修了要件が異な
るが、学位プログラムによって違う学位名称とするのか、同じ学
位名称とするのかについて大学としての考え方を明らかにする
こと。【３専攻共通】

改善意見

５． 専攻・教育プログラムごとにアドミッション・ポリシーが定められ
ているが、入試の前段階からどのようなプロセスで学生が自身
の希望や適性に合った教育プログラムを選択するのか、またそ
れぞれのアドミッション・ポリシーに沿った入試が適切に行われ
ているのか不明確であるため、説明すること。また、入学後、教
育プログラムの変更は可能なのか、学生の適性に応じて教育
プログラムごとにどのように履修指導を行うのかについても明
らかにすること。【３専攻共通】

改善意見

平成３０年度開設予定大学等　審査意見（第一次）

審査意見（第一次）
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区分 大学・研究科等名

国立 静岡大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　光医工学研究科
　　光医工学共同
専攻（D）

特になし。

【教育課程等】
１． 共同専攻であるということを踏まえて、研究指導における両大

学の協力や両大学の学生同士の交流が期待されることから、
連携体制について充実すること。

改善意見

２． オムニバス形式の授業科目が多くなっているが、体系的な教育
課程となっているかという観点で、オムニバス形式の科目の位
置付けを説明すること。

要望意見

【教員組織等】
特になし。

【名称、その他】
３． 学位名称について、和文名称が光医工学であることから、英文

名称についても、Medical Photonics Engineeringという名称が
想定されると考えるが、Medical Photonicsとすることが適切で
あるということをより説明することが望ましい。

その他意見

４． 浜松に設置することの背景に示されている光産業創成大学院
大学を含めた「はままつ光研究拠点」を踏まえて、本共同専攻
との教育・研究における連携などの取組について、さらに詳細
に説明すること。

要望意見

５． 本専攻においては、浜松医科大学が定員３名、静岡大学の定
員が５名となっているが、入学者が学籍を置く大学をどのように
決定する予定なのか、説明すること。

要望意見

６． 管理運営において説明がなされている「光医工学共同専攻協
議会」と各大学における教授会との関係性をそれぞれの役割
や審議事項等を整理した上で説明すること。

要望意見

７． 本共同専攻と浜松医科大学大学院医学研究科を含めた各大
学の他専攻等との教育・研究上の連携体制について、他研究
科学生が本共同専攻科目を受講できるかどうかも含めて説明
すること。

要望意見

平成３０年度開設予定大学等　審査意見（第一次）

審査意見（第一次）
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区分 大学・学部等名

国立 長崎大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　多文化社会学研
究科
　　多文化社会学
専攻（Ｍ）

なし

【教育課程等】

１． 修士論文の作成については、５か国語で執筆可能としている
が、複数指導教員体制をとる中で、主指導教員と副指導教員
が共に多言語で指導することが可能かどうか不明確である。ま
た、学位審査においては、指導教員以外の教員による複数名
の審査委員による口頭試問、最終試験を実施することとしてい
るため、これらの教員が、多言語で作成された論文の質をどの
ように保証するのかについても不明確であるため、言語の数を
限定するか、実現可能な教員体制となるよう修正すること。

是正意見

２． 入学定員を10名としている中で、５つの科目群が設定されてい
るため、科目群によっては選択する学生が少なくなることも考え
られる。このため、少人数になった場合の教育効果について明
確にすること。

改善意見

３． 学問のエレメンツについては、「各方法論の概念と理論を人文
社会科学に通底する学問の土台的基礎（存在論・認識論・方法
論）に位置づけ直し、それらの概念と理論の射程と限界を批判
的に検討、再構築を図る」こととしているが、学問のエレメンツ
のⅠからⅥで設定されたテーマ（例えば、古典、哲学、宗教学）
が、上述の目的を達成するための内容として適切であることを
明確にするとともに、これらの科目がどのようにして学問のプラ
クティスに繋がっていくのか明確にすること。

改善意見

４． 長崎県という地域の特性を踏まえて、「軍縮・不拡散科目群」を
設定することは理解できるものの、本科目群が研究科の中でど
のような位置づけなのか不明であることから、研究科の目的と
本科目群の目的との関係や他の科目群の設定の考え方と本
科目群との関係を説明すること。

要望意見

５． 履修のスケジュールが過密であるが、他大学や社会人学生が
入学してくることも考えられるため、これらの学生が基礎的なこ
とを学ぶための時間をどのように確保するのか説明すること。

要望意見

６． 海外経験選択科目にいて、拠点校との連携を中心に運営する
とあるが、海外の大学（拠点校）の受入れ人数や体制を明確に
すること。

改善意見

７． 「軍縮・不拡散科目群」に対応した留学先（拠点校）がないこと
から、受入れ先の開拓を推進することが望まれるので、その対
応方針について回答すること。

要望意見

８． 「多文化社会学セミナー」について、以下の点を明確にするこ
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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（１）第４回から第２８回の授業においては、指導教員によるゼミ
ナール、ケーススタディ、キャリア教育担当教員によるキャリア
指導など、様々な授業が行われることとなっているため、本科
目の目的と内容が一致していることを説明すること。また、成績
評価の方法は、課題レポート（８０％）、各報告会・発表会での
内容が（２０％）としているが、上述のように多様な内容の授業
を行う中で、授業内容と成績評価方法が整合しているか明確に
すること。

（２）指導教員以外からの指導も行われることとなっているが、
具体的にどのような指導をどの程度行うことを計画しているの
か明確にすること。

（３）第２９回と第３０回で修士論文発表会をすることとしている
ことから、「研究指導」の科目との関係性を明確にすること。

９． 「核軍縮交渉の法と政治特講」及び「核軍縮交渉の法と政治特
定演習」のシラバスに見られるように、特講と演習の成績評価
方法や参考文献などが同じ内容になっているものが散見され
る。また、特講のシラバスでは演習との関係が記載されている
が、演習のシラバスには特講との関係が記載されていないなど
の不整合もみられるため、整合させること。

改善意見

　１０. 「軍縮・不拡散科目群」について、「核」を対象とした軍縮・不拡
散の内容であるならば、名称に「核」を含めて明確にすることが
望ましい。

要望意見

【教員組織等】

１１． 「軍縮・不拡散科目群」の専任教員は、６０歳台が２名となって
いるが、今後の教員確保の見通しについて説明すること。

要望意見

【名称、その他】

１２． 学部段階である程度の学問的な基礎がない場合、本研究科で
実施する学際的な内容を理解することは難しいと考えるが、入
学する学生はどのようなバックグラウンドを持っていることを想
定しているのか明確にすること。また、留学生については、相
当程度の日本語能力がないと理解することができないと考える
が、入試において、日本語能力の基準が示されていないため、
どの程度の日本語能力の留学生を受け入れることを考えてい
るのか明確にすること。

改善意見

１３． 留学生の就職先の見通しについて、説明すること。 要望意見

１４． 学生確保の見通しについて、「非常に興味がある」と答えた者
は１００％進学することとし、「興味がある」「多少興味がある」と
回答した者を２０％としているが、これらの割合の考え方につい
て、学部の志願状況や入学者数の状況も踏まえて説明するこ
と。

要望意見
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１５． 研究科の英語名称について、「Graduate School of Global
Humanities and Social Sciences」としているが、Global は
Humanities と Social Sciences それぞれを修飾するのか説明
すること。また、「多文化社会学」の英語名称については、例え
ば、「Humanities」が日本語にはないことなどを含め、この名称
にした考え方を説明すること。

要望意見

- 19-



区分 大学・学部等名

国立 鹿児島大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　共同獣医学
　研究科
　　獣医学専攻（D）

特になし。

【教育課程等】

１． 獣医専修コースの在り方（入試方法、カリキュラムなども含め
て）について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。

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

国立
東京農工大学大
学院

【大学等の設置の趣旨・必要性】

　農学府
　共同獣医学専攻
（Ｄ）

特になし

【教育課程等】

１． 岐阜大学大学院連合獣医学研究科として社会人の受け入れを
積極的に行っていたと思われるが、本共同獣医学専攻として社
会人の受け入れ等について、どのような方針で行うのか記載す
ること。

要望意見

２． シラバスP９４からP９８の到達目標について、「獣医師」との記
載があり、学部段階のものと思われるため、適切な記載に改め
ること。

要望意見

３． シラバスP１０５～P１１６の海外演習科目について、評価方法
がわかりにくいため、明確にすること。

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

国立 東京芸術大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　国際芸術創造研究科
　アートプロデュース専攻
（D）

特になし。

【教育課程等】

１． 養成する人材像において、「自ら新しい芸術文化のあり方を提
示する実践的人材の養成を目的とする」とされていることに照
らし、特に各「博士特別研究」の授業内容において、実践的な
ケーススタディなど、実践的な実習を一層充実させるとともに、
その旨をシラバスにも適切に反映させることが望ましい。

その他意見

【教員組織等】

特になし。

【名称、その他】

２． 実践活動の成果報告書の提出や国際学術誌への論文投稿
が、学位論文審査にどのように影響するかなど、ディプロマポリ
シーに照らした学位論文審査の基準をより明確にすること。

改善意見

３． 上野、千住の２キャンパスでの教育研究活動の展開について、
学生がアートマネジメント、キュレーション、リサーチの各領域
に分属され、主任指導教員による指導が主体となることから両
キャンパス間の移動はほとんど要しないとされる一方で、各領
域の学生が同一専攻に属することで、密な関係の中で分野横
断的な実践・研究が展開されることが期待されるということにつ
いて、学生にとっての分野横断的な実践・研究の充実の観点
から、２キャンパスでの教育研究活動展開の適切性について
説明すること。

要望意見

４． 企業へのアンケート調査に基づく博士後期課程における人材
養成への期待や、欧米の美術館等における博士人材の要請に
ついて記載があるが、想定される就職先等の出口における博
士の学位の人材需要について、例えば、国内外の実績等のよ
り具体的な事例を示すなどして説明すること。

要望意見
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区分 大学・学部等名

国立 横浜国立大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

環境情報学府
人工環境専攻（M・D）

特になし。

【教育課程等】

１． 「演習」科目の教育内容について、指導教員による各専門分野
を対象とした学修が中心となる従来のゼミのような内容にとど
まっている印象を受けることから、学際的な文理融合・異分野
融合の視座を持つ人材を養成しようとしていることに照らして、
その人材養成像に繋がる教育内容について説明するとともに、
その内容を適切にシラバスに反映させること。（M・D）【3専攻共
通】

改善意見

２． 授業科目「グローバル化演習」「グローバル化特別演習」にお
いて、海外インターンシップや海外連携大学とのショートビジッ
ト等を実施することとされているが、想定される渡航先や渡航
期間、学生の費用負担等が不明確であるため、具体的な内容
及び実施方法を明確にするとともに、前期課程と後期課程では
求められる学修内容が異なることを踏まえ、両科目の学修内容
の違いを明確にし、その内容を適切にシラバス及び設置の趣
旨等を記載した書類に反映させること。（M・D）【3専攻共通】

改善意見

３． 授業科目の各「ワークショップ」及び「特別ワークショップ」につ
いて、シラバスの記載内容では、両科目の違いやⅠとⅡの違
いが不明確であるため、具体的な内容及び実施方法を明確に
するとともに、その内容を適切にシラバス及び設置の趣旨等を
記載した書類に反映させること。（M・D）【3専攻共通】

改善意見

４． 「プレレキジット科目」について、「履修を義務付ける」とされてい
るが、修了要件でないこととの整合がとれないため、修了要件
でないのであれば、指導する等の適切な記載にあらためるこ
と。（M・D）【3専攻共通】

改善意見

５． 本来、養成する人材像に対応して必要な教育内容は教育課程
に位置付ける必要があると考えられる一方で、「プレレキジット
科目」については、各専攻の教育課程に位置付けられず、修了
要件にも位置付けられないものとして設定されているが、 “必
要がある学生”に対しては履修を促すこととしていることから、
“必要がある学生”の具体像や、「プレレキジット科目」の履修に
より期待される修得する“予備知識”の具体像を明確にし、その
位置付けや具体的な内容について説明すること。（M・D）【3専
攻共通】

要望意見
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６． 「プレレキジット科目」と、履修が必要な他の授業科目の開講時
間が重なるなど、計画的な履修に支障が生じる懸念があるた
め、その対応方針について説明すること。（M・D）【3専攻共通】

要望意見

７． 入学時に定められる教育プログラムとそれに伴って授与される
学位について、途中での変更を可能としているが、変更する場
合の具体的な研究指導のプロセス及び変更に伴う科目履修の
仕方に与える影響が不明確であるため、履修モデルを示す等
して、その対応方針について説明すること。（M・D）【3専攻共
通】

要望意見

８． 人工物に関しては自然環境への配慮も重要であり、人工環境
専攻の教育課程においても自然環境に係る教育内容の充実
が望まれるが、特に工学分野の観点から、人工環境専攻と自
然環境専攻とに分離することが、人工物に関する教育内容に
やや偏りを生じさせる要因となり得ることから、人工環境専攻と
自然環境専攻を分けて専攻分野を設定していることについて、
その設定の適切性について説明すること。（M・D）【人工環境専
攻・自然環境専攻】

要望意見

９． 修了要件にGPAを活用することについて、特別な事情により計
画的な履修が困難となってしまった学生や、低年次に計画的な
履修ができずに成績が低迷した学生等に対する配慮がなされ
た仕組みが構築されているのかについて説明すること。（M・D）
【3専攻共通】

要望意見

10． 10月入学生の受入れが想定されているが、入学時期と配当年
次との関係に照らして、必要な授業科目を体系的に履修できる
ことについて、履修モデルを示すなどして説明すること。（M・D）
【3専攻共通】

要望意見

11． 社会人学生の受入れが想定されているが、入学時期と配当年
次との関係や、夜間、土曜日、日曜日に開設する授業科目の
対象に照らして、必要な授業科目を体系的に履修できることに
ついて、履修モデルを示すなどして説明すること。（M・D）【3専
攻共通】

要望意見

12． 設置の背景にFuture Earth構想を掲げつつ、学際的な文理融
合・異分野融合を求める本学府の理念に照らせば、更なる学
際的な教育課程の充実が望まれることから、こうした趣旨に合
致する他専攻、他研究科で開設する授業科目の履修を促すと
ともに履修を要件化することも検討するなど、対応方針につい
て説明すること。（M・D）【3専攻共通】

要望意見

13． 留学生の受入れも想定されているが、講義等において使用す
る言語についての説明や、入学試験の合否の判定において勘
案する語学力がどういった言語によるものなのかの説明が不
十分であるため、対応方針について説明すること。（M・D）【3専
攻共通】

要望意見
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14． 海外留学促進のため２学期６ターム制を導入していることにつ
いて、留学してもなお、必要な授業科目を体系的に履修できる
ことについて、履修モデルを示すなどして説明すること。（M・D）
【3専攻共通】

要望意見

【教員組織等】

特になし。

【名称、その他】

15． 入学者選抜において、学生の志望研究分野に関連する科目を
筆記試験として課す等しているが、こうした入学者選抜の実施
方法等と、入学時に定めることとされている学位の種類ごとの
各教育プログラムとの関係が不明確であるため、対応方針に
ついて説明すること。（M・D）【3専攻共通】

要望意見

16． 修士（環境学）及び博士（環境学）の学位の英文名称につい
て、設置の趣旨等を記載した書類において「米国では一般的」
と記載されているが、国際通用性についての説明が不十分で
あるため、国内外の他大学の事例を示すなど、その国際通用
性について説明すること。（M・D）【人工環境専攻・自然環境専
攻】

要望意見
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区分 大学・学部等名

国立 横浜国立大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

環境情報学府
自然環境専攻（M・D）

特になし。

【教育課程等】

１． 「演習」科目の教育内容について、指導教員による各専門分野
を対象とした学修が中心となる従来のゼミのような内容にとど
まっている印象を受けることから、学際的な文理融合・異分野
融合の視座を持つ人材を養成しようとしていることに照らして、
その人材養成像に繋がる教育内容について説明するとともに、
その内容を適切にシラバスに反映させること。（M・D）【3専攻共
通】

改善意見

２． 授業科目「グローバル化演習」「グローバル化特別演習」にお
いて、海外インターンシップや海外連携大学とのショートビジッ
ト等を実施することとされているが、想定される渡航先や渡航
期間、学生の費用負担等が不明確であるため、具体的な内容
及び実施方法を明確にするとともに、前期課程と後期課程では
求められる学修内容が異なることを踏まえ、両科目の学修内容
の違いを明確にし、その内容を適切にシラバス及び設置の趣
旨等を記載した書類に反映させること。（M・D）【3専攻共通】

改善意見

３． 授業科目の各「ワークショップ」及び「特別ワークショップ」につ
いて、シラバスの記載内容では、両科目の違いやⅠとⅡの違
いが不明確であるため、具体的な内容及び実施方法を明確に
するとともに、その内容を適切にシラバス及び設置の趣旨等を
記載した書類に反映させること。（M・D）【3専攻共通】

改善意見

４． 「プレレキジット科目」について、「履修を義務付ける」とされてい
るが、修了要件でないこととの整合がとれないため、修了要件
でないのであれば、指導する等の適切な記載にあらためるこ
と。（M・D）【3専攻共通】

改善意見

５． 本来、養成する人材像に対応して必要な教育内容は教育課程
に位置付ける必要があると考えられる一方で、「プレレキジット
科目」については、各専攻の教育課程に位置付けられず、修了
要件にも位置付けられないものとして設定されているが、 “必
要がある学生”に対しては履修を促すこととしていることから、
“必要がある学生”の具体像や、「プレレキジット科目」の履修に
より期待される修得する“予備知識”の具体像を明確にし、その
位置付けや具体的な内容について説明すること。（M・D）【3専
攻共通】

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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６． 「プレレキジット科目」と、履修が必要な他の授業科目の開講時
間が重なるなど、計画的な履修に支障が生じる懸念があるた
め、その対応方針について説明すること。（M・D）【3専攻共通】

要望意見

７． 入学時に定められる教育プログラムとそれに伴って授与される
学位について、途中での変更を可能としているが、変更する場
合の具体的な研究指導のプロセス及び変更に伴う科目履修の
仕方に与える影響が不明確であるため、履修モデルを示す等
して、その対応方針について説明すること。（M・D）【3専攻共
通】

要望意見

８． 人工物に関しては自然環境への配慮も重要であり、人工環境
専攻の教育課程においても自然環境に係る教育内容の充実
が望まれるが、特に工学分野の観点から、人工環境専攻と自
然環境専攻とに分離することが、人工物に関する教育内容に
やや偏りを生じさせる要因となり得ることから、人工環境専攻と
自然環境専攻を分けて専攻分野を設定していることについて、
その設定の適切性について説明すること。（M・D）【人工環境専
攻・自然環境専攻】

要望意見

９． 修了要件にGPAを活用することについて、特別な事情により計
画的な履修が困難となってしまった学生や、低年次に計画的な
履修ができずに成績が低迷した学生等に対する配慮がなされ
た仕組みが構築されているのかについて説明すること。（M・D）
【3専攻共通】

要望意見

10． 10月入学生の受入れが想定されているが、入学時期と配当年
次との関係に照らして、必要な授業科目を体系的に履修できる
ことについて、履修モデルを示すなどして説明すること。（M・D）
【3専攻共通】

要望意見

11． 社会人学生の受入れが想定されているが、入学時期と配当年
次との関係や、夜間、土曜日、日曜日に開設する授業科目の
対象に照らして、必要な授業科目を体系的に履修できることに
ついて、履修モデルを示すなどして説明すること。（M・D）【3専
攻共通】

要望意見

12． 設置の背景にFuture Earth構想を掲げつつ、学際的な文理融
合・異分野融合を求める本学府の理念に照らせば、更なる学
際的な教育課程の充実が望まれることから、こうした趣旨に合
致する他専攻、他研究科で開設する授業科目の履修を促すと
ともに履修を要件化することも検討するなど、対応方針につい
て説明すること。（M・D）【3専攻共通】

要望意見
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13． 留学生の受入れも想定されているが、講義等において使用す
る言語についての説明や、入学試験の合否の判定において勘
案する語学力がどういった言語によるものなのかの説明が不
十分であるため、対応方針について説明すること。（M・D）【3専
攻共通】

要望意見

14． 海外留学促進のため２学期６ターム制を導入していることにつ
いて、留学してもなお、必要な授業科目を体系的に履修できる
ことについて、履修モデルを示すなどして説明すること。（M・D）
【3専攻共通】

要望意見

15． 自然環境専攻の博士後期課程の育成する人材像において、
「自然環境における安心・安全につながるイノベーションの創出
を実践」する人材を育成する旨が掲げられていることに照らし、
特に専門教育科目において、趣旨に沿ったカリキュラム内容を
一層充実させていくことが望ましい。（D）

その他意見

【教員組織等】

特になし。

【名称、その他】

16． 入学者選抜において、学生の志望研究分野に関連する科目を
筆記試験として課す等しているが、こうした入学者選抜の実施
方法等と、入学時に定めることとされている学位の種類ごとの
各教育プログラムとの関係が不明確であるため、対応方針に
ついて説明すること。（M・D）【3専攻共通】

要望意見

17． 修士（環境学）及び博士（環境学）の学位の英文名称につい
て、設置の趣旨等を記載した書類において「米国では一般的」
と記載されているが、国際通用性についての説明が不十分で
あるため、国内外の他大学の事例を示すなど、その国際通用
性について説明すること。（M・D）【人工環境専攻・自然環境専
攻】

要望意見

- 28-



区分 大学・学部等名

国立 横浜国立大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

環境情報学府
情報環境専攻（M・D）

特になし。

【教育課程等】

１． 「演習」科目の教育内容について、指導教員による各専門分野
を対象とした学修が中心となる従来のゼミのような内容にとど
まっている印象を受けることから、学際的な文理融合・異分野
融合の視座を持つ人材を養成しようとしていることに照らして、
その人材養成像に繋がる教育内容について説明するとともに、
その内容を適切にシラバスに反映させること。（M・D）【3専攻共
通】

改善意見

２． 授業科目「グローバル化演習」「グローバル化特別演習」にお
いて、海外インターンシップや海外連携大学とのショートビジッ
ト等を実施することとされているが、想定される渡航先や渡航
期間、学生の費用負担等が不明確であるため、具体的な内容
及び実施方法を明確にするとともに、前期課程と後期課程では
求められる学修内容が異なることを踏まえ、両科目の学修内容
の違いを明確にし、その内容を適切にシラバス及び設置の趣
旨等を記載した書類に反映させること。（M・D）【3専攻共通】

改善意見

３． 授業科目の各「ワークショップ」及び「特別ワークショップ」につ
いて、シラバスの記載内容では、両科目の違いやⅠとⅡの違
いが不明確であるため、具体的な内容及び実施方法を明確に
するとともに、その内容を適切にシラバス及び設置の趣旨等を
記載した書類に反映させること。（M・D）【3専攻共通】

改善意見

４． 情報環境専攻の博士前期課程の数理科学プログラムにおいて
は、「現代科学に精通し、数理的なデータ解析に関する知識と
技能を修得」した者に学位を授与するとされているが、数理科
学プログラムで設定されている授業科目に、データ解析に関す
る内容が欠けており、純粋数学に偏っていると考えられること
から、養成する人材像と教育課程の整合を図る観点から、数理
科学プログラムに係る養成する人材像等の説明内容を適切に
あらためること。（M）

改善意見

５． 「プレレキジット科目」について、「履修を義務付ける」とされてい
るが、修了要件でないこととの整合がとれないため、修了要件
でないのであれば、指導する等の適切な記載にあらためるこ
と。（M・D）【3専攻共通】

改善意見
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６． 本来、養成する人材像に対応して必要な教育内容は教育課程
に位置付ける必要があると考えられる一方で、「プレレキジット
科目」については、各専攻の教育課程に位置付けられず、修了
要件にも位置付けられないものとして設定されているが、 “必
要がある学生”に対しては履修を促すこととしていることから、
“必要がある学生”の具体像や、「プレレキジット科目」の履修に
より期待される修得する“予備知識”の具体像を明確にし、その
位置付けや具体的な内容について説明すること。（M・D）【3専
攻共通】

要望意見

７． 「プレレキジット科目」と、履修が必要な他の授業科目の開講時
間が重なるなど、計画的な履修に支障が生じる懸念があるた
め、その対応方針について説明すること。（M・D）【3専攻共通】

要望意見

８． 入学時に定められる教育プログラムとそれに伴って授与される
学位について、途中での変更を可能としているが、変更する場
合の具体的な研究指導のプロセス及び変更に伴う科目履修の
仕方に与える影響が不明確であるため、履修モデルを示す等
して、その対応方針について説明すること。（M・D）【3専攻共
通】

要望意見

９． 修了要件にGPAを活用することについて、特別な事情により計
画的な履修が困難となってしまった学生や、低年次に計画的な
履修ができずに成績が低迷した学生等に対する配慮がなされ
た仕組みが構築されているのかについて説明すること。（M・D）
【3専攻共通】

要望意見

10． 10月入学生の受入れが想定されているが、入学時期と配当年
次との関係に照らして、必要な授業科目を体系的に履修できる
ことについて、履修モデルを示すなどして説明すること。（M・D）
【3専攻共通】

要望意見

11． 社会人学生の受入れが想定されているが、入学時期と配当年
次との関係や、夜間、土曜日、日曜日に開設する授業科目の
対象に照らして、必要な授業科目を体系的に履修できることに
ついて、履修モデルを示すなどして説明すること。（M・D）【3専
攻共通】

要望意見

12． 設置の背景にFuture Earth構想を掲げつつ、学際的な文理融
合・異分野融合を求める本学府の理念に照らせば、更なる学
際的な教育課程の充実が望まれることから、こうした趣旨に合
致する他専攻、他研究科で開設する授業科目の履修を促すと
ともに履修を要件化することも検討するなど、対応方針につい
て説明すること。（M・D）【3専攻共通】

要望意見

- 30-



13． 留学生の受入れも想定されているが、講義等において使用す
る言語についての説明や、入学試験の合否の判定において勘
案する語学力がどういった言語によるものなのかの説明が不
十分であるため、対応方針について説明すること。（M・D）【3専
攻共通】

要望意見

14． 海外留学促進のため２学期６ターム制を導入していることにつ
いて、留学してもなお、必要な授業科目を体系的に履修できる
ことについて、履修モデルを示すなどして説明すること。（M・D）
【3専攻共通】

要望意見

【教員組織等】

特になし。

【名称、その他】

15． 入学者選抜において、学生の志望研究分野に関連する科目を
筆記試験として課す等しているが、こうした入学者選抜の実施
方法等と、入学時に定めることとされている学位の種類ごとの
各教育プログラムとの関係が不明確であるため、対応方針に
ついて説明すること。（M・D）【3専攻共通】

要望意見
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区分 大学・学部等名

国立 山梨大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　医工農学総合
　教育部
　　統合応用生命
　　科学専攻（D）

１． 総合応用生命科学専攻の教育の主体は医学、工学、農学のう
ちどれなのか、本専攻の位置づけを明確にするとともに、設置
の目的、必要性を明確にすること。

要望意見

２． 総合応用生命科学専攻と他専攻（修士課程含む）との関係性
を明確にすること。

改善意見

３． 生命医科学コースについて、医科学専攻との関係性を明確に
説明するとともに、養成する人材像や教員組織を明確にするこ
と。

改善意見

４． 医工農学総合教育部の定員について、改組前よりも減少する
理由を説明すること。

要望意見

【教育課程等】

５． 論文審査について、担当教員の構成、人数等がわからないた
め、論文審査の方法について明確にすること。

要望意見

６． 学位（医工学）を授与するのであれば、生命工学コースの専門
科目の充実すること。

改善意見

【教員組織等】

７． 資料14において、職位欄に理事と記載されている教員につい
て、教員としての職位を明確に記載すること。

改善意見

【名称、その他】

８． 生命医科学コース、生命工学コースの学位名称（英語表記含
む）について、教育内容に合わせた名称への変更を検討するこ
と

改善意見
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区分 大学・研究科等名

国立
浜松医科大学大学
院

【大学等の設置の趣旨・必要性】

　医学系研究科
　　光医工学共同
専攻（D）

特になし。

【教育課程等】
１． 共同専攻であるということを踏まえて、研究指導における両大

学の協力や両大学の学生同士の交流が期待されることから、
連携体制について充実すること。

改善意見

２． オムニバス形式の授業科目が多くなっているが、体系的な教育
課程となっているかという観点で、オムニバス形式の科目の位
置付けを説明すること。

要望意見

【教員組織等】
特になし。

【名称、その他】
３． 学位名称について、和文名称が光医工学であることから、英文

名称についても、Medical Photonics Engineeringという名称が
想定されると考えるが、Medical Photonicsとすることが適切で
あるということをより説明することが望ましい。

その他意見

４． 浜松に設置することの背景に示されている光産業創成大学院
大学を含めた「はままつ光研究拠点」を踏まえて、本共同専攻
との教育・研究における連携などの取組について、さらに詳細
に説明すること。

要望意見

５． 本専攻においては、浜松医科大学が定員３名、静岡大学の定
員が５名となっているが、入学者が学籍を置く大学をどのように
決定する予定なのか、説明すること。

要望意見

６． 管理運営において説明がなされている「光医工学共同専攻協
議会」と各大学における教授会との関係性をそれぞれの役割
や審議事項等を整理した上で説明すること。

要望意見

７． 本共同専攻と浜松医科大学大学院医学研究科を含めた各大
学の他専攻等との教育・研究上の連携体制について、他研究
科学生が本共同専攻科目を受講できるかどうかも含めて説明
すること。

要望意見
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区分 大学・研究科等名

国立 神戸大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　科学技術イノ
ベーション研究科
　　科学技術イノ
ベーション専攻（D）

１． 修士課程科学技術イノベーション専攻においては、修士（科学
技術イノベーション）のみを授与しており、さらに、既存研究科
の他博士課程において博士（工学）が授与されていることなど
も踏まえ、本専攻において、博士（科学技術イノベーション）に
限らず、博士（工学）、博士（生命科学）を授与する必要性を明
確にすること。

改善意見

２． 本専攻の設置趣旨を踏まえ、企業家精神（アントレプレナー
シップ）を兼ね備えた理系人材を養成し教育するのであれば、
既に設置されている修士課程や専門職学位課程での対応もあ
り得ると考えるが、博士課程（後期課程）を設置する必要があ
るのかについて、さらに詳細に説明すること。併せて、本専攻
における研究者養成の見通しについて説明すること。

改善意見

３． 教育課程やディプロマポリシーなども踏まえて、本専攻と他専
攻との違いをよりわかりやすく説明すること。

要望意見

【教育課程等】

４． 「バイオ・環境」、「先端IT」、「先端医療学」に係る教育内容の説
明がやや不足しているため、実態を踏まえ、さらに詳細に説明
すること。

改善意見

５． 教育研究の柱となる分野としてアントレプレナーシップ講座が
独立しているが、本専攻の趣旨や教育課程を踏まえると、アン
トレプレナーシップ講座は他３講座に横断して教育・研究を実
施するものと思われるため、アントレプレナーシップ講座と他講
座の教育・研究上の関係をより明確にすること。また、本講座
に係る学位を授与する予定なのであれば、本講座に係る履修
モデル（教育課程や博士論文）について、さらに詳細に説明す
ること。

改善意見

６． 「研究倫理」についてどのような教育を実施する予定があるの
か説明すること。

要望意見

７． 学位の種類の決定時期や決定方法が不明瞭であるため、入学
する学生に対してどのような方法で学位修得を目指すのかが
わかるように、より明確にすること。

改善意見

８． 論文審査・最終試験の方法について、アントレプレナーシップ
講座の教授又は准教授を３名以上組織するとあるが、博士（工
学）や博士（生命科学）の学位審査を行うに当たり、既存研究
科の同一学位との違いなどを踏まえて学位の質を担保するた
めに、ディプロマポリシー、カリキュラムポリシーを踏まえ、例え
ば、アントレプレナーシップ講座の担当教員が行う審査と専門
分野に関係の深い学術領域の審査や評価の観点を２段階に
することや、専門分野に関係の深い学術領域の審査教員を増
やすなどの審査方法を再度検討したうえで、審査方法を改善す
ること。

改善意見
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９． 教育研究の柱となる分野として４講座が整理されているが、そ
れぞれの講座における科学技術イノベーションに係る座学の
講義を行った上で、科学技術イノベーション研究１などの演習
科目において、各学生に対して過去から現在にかけてどのよう
な科学技術イノベーションが起こってきたのかを調査・整理させ
ることが望ましいと考えるため、教育課程や授業内容について
改善すること。

改善意見

１０． 入学時にアントレプレナーシップについての知識が必要と判断
された者には関連する修士課程開講科目の受講を指導するこ
ととなっているが、多様な入学者を想定していることもあり、学
生の履修計画を指導する際の基準や具体的な履修科目が不
明瞭であるため、基準や対応方針について明確にすること。な
お、その際には、①修士課程科学技術イノベーション専攻学
生、②　①以外の他大学・他研究科学生、③社会人、それぞれ
の入学者ごとに方針を整理するとともに、修士課程の履修科目
を開設曜日や時間割を踏まえ、履修上どのような配慮を行う予
定があるのかも併せて明確にすること。

改善意見

１１． 修士論文を作成していない学外入学者に対して、学位論文作
成能力をどのように担保するのか、特に、優れた研究成果をあ
げて、イノベーション・ストラテジーを構築できた者には、２年以
上在学すれば足りることとなっているが、その認定方法等も含
めて、明確にすること。

改善意見

【教員組織等】

１２． 本専攻の教育の質を担保するために、アントレプレナーシップ
講座教員及び実務家教員の職務内容をより明確にすること。

改善意見

１３． 学位の質保証の観点において、教員組織の編成の考え方及び
特色について、さらに詳細に説明をすること。

要望意見

１４． 論文審査において、アントレプレナーシップ講座の教授又は准
教授を３名以上組織するとあるが、各専任教員が４講座のうち
どの講座に所属するのか不明瞭であるため、各講座の専任教
員一覧を作成するとともに、アントレプレナーシップ講座に所属
する教員の専門分野も併せて説明すること。

要望意見

【名称、その他】

１５． 先端研究の素養を有する社会人や社会経験を有する修士課
程（理系）修了生を中心に受け入れることとなっており、本研究
科における研究分野が限られていることを踏まえると、他研究
分野を希望する学生に対して、どのように研究指導を実施する
のか、他研究科との連携体制も含めて説明すること。

要望意見

１６． 本専攻の専任教員が多様な専門分野であることを踏まえ、本
研究科の趣旨等を理解したうえで、指導ができるようなFDが必
要だと思われるが、具体的にどのようなFD・SDを実施する予定
であるのか、さらに詳細に説明すること。

要望意見

１７． 本専攻における企業やベンチャーキャピタルとの連携体制につ
いて説明すること。

要望意見

１８． 本専攻において、企業家精神を兼ね備えた人材を養成するに
あたり、本専攻もしくは大学全体における特許や知財に係る
コーディネーター機能について説明すること。

要望意見
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区分 大学・学部等名

国立 高知大学大学院 【教育課程等】

　総合人間自然科
　学研究科
　　教職実践高度化
　　専攻（P）

１． カリキュラム・ポリシーについて、共通科目・専門科目・実習科
目・省察科目の関連性及び各科目の関連性に基づいたカリ
キュラム全体をマネジメントする方策を明確にするとともに、「土
佐の皿鉢ゼミ」の役割及び構造、研究者教員と実務家教員の
関わり方についても明確にすること。

改善意見

２． 各実習におけるⅠ～Ⅲの内容の違いについて明確にし、高知
県の教員スタンダードと各実習の関連性が分かるよう、到達目
標に対応した評価資料及び実習の手引き等を示しながら、実
習の内容に関する記述を適切に改めること。

改善意見

３． 「特別支援教育実習」について、学部での教育実習との違いを
明確にすること。

改善意見

４． 特別支援教育コースの教育課程について、修士課程で行われ
てきた特別支援教育の内容との違いを明確にすること。

改善意見

５． 実習校の選定について、実習の内容に沿った実習校の選定が
なされる道筋について説明した上で、附属学校園が実習校とし
て選定される基準及び附属学校の実習校としての役割も併せ
て説明すること。

要望意見

６． 現職教員の実習について、入学前1年間の「自主的な実践研
究」の位置づけや中身を詳細に説明するとともに、入学後も含
めて教育委員会及び現職教員の現任校がどのような形で実習
に関わるか整理して明確にすること。

要望意見

７． 「研究成果報告」が「教育実践研究Ⅰ～Ⅲ」の学修成果を総括
する科目であることを踏まえ、その内容について、明確化・充実
が望まれるので、対応方針（内容・考え方）について説明するこ
と。

要望意見

８． 「道徳教育の理論と実践」について、学部新卒学生と現職教員
学生の到達目標が大きく異なる中での学び合いの考え方につ
いて明確化が望まれるので、学び合いの質を担保する方策を
説明するとともに、シラバスについて内容を再度検討すること。

要望意見
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９． 理科以外の教科について、各授業の中で教科の専門性の向上
をどのように担保していくか説明すること。

要望意見

【名称、その他】

１０． 教育実践高度化コースと学校教育運営コースの名称につい
て、各コースの特徴が分かるよう適切に改めること。

改善意見

１１． 学位授与の方針及び学部新卒学生の入学者選抜の方法が不
明確であるため、詳細に説明すること。

要望意見
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区分 大学・学部等名

国立 長崎大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

特になし。

【教育課程等】
１． 授業科目として「グローバルヘルス特別研究」を１２単位科目と

して開設しているが、シラバスにおいては、具体的な内容が記
載されておらず、１２単位分の内容としてどのようなことをする
のか不明確であるため明確にすること。また「グローバルヘル
ス研究演習」の成績評価方法については、シラバスにおいて、
「授業への積極的な取り組み」及び「質疑応答」により評価をす
るとなっているが、具体的な評価内容が不明確であるため明確
にすること。

改善意見

２． 本専攻に入学してくる学生は、本研究科の博士（前期）課程を
修了した者を想定しているが、博士（前期）課程では、「熱帯医
学コース」、「国際健康開発コース」、「ヘルスイノベーションコー
ス」のいずれかのコースを選択することとなっているため、学生
によって専門分野が異なってくる。一方、博士（後期）課程にお
いては、グローバルヘルス全体を俯瞰することのできる人材を
育成することとしていることから、博士（前期）課程で履修しな
かったコースの内容についても学ぶことが必要になってくると考
えられる。このため、博士（前期）課程の科目の履修のほか、本
学のディプロマポリシーに記載されている人材の育成に必要と
なる知識等について、博士（後期）課程の中でどのようにフォ
ローするのか明確にすること。

改善意見

３． 「合否判定・修了要件」では、主査・副主査が、博士論文の最終
審査と口頭試問による最終試験を実施することになっており、
また、ＡＣ学務委員会においても審査を行うこととしていること
から、これらの審査や試験の時期、再試験の時期等を明確に
すること。また、併せて、修了までの具体的なスケジュールにつ
いて、学内の審査組織等の設置時期も含めて明確にすること。

改善意見

４． 研究計画については、設置の趣旨を記載した書類ｐ２５におい
て、「１年次最終クォーターにＡＣ学務委員会による審査を受け
る」こととなっているが、一方、ｐ２６の博士研究資格審査の説
明においては、１年次最終クォーターにおいて、研究計画の適
切性と厳密性について研究指導チームによる審査を受けること
及びＡＣ学務委員会が研究計画審査委員会を定め、本委員会
が審査を行い、ＡＣ学務委員会は、必要に応じて学生に対して
研究計画の変更を勧告することとしており、記載の整合が取れ
ていない。このため、記載を整合させるとともに、博士研究資格
審査におけるＡＣ学務委員会の役割を明確にすること。

改善意見
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５． 設置の趣旨を記載した書類ｐ３０の「(4)学位論文の審査体制及
び公表方法等」において、「学生は、博士論文の公開報告会に
おいて発表し、質疑に答えなければならない。主査、副査は合
同、あるいは個別に学生と面談し、博士論文とそれについての
理解及びグローバスヘルス全体についての知識を審査し、博
士（グローバルヘルス）学位を授与する資格を審査し、教授会
及びAC学務委員会に審査結果を報告する。」とあるが、ｐ２５以
降に記載されている「教育方法及び履修方法」の項にはこれら
の記載がないことから、記載するよう改善すること。

改善意見

６． 本専攻には、他大学からの学生や社会人が入学してくることも
想定されるが、これらの学生に対しては、必要に応じて本研究
科の博士（前期）課程の科目を履修させるとしているが、一方、
本専攻の教育課程は、本研究科の博士（前期）課程における
コースワーク型のカリキュラムにおいて、十分な基礎学力及び
当該領域の専門知識を習得した者に対して、エリート教育をす
ることにより、ディプロマポリシーで掲げられている人材を育成
しようとしている。このことから、他大学の学生及び社会人に対
して、どのように教育することで、ディプロマポリシーに記載され
ている人材を育成するのか具体的に示すこと。

改善意見

７． 「博士合格基準」において、しかるべき学術誌の掲載に値する
独創的な研究を遂行することが求められているが、学術誌へ
の投稿あるいは受理は義務付けられているのか回答すること。

要望意見

【教員組織等】
特になし。

【名称、その他】
８． 学生確保の見通しについて、本専攻と国際連携専攻について

は、カリキュラム等に大きな違いがない場合、多くの学生は、国
際連携専攻を選ぶことが予想される。また、大学が分析した学
生確保の見通しでは、２つの類似した専攻があるという前提と
なっていない。このため、２つの類似した専攻が同時設置され
る中で本専攻における学生確保の見通しを明確にすること。

改善意見

９． 主査・副査の決定については、設置の趣旨を記載した書類ｐ２
７では、３年次の１～２クォーターとなっているが、ｐ２８の図表
においては、３年次の３～４クォーターとなっており整合してい
ないことから改善すること。

改善意見

１０．本研究科においては、本専攻とは別に、ロンドン大学とのジョイ
ントディグリーにより設置される国際連携専攻を同時設置する
計画であるが、教育課程等については、ほとんど同じように見
えるため、本専攻と国際連携専攻の違いを回答すること。

要望意見
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区分 大学・学部等名

国立
北陸先端科学技
術大学院大学

【大学等の設置の趣旨・必要性】

　先端科学技術
　研究科
　　融合科学共同
　　専攻（M）

１． 「出口として『産業界』を重視」し、高度専門人材を養成するとの
ことだが、どのように科学を融合するのか、また学生にとってど
のような教育効果が見込まれるのかを含め、共同教育課程に
おける特徴がより明確になるよう説明すること。

要望意見

【教育課程等】

２． シラバスにおいて、授業計画の最終回に最終試験を行う旨記
載されているが、定期試験は授業時間外に別途行うべきであ
るため、修正すること。

是正意見

３． 「“科学を融合する方法論”の探求・実践による教育研究を展開
する」とあるが、学生が融合型の研究ができるような教育研究
体制となっているか不明確である。また、「修士（融合科学）」と
いう学位を出すにあたって、適切な学位論文審査体制となって
いるかも不明確であるため、これらが明確になるよう説明する
か、必要であれば教育内容や研究指導方法等を適切に改める
こと。

改善意見

４． シラバスにおいて、オフィスアワーで演習を行うとしている科目
があるが、演習とはどのようなことを行うのか、当該演習は授
業時間内に行うべきものではないのか懸念されるため、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． アドミッション・ポリシーは共同専攻を置く両大学で共通である
にもかかわらず、出願資格審査の実施方法は各大学の判断に
より個別に定めるとしており、入学者選抜方法は両大学で齟齬
が生じないよう調整及び配慮を行った上で各大学において行う
とあるが、アドミッション・ポリシーに沿った適切な出願資格審査
及び入学者選抜方法となっているか不明確であるため、どのよ
うに調整等を行うかも含め内容・方法等について具体的に説明
すること。

改善意見

６． 大学院設置基準第14条の教育方法の特例を実施するのであ
れば、実施内容について具体的に説明すること。

改善意見
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７． SD活動について説明がないため、具体的な活動内容を説明す
ること。

改善意見

８． 学位名称について、英訳名称に使用している「Philosophy」は
和訳で「学術」として用いられることが多く、「融合科学」よりも広
い概念と思われる。また、成績証明書に英語表記する際は「in
Transdisciplinary　Sciences」を併記すると説明しているが、そう
であれば最初から専攻名称と同一の名称を使用したほうがよ
いとも思われるため、大学の考え方を改めて説明すること。

要望意見
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