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区分 大学・学部等名

私立 長岡崇徳大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　看護学部
　　看護学科

１． ＜ディプロマ・ポリシーが不明＞
ディプロマ・ポリシーが不明であるため、設置の趣旨や養成す
る人材像を踏まえ、明記すること。

是正事項

２． ＜人材像、教育課程が不整合＞
養成する人材像として、基礎的な看護研究力を身に付けるとし
ているが、「看護課題研究」が選択科目とされているため、どの
科目で当該能力を身に付けさせるのか不明確である。当該能
力を身に付けさせる教育課程となっているか説明し、必要であ
れば当該科目を必修科目に改めること。

是正事項

【教育課程等】

３． ＜実習内容が不適切＞
「成人看護学実習Ⅲ」について、臨地実習として位置付けてい
るが、5日中4日が学内での準備や発表とされている。5日中1
日学外で活動することのみで臨地実習として位置付けている考
え方を説明すること。

是正事項

４． ＜書類間の不整合＞
「老年看護学実習Ⅰ」及び「老年看護学実習Ⅱ」について、実
習の時期が書類間で整合していないため、改めること。

是正事項

５． ＜実習内容が不明確＞
「個人・家族・集団・組織の支援実習」について、健康課題を明
らかにすることや個人、家族、集団、組織を対象とした支援の
実施を通し、基礎的技術の習得を目的としているが、実習方法
及び内容が地区踏査との説明のみであるため、具体的にどの
ような実習内容を取り扱うのか不明確である。具体的にどのよ
うに地区踏査を行うのかを説明するなど、実習内容について改
めて説明すること。

改善事項

【教員組織等】

特になし。

【名称、その他】

６． ＜学生の利益保護＞
保健師養成課程履修者選抜要項について、判定方法が2段階
選抜であることや選抜に用いられる科目や選抜の時期が不明
確であるため、改めて説明すること。また、入学時にこれらの内
容について学生にガイダンスを行う必要があるが、対応方針に
ついて説明すること。

改善事項

７． ＜表記等の形式的な修正・見直し＞
学則（案）について誤りと思われる箇所が散見されるので、必
要な修正を行うこと。

改善事項

平成３１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

私立 長岡崇徳大学 【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． 【全体計画審査意見１の回答について】
＜ディプロマ・ポリシーと教育課程が不一致＞
ディプロマ・ポリシーとして「豊かな人間性と高い倫理観」が示さ
れたが、この能力を担保するための多くの科目が選択科目と
なっているため、豊かな人間性と高い倫理観を有する人材が育
成されるのか不明である。このため、当該ディプロマ・ポリシー
と教育課程が整合していることを説明するか、必要に応じて教
育課程を改善すること。

改善事項

【教員組織等】

２． 【審査意見以外の変更について】
＜実習の具体的な計画が不明確＞
母性看護学実習計画について、審査意見以外の対応として実
習スケジュール表に「実習」、「学内」及び「又は地域」が追記さ
れたが、これらに関する説明や実習方法に係る十分な説明が
ないため、具体的に説明すること。なお、その他の実習の内容
についても具体的な説明になっているか再度確認し、必要に応
じて修正すること。

改善事項

【名称、その他】

特になし

平成３１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 岐阜保健大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　看護学部
　　看護学科

１． ＜設置の趣旨、人材像が不明確＞
地域社会に貢献できる看護職者を育成するために大学を設置
するとの説明だが、岐阜県をはじめとした地域の課題をどのよ
うに捉え、本学で養成する人材がどのように貢献できるのか不
明なため、明確にすること。また、これらを説明する際、設置の
趣旨・目的、養成する人材像及びポリシーが一貫性のあるもの
かどうかが確認できるよう、たとえば、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）等を作成した上
で説明すること。

是正事項

【教育課程等】

２． ＜実習の実施体制が不十分＞
臨地実習の実現可能性に疑義があるため、次の点について明
らかにすること。

是正事項

（１）専任教員の年齢構成が高齢層に偏りがみられ、更に実習
の補助等を行う助手の配置計画の説明も十分にない。実現可
能な臨地実習の計画が十分に整備されていることを改めて説
明するか、必要に応じて計画を見直すこと。

（２）助手や実習施設における指導者に対する実習の質の確保
を図るための研修計画が十分でないため、研修計画を修正す
ること。

３． ＜学修時間数の設定が不適切＞
一部の授業科目については、毎回の授業の予習・復習時間を
10分程度行うようシラバスにおいて示しているが、大学設置基
準第21条に定める学修時間数が確保されていないおそれがあ
るため、シラバスの記載を適切に見直すこと。

是正事項

４． ＜実習計画に関する説明が不十分＞
一部の実習施設については、片道所要時間が１時間半以上の
遠方地となっている。これらの実習施設を選定した意図や担当
教員及び学生の移動方法の配慮等の計画を明確に説明する
こと。

改善事項

５． ＜科目の配置年次に関する説明が不十分＞
専門教育科目を学修するための基盤的知識となるに基本教育
科目で配置された「哲学」が、専門教育科目の学修と同時期（２
年次前期）に配置した意図が不明なため、その意図を明確に
説明するか、必要に応じて、配当年次を修正すること。

改善事項

６． ＜表記等の形式的な修正・見直し＞
オフィスアワーとしてシラバスに記載している時間帯について
は、授業時間と重なるものがあるため、シラバスの記載を適切
に見直すこと。

改善事項
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【教員組織等】

７． ＜専任教員が不足＞
大学設置基準に照らして、専任教員数が３名不足しているので
補充すること。

是正事項

８． ＜設置計画の一層の充実＞
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。

改善事項

【名称、その他】

９． ＜附属施設に関する説明が不十分＞
本学の特色として示されたシミュレーションセンター及び岐阜保
健大学研究センターについて、教員や学生による教育研究活
動との関わり方、役割及び管理・運営方法等が不明なため、明
確に説明すること。

改善事項

１０． ＜入学者選抜に関する説明が不十分＞
アドミッション・ポリシーに「３．豊かな感性を備え、コミュニケー
ションを通じて他者と関係を育むことをいとわない人」を掲げて
いるが、入学者選抜の中でどのような評価方法により当該能力
の確認を行うのか不明なため、明確に説明するか、必要に応じ
て入学者選抜方法等を修正すること。

改善事項
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区分 大学・学部等名

私立 岐阜保健大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　看護学部
　　看護学科

１． 【全体計画審査意見１への対応について】
＜教育課程への地域性の反映が不明確＞
大学の所在する岐阜県の地域性についての説明が追加された
ものの、当該地域性について、例えば、地域包括ケアについて
学習することについての説明があるが岐阜県の地域特性をど
う活用するのかなど、具体的にどのように当該教育課程に反映
するのかの観点については依然として不明確である。岐阜県
の地域特性を教育課程の特色とするのであれば、ディプロマ・
ポリシーやカリキュラム・ポリシー、養成する能力と人材像を改
めて整理し、当該観点を盛り込むとともに、教育課程において
どのように具体化していくのか明確にすること。

是正事項

【教育課程等】

特になし。

【教員組織等】

２． 【全体計画審査意見８への対応について】
＜教員組織の将来構想が不明確＞
27名配置する計画の専任教員のうち、平成34年度末に９名が
退職する予定であり、設置計画と同数の専任教員を維持する
旨の説明があるが、どのような方針のもと、どのような方策によ
り必要な教員数を確保していくのかについて、年度ごとの教員
の補充計画や、補充後の教員と担当授業科目の関係性も示し
て具体的に説明すること。

改善事項

【名称、その他】

３． 【全体計画審査意見９への対応について】
＜附属施設の活用方策が不明確＞
シミュレーションセンター及び岐阜保健大学研究センターにつ
いては、審査意見１への対応も踏まえ、教育課程において更な
る活用が望まれるため、具体的な方策を説明すること。

改善事項

４． 【全体計画審査意見10への対応について】
＜アドミッション・ポリシーへの対応が不明確＞
アドミッション・ポリシーに掲げる「豊かな感性」や「他者と関係を
育むことをいとわない」ことについて、ＡＯ入学試験、指定校制
推薦入学試験においては全ての入学志願者に面接試験を課
すことで当該資質を確認する旨の説明がなされている。一方
で、公募制推薦入学試験と一般入学試験に関しては、受験生
に対し、アドミッション・ポリシーとしてこれらの資質を求めること
を明示する旨の説明が追加されたが、依然としてどのようにそ
の資質を確認するのかが不明確なため、改めて具体的に説明
すること。

改善事項

審査意見（第一次）
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５． ＜学長としての役割が果たせるかが不明確＞
学校教育法において、学長の役割は「校務をつかさどり、所属
職員を統督する」とあり、大学設置基準において、学長の資格
は「人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学運営に関し識見を
有する」と定められているが、本学の学長予定者が学長として
の役割を果たせるのかが不明確であるため、法令に照らして
学長としての役割を果たせることや、資格を有していることにつ
いて明確に説明すること。

改善事項

- 6 -



区分 大学・学部等名

私立 和歌山信愛大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　教育学部
　　子ども教育学科

１． ＜人材像が不明確＞
本学が養成する人材像が不明確となっているため、次の点に
ついて明らかにすること。

是正事項

（１）本学科では、保幼小の教育を繋げる質の高い教育者・保
育者を養成するとあるが、和歌山県などの地域において、乳幼
児期から学童期までの子どもの発達や学びの連続性を踏まえ
た教育者を育成する意義、目的が十分に説明されておらず、養
成する人材がどのように貢献できるのか不明なため、明らかに
すること。

（２）２年次まで小学校教諭一種免許状、幼稚園教諭一種免許
状、保育士資格に関連する基礎科目を共通に学んだ後、「小幼
コース」及び「幼保コース」に分かれるとの説明だが、各コース
でどのような知識が修得でき、どのような人材が養成されるの
か不明なため、まず２つのコースに分ける意図を説明した上
で、修得する知識と人材像の違いを明らかにすること。

２． ＜教育研究目的の明確化＞
大学設置基準第２条では、学部、学科ごとに人材の養成に関
する目的その他教育研究上の目的を学則等に定めることが求
められているが、本学の学則（案）第１条では学部、学科ごとに
示されておらず不明確になっている。このため、学則（案）第１
条を適切に改めるか、その他の規則で定める場合には当該規
則を提出した上で明確に説明すること。

改善事項

【教育課程等】

３． ＜教育課程が不明確＞
カリキュラム・ポリシーと教育課程が整合していないと思われる
ため、次の点について明らかにすること。

是正事項

（１）修得を目指す力の１つに「広い視野」が示され、教養科目
区分の「教育者の教養」で必要な知識を修得するとの計画だ
が、ここで配置した各科目の考え方に関する説明が十分にない
ため、「広い視野」を身に付けるための教養科目が配置されて
いることを説明すること。

（２）カリキュラム・ポリシーで示された２年次における「教員とし
ての専門力育成」について、「専門力」の定義が不明なため、明
確に説明するか、必要に応じて修正すること。

平成３１年度開設予定大学等　審査意見（全体計画）
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（３）カリキュラム・ポリシーにおいて、２年次を「教員としての専
門力育成」、３年次を「教員としての実践的指導力育成」として
体系的に教育課程を編成するとの説明をしているが、基盤的な
知識となる専門領域の科目（「理科」、「家庭」、「初等英語」）を
学ぶ前に、実践的な指導力を学ぶための科目（「初等教科教育
法（理科）」、「初等教科教育法（家庭）」、「初等教科教育法（英
語）」）を学修することになっている。このため、これら科目の配
当年次の考え方を明確に説明するか、必要に応じては配当年
次を見直すこと。

（４）「発達心理学」（１年次前期）は、各発達段階における基礎
理論的な内容を十分に学ばずに、教育現場で生じるいじめ、不
登校等の臨床心理学に関する発展的な内容までを学修する授
業計画となっている。このため、１年次は「教員としての基礎力
育成」を行うとしたカリキュラム・ポリシーに対応した授業計画に
修正するとともに、いじめ、不登校等の臨床心理学に関する発
展的な内容は適切な配当年次で学修できるよう教育課程を改
めること。

（５）「教育心理学」（１年次後期）について、１年次は「教員とし
ての基礎力育成」を行うこととするカリキュラム・ポリシーに対応
した内容の授業計画となっているか不明なため、シラバスも提
出して、明確に説明すること。

（６）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料６その１「教育課
程概念図」はカリキュラム・ポリシーとの関係性が明記されてお
らず、矢印の意図も不明など全般的に体系性が確認できる図
となっていない。このため、「教育課程概念図」の中で全ての科
目を明示し、カリキュラム・ポリシーと教育課程の対応関係、科
目間の繋がりとその教育効果及びディプロマ・ポリシーとの関
係性を記載し、体系的な教育課程であることが明確に確認でき
るよう適切に修正すること。

４． ＜実習の実施体制が不十分＞
実習に関する十分な説明がないため、実現可能性に疑義があ
る。このため、担当教員、助手、学生の配置計画が俯瞰的に確
認できる実習計画表や実習に係る大学の支援体制（実習に関
する委員会、実習不適応となった学生の相談体制等）を明確に
説明すること。

是正事項

５． ＜学生の利益保護＞
「小幼コース」及び「幼保コース」へのコース分けについては、２
年次前期までの履修状況と通算ＧＰＡを加味して決定するとの
ことだが、次の点が不明なため明らかにすること。

改善事項

（１）希望するコースに進めなかった学生に対する方策が不明
なため、対応策を明らかにすること。
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（２）成績が優秀な学生から小学校教諭一種免許状、幼稚園教
諭一種免許状及び保育士資格の３つを取得したいと希望が
あった際の対応策を、履修モデルとともに明らかにすること。

（３）高校生のニーズ等を把握するために作成した大学のパン
フレットについて、３年次以降、「小幼コース」及び「幼保コース」
の２コースに分かれて履修し、これに応じて取得できる資格が
異なることが明記されていないことから、入学を希望する学生
が誤解しないようパンフレットを修正の上、使用すること。

６． ＜学生の利益保護＞
単位制度の実質化の観点から、次の点が不明なため明らかに
すること。

改善事項

（１）本学科の教育課程には２単位の授業科目の他、１単位の
授業科目が多数配置されている。これらは同じ授業回数にもか
かわらず異なる単位数を付与する計画になっていると思われる
が、適切な単位設定なのか不明である。このため、授業形態
（講義、演習、実験・実習）の設定の考え方とともに、単位設定
の考え方を明らかにすること。

（２）年間の登録可能単位数の上限（ＣＡＰ制）を原則４９単位と
するとのことだが、４９単位の設定根拠が不明なため、明らかに
すること。

【教員組織等】

７． ＜設置計画の一層の充実＞
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。

改善事項

【名称、その他】

８． ＜事務組織の充実＞
事務職員が専任・兼任合わせて10名の計画となっているが、十
分な説明がないため、大学における事務を処理するための適
当な事務組織なのか不明となっている。このため、事務職員10
名の業務内容を明らかにした上で、適当な事務組織であること
を説明するか、必要に応じて事務職員を増員すること。

改善事項
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区分 大学・学部等名

私立 和歌山信愛大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　教育学部
　　子ども教育学科

特になし

【教育課程等】

１． 【全体計画審査意見４の回答について】
＜実習における巡回計画が不十分＞
提出された実習巡回指導計画表の内容は、巡回指導の効果
が担保されているか不明である。教育実習については、研究授
業が行われる期間に巡回指導することが望まれるなど、指導
効果についても考慮することが求められる。このため、巡回指
導の効果が担保されていることを説明するか、必要に応じて指
導計画を改めること。

改善事項

２． 【全体計画審査意見４及び８の回答について】
＜実習に係る大学の支援体制が不明確＞
教学センター内の学生支援部門の職員配置について説明され
ているが、学生支援部門では多くの事務量が想定され、支援
体制として十分かいまだ不明確である。学生支援部門の職員
数等について明らかにし、支援体制が十分であることを説明す
ること。

改善事項

３． 【全体計画審査意見５の回答について】
＜学生の利益保護＞
ＧＰＡが3.00を超える学生には、特例として４年次にコース及び
配当年次を超えた科目履修を許可するとのことだが、科目に
よっては履修人数が制限される科目もあるため、そういった場
合の対応について説明すること。

改善事項

４． 【全体計画審査意見６の回答について】
＜授業科目の概要が不明確＞
今回の回答に記載された本学科の授業形態の設定の考え方
を踏まえ、授業内容やシラバスを確認したところ、教科指導に
関する科目の授業内容が演習科目になっていたり、演習を実
施することが想定される教育心理学が講義科目になっていたり
と科目の考え方に疑義が生じている。改めて本学科の授業形
態の設定の考え方を説明するか、必要に応じて授業内容及び
授業形態を改善すること。

改善事項

審査意見（第一次）

平成３１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６の回答について】
＜学生の履修指導内容が不明確＞
今回の回答の記載において、年間登録単位数の上限を設けて
いることの説明はあるが、本学科では資格取得をはじめ学生
の多様な履修形態が想定されるため、学生に対してどのような
履修登録指導を行うのかを説明すること。

改善事項

【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
福岡国際医療福祉
大学

【大学等の設置の趣旨・必要性】

　医療学部
　　理学療法学科

１． ＜設置の趣旨、人材像、教育課程が不整合＞
本学が定める３ポリシーや大学の理念と教育研究上の目的に
ついて、本学科の設置の趣旨、人材養成像及び教育課程との
整合性が不明確であるため次の点を明確にし、必要があれば
改めること。【３学科共通】

是正事項

（１）大学としての３ポリシーの記載はあるが、与える学位、養成
する人材養成像及び社会的需要が学科ごとに違うため、学科
ごとに３ポリシーを作成することが望ましい。学科ごとに３ポリ
シーを作成するか、改めて学科ごとの養成する人材像、教育課
程、入学者に求める要件を明確にすること。その際に、ディプロ
マ・ポリシーとカリキュラム・ポリシー及びアドミッション・ポリ
シーとの関係性をカリキュラムツリーやカリキュラムマップを作
成するなどして明確に説明すること。

（２）養成する人材像として、「「生命の尊厳、生命の平等」の精
神を持ち」としているが、「倫理学」及び「生命倫理」が選択科目
であるため、どの科目で当該能力を身に付けさせるのか不明
確である。当該能力を身に付けさせる教育課程となっているか
説明し、必要であれば当該科目を必修科目に改めること。

（３）「卒業研究に取り組み、研究手法の基本を学修」すること
を、教育の特長として掲げているが、「卒業研究」が理学療法学
科においては一部選択科目、作業療法学科及び視能訓練学
科においてはすべて選択科目であるため、「卒業研究」の位置
づけを明確にし、必要であれば「卒業研究」を必修科目に改め
ること。

（４）「チーム医療・チームケア」を教育の特長として掲げ、「関連
職種連携教育」を1年次から段階的に実施すると説明している
が、「関連職種連携教育」とはどのような科目構成、教育体系
で実施されるのか具体的な科目を明示し、それぞれにおいてど
のような能力が身につくかを明確にすること。

（５）履修モデルが示されているが、本学の定める人材養成像と
の関係性が不明確であるため、どの様な考え方で履修モデル
を設定しているのかを人材養成像に照らし合わせて説明するこ
と。その際に、選択科目の履修の考え方及び科目ごとの身に
付けさせる能力を明確にして説明すること。

平成３１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． ＜学生確保の見通し、卒業後の進路が不明確＞
学生確保の見通しおよび卒業後の進路（専門職の需要）につ
いて地域社会を対象にしたアンケート調査を実施し一定程度の
説明はなされているが、地域のみを分析の対象とするのではな
く、全国的な学生確保や人材需要の分析も行うこと。【３学科共
通】

改善事項

【教育課程等】

３． ＜個別科目の内容等の充実＞
「海外研修プログラムを通じた国際的な視野の養成」を教育の
特長として掲げており、海外研修先についてもほとんどがアジ
アでの研修となっている。大学を設置する理由では、「アジアに
も目を向けた医療専門職の養成を行う」とありアジアに目を向
けていることがうかがえるが、本学が国際的な視野の養成を行
うにあたってアジア諸国で研修を行う目的と、教育の目標につ
いて具体的に説明すること。
その際に、「学術交流協定提携予定機関一覧」の各機関にお
いてどの機関が海外の医療・福祉・語学機関にあたるのか明
確にすること。
また、本学が「アジアに目を向けた医療専門職の養成を行う」
のであれば、アジアにおける医療専門職関連の図書が不足し
ているため充実させること。【３学科共通】

改善事項

４． ＜実習体制に関する説明が不十分＞
学内教員が実習施設を必要に応じて訪問するとのことである
が、臨地実習の手引では問題があった場合のみ訪問するよう
に説明しているため、改めて学内教員の実習施設訪問につい
て説明すること。その際に、実習指導担当者、実習調整者及び
臨地実習指導者それぞれの役割を明確にして説明すること。
また、実習が遠隔地であることや教員によって担当科目が多い
ことから、教員負担が懸念されるため、教員の実習施設訪問ス
ケジュールと多忙な時期の一週間のスケジュールを示すこと。
【３学科共通】

是正事項

５． ＜留学生に関する説明が不十分＞
入学者選抜について、留学生特別選抜入試を若干名行うとし
ているが、日本語教育等が設けられていないことなど留学生を
受け入れる際にどのような教育体制で留学生に対して教育を
行うのか、また、どの様な受け入れ方針で受け入れるのかが不
明確であるため説明すること。
併せて、入学者選抜方法の「⑤留学生特別選抜入試」の記載
に「社会人特別入試」が抜けていると考えられるため修正する
こと。【３学科共通】

是正事項

６． ＜教育課程の充実＞
教育の質の向上を図るためには装具加工室が必要と考えられ
るが、今回専門学校から移行するにあたって、装具加工室を理
学療法学科の使用箇所から除外した理由について説明するこ
と。

改善事項
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７． ＜教育課程の充実＞
総合教育科目について、例えば下記の3科目のように、内容や
名称が適切ではないと見受けられるものがある。総合教育科
目の位置付けも踏まえ、大学教育としての水準を維持するとい
う観点から、必要に応じて科目名称と内容を整合するよう改め
ること。
・「コンピューターの基礎」においては、アプリケーションの使用
などコンピュータの基本的な操作方法を学習する内容となって
おり、卒業要件単位には含めずリメディアル教育として実施す
べきではないか。
・「健康科学実践」は実際にスポーツを行う科目であるが、講義
内容において科学の実践に該当する内容が見受けられない。
・「経済学」については、時事問題について学習するにとどま
り、大学教育の水準に達していないのではないかとの懸念があ
る。
・「文学（リテラシー入門）」については、授業内容として本来別
のものである文学とリテラシーを同列に扱っているので、講義
名称を改めるべきではないか。

改善事項

【教員組織等】

８． ＜教員の業務負担の見直し＞
学科長が受け持つ科目が多く、学科長の職責を果たすうえで
業務過多になり適切に学科を管理できるかについて不明確で
あるため学科長としての業務内容と受け持つ科目をスケジュー
ル等で示すことで説明すること。【３学科共通】

改善事項

９． ＜設置計画の一層の充実＞
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。

改善事項

【名称、その他】

１０． ＜標記等の形式的な修正・見直し＞
学則には学部長・学科長会議と記載があり、設置の趣旨を記
載した書類には学科長会議と記載があるため、それぞれの会
議の位置づけについて説明すること。記載の不備であれば修
正すること。【３学科共通】

改善事項

１１． ＜ＦＤ委員会の定義や説明内容が不明確＞
ＦＤ委員会の構成員やどのような位置づけなのかが不明確で
あるため委員会の規約などで説明すること。【３学科共通】

改善事項
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区分 大学・学部等名

私立
福岡国際医療福祉
大学

【大学等の設置の趣旨・必要性】

　医療学部
　　作業療法学科

１． ＜設置の趣旨、人材像、教育課程が不整合＞
本学が定める３ポリシーや大学の理念と教育研究上の目的に
ついて、本学科の設置の趣旨、人材養成像及び教育課程との
整合性が不明確であるため次の点を明確にし、必要があれば
改めること。【３学科共通】

是正事項

（１）大学としての３ポリシーの記載はあるが、与える学位、養成
する人材養成像及び社会的需要が学科ごとに違うため、学科
ごとに３ポリシーを作成することが望ましい。学科ごとに３ポリ
シーを作成するか、改めて学科ごとの養成する人材像、教育課
程、入学者に求める要件を明確にすること。その際に、ディプロ
マ・ポリシーとカリキュラム・ポリシー及びアドミッション・ポリ
シーとの関係性をカリキュラムツリーやカリキュラムマップを作
成するなどして明確に説明すること。

（２）養成する人材像として、「「生命の尊厳、生命の平等」の精
神を持ち」としているが、「倫理学」及び「生命倫理」が選択科目
であるため、どの科目で当該能力を身に付けさせるのか不明
確である。当該能力を身に付けさせる教育課程となっているか
説明し、必要であれば当該科目を必修科目に改めること。

（３）「卒業研究に取り組み、研究手法の基本を学修」すること
を、教育の特長として掲げているが、「卒業研究」が理学療法学
科においては一部選択科目、作業療法学科及び視能訓練学
科においてはすべて選択科目であるため、「卒業研究」の位置
づけを明確にし、必要であれば「卒業研究」を必修科目に改め
ること。

（４）「チーム医療・チームケア」を教育の特長として掲げ、「関連
職種連携教育」を1年次から段階的に実施すると説明している
が、「関連職種連携教育」とはどのような科目構成、教育体系
で実施されるのか具体的な科目を明示し、それぞれにおいてど
のような能力が身につくかを明確にすること。

（５）履修モデルが示されているが、本学の定める人材養成像と
の関係性が不明確であるため、どの様な考え方で履修モデル
を設定しているのかを人材養成像に照らし合わせて説明するこ
と。その際に、選択科目の履修の考え方及び科目ごとの身に
付けさせる能力を明確にして説明すること。

平成３１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． ＜学生確保の見通し、卒業後の進路が不明確＞
学生確保の見通しおよび卒業後の進路（専門職の需要）につ
いて地域社会を対象にしたアンケート調査を実施し一定程度の
説明はなされているが、地域のみを分析の対象とするのではな
く、全国的な学生確保や人材需要の分析も行うこと。【３学科共
通】

改善事項

【教育課程等】

３． ＜個別科目の内容等の充実＞
「海外研修プログラムを通じた国際的な視野の養成」を教育の
特長として掲げており、海外研修先についてもほとんどがアジ
アでの研修となっている。大学を設置する理由では、「アジアに
も目を向けた医療専門職の養成を行う」とありアジアに目を向
けていることがうかがえるが、本学が国際的な視野の養成を行
うにあたってアジア諸国で研修を行う目的と、教育の目標につ
いて具体的に説明すること。
その際に、「学術交流協定提携予定機関一覧」の各機関にお
いてどの機関が海外の医療・福祉・語学機関にあたるのか明
確にすること。
また、本学が「アジアに目を向けた医療専門職の養成を行う」
のであれば、アジアにおける医療専門職関連の図書が不足し
ているため充実させること。【３学科共通】

改善事項

４． ＜実習体制に関する説明が不十分＞
学内教員が実習施設を必要に応じて訪問するとのことである
が、臨地実習の手引では問題があった場合のみ訪問するよう
に説明しているため、改めて学内教員の実習施設訪問につい
て説明すること。その際に、実習指導担当者、実習調整者及び
臨地実習指導者それぞれの役割を明確にして説明すること。
また、実習が遠隔地であることや教員によって担当科目が多い
ことから、教員負担が懸念されるため、教員の実習施設訪問ス
ケジュールと多忙な時期の一週間のスケジュールを示すこと。
【３学科共通】

是正事項

５． ＜留学生に関する説明が不十分＞
入学者選抜について、留学生特別選抜入試を若干名行うとし
ているが、日本語教育等が設けられていないことなど留学生を
受け入れる際にどのような教育体制で留学生に対して教育を
行うのか、また、どの様な受け入れ方針で受け入れるのかが不
明確であるため説明すること。
併せて、入学者選抜方法の「⑤留学生特別選抜入試」の記載
に「社会人特別入試」が抜けていると考えられるため修正する
こと。【３学科共通】

是正事項
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６． ＜教育課程の充実＞
総合教育科目について、例えば下記の3科目のように、内容や
名称が適切ではないと見受けられるものがある。総合教育科
目の位置付けも踏まえ、大学教育としての水準を維持するとい
う観点から、必要に応じて科目名称と内容を整合するよう改め
ること。
・「コンピューターの基礎」においては、アプリケーションの使用
などコンピュータの基本的な操作方法を学習する内容となって
おり、卒業要件単位には含めずリメディアル教育として実施す
べきではないか。
・「健康科学実践」は実際にスポーツを行う科目であるが、講義
内容において科学の実践に該当する内容が見受けられないの
ではないか。
・「経済学」については、時事問題について学習するにとどま
り、大学教育の水準に達していないのではないかとの懸念があ
る。
・「文学（リテラシー入門）」については、授業内容として本来別
のものである文学とリテラシーを同列に扱っているので、講義
名称を改めるべきではないか。

改善事項

【教員組織等】

７． ＜教員の業務負担の見直し＞
学科長が受け持つ科目が多く、学科長の職責を果たすうえで
業務過多になり適切に学科を管理できるかについて不明確で
あるため学科長としての業務内容と受け持つ科目をスケジュー
ル等で示すことで説明すること。【３学科共通】

改善事項

８． ＜設置計画の一層の充実＞
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。

改善事項

【名称、その他】

９． ＜標記等の形式的な修正・見直し＞
学則には学部長・学科長会議と記載があり、設置の趣旨を記
載した書類には学科長会議と記載があるため、それぞれの会
議の位置づけについて説明すること。記載の不備であれば修
正すること。【３学科共通】

改善事項

１０． ＜ＦＤ委員会の定義や説明内容が不明確＞
ＦＤ委員会の構成員やどのような位置づけなのかが不明確で
あるため委員会の規約などで説明すること。【３学科共通】

改善事項
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区分 大学・学部等名

私立
福岡国際医療福祉
大学

【大学等の設置の趣旨・必要性】

　医療学部
　　視能訓練学科

１． ＜設置の趣旨、人材像、教育課程が不整合＞
本学が定める３ポリシーや大学の理念と教育研究上の目的に
ついて、本学科の設置の趣旨、人材養成像及び教育課程との
整合性が不明確であるため次の点を明確にし、必要があれば
改めること。【３学科共通】

是正事項

（１）大学としての３ポリシーの記載はあるが、与える学位、養成
する人材養成像及び社会的需要が学科ごとに違うため、学科
ごとに３ポリシーを作成することが望ましい。学科ごとに３ポリ
シーを作成するか、改めて学科ごとの養成する人材像、教育課
程、入学者に求める要件を明確にすること。その際に、ディプロ
マ・ポリシーとカリキュラム・ポリシー及びアドミッション・ポリ
シーとの関係性をカリキュラムツリーやカリキュラムマップを作
成するなどして明確に説明すること。

（２）養成する人材像として、「「生命の尊厳、生命の平等」の精
神を持ち」としているが、「倫理学」及び「生命倫理」が選択科目
であるため、どの科目で当該能力を身に付けさせるのか不明
確である。当該能力を身に付けさせる教育課程となっているか
説明し、必要であれば当該科目を必修科目に改めること。

（３）「卒業研究に取り組み、研究手法の基本を学修」すること
を、教育の特長として掲げているが、「卒業研究」が理学療法学
科においては一部選択科目、作業療法学科及び視能訓練学
科においてはすべて選択科目であるため、「卒業研究」の位置
づけを明確にし、必要であれば「卒業研究」を必修科目に改め
ること。

（４）「チーム医療・チームケア」を教育の特長として掲げ、「関連
職種連携教育」を1年次から段階的に実施すると説明している
が、「関連職種連携教育」とはどのような科目構成、教育体系
で実施されるのか具体的な科目を明示し、それぞれにおいてど
のような能力が身につくかを明確にすること。

（５）履修モデルが示されているが、本学の定める人材養成像と
の関係性が不明確であるため、どの様な考え方で履修モデル
を設定しているのかを人材養成像に照らし合わせて説明するこ
と。その際に、選択科目の履修の考え方及び科目ごとの身に
付けさせる能力を明確にして説明すること。

平成３１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． ＜人材像、履修モデルが不明確＞
履修モデル上において、「臨床的学習コース」と「学際的学習
コース」が示されているが、コースごとの定義が示されていな
い。コースワークを行うのであれば、コース選択の時期やそれ
ぞれのコースの目的等を養成する人材像に照らし合わせて示
すこと。コースワークを行わないのであれば、それぞれのコース
ごとの選択科目の履修の考え方について養成する人材像に照
らし合わせて説明すること。

是正事項

３． ＜学生確保の見通し、卒業後の進路が不明確＞
学生確保の見通しおよび卒業後の進路（専門職の需要）につ
いて地域社会を対象にしたアンケート調査を実施し一定程度の
説明はなされているが、地域のみを分析の対象とするのではな
く、全国的な学生確保や人材需要の分析も行うこと。【３学科共
通】

改善事項

４． ＜学生確保に関する説明が不十分＞
進学希望者の需要が専門学校ではなく4年制大学にあることを
設置の趣旨として説明しているが、同一法人内の専門学校の
入学者数を示すこと。

改善事項

【教育課程等】

４． ＜個別科目の内容等の充実＞
「海外研修プログラムを通じた国際的な視野の養成」を教育の
特長として掲げており、海外研修先についてもほとんどがアジ
アでの研修となっている。大学を設置する理由では、「アジアに
も目を向けた医療専門職の養成を行う」とありアジアに目を向
けていることがうかがえるが、本学が国際的な視野の養成を行
うにあたってアジア諸国で研修を行う目的と、教育の目標につ
いて具体的に説明すること。
その際に、「学術交流協定提携予定機関一覧」の各機関にお
いてどの機関が海外の医療・福祉・語学機関にあたるのか明
確にすること。
また、本学が「アジアに目を向けた医療専門職の養成を行う」
のであれば、アジアにおける医療専門職関連の図書が不足し
ているため充実させること。【３学科共通】

改善事項

５． ＜実習体制に関する説明が不十分＞
学内教員が実習施設を必要に応じて訪問するとのことである
が、臨地実習の手引では問題があった場合のみ訪問するよう
に説明しているため、改めて学内教員の実習施設訪問につい
て説明すること。その際に、実習指導担当者、実習調整者及び
臨地実習指導者それぞれの役割を明確にして説明すること。
また、実習が遠隔地であることや教員によって担当科目が多い
ことから、教員負担が懸念されるため、教員の実習施設訪問ス
ケジュールと多忙な時期の一週間のスケジュールを示すこと。
【３学科共通】

是正事項
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６． ＜留学生に関する説明が不十分＞
入学者選抜について、留学生特別選抜入試を若干名行うとし
ているが、日本語教育等が設けられていないことなど留学生を
受け入れる際にどのような教育体制で留学生に対して教育を
行うのか、また、どの様な受け入れ方針で受け入れるのかが不
明確であるため説明すること。
併せて、入学者選抜方法の「⑤留学生特別選抜入試」の記載
に「社会人特別入試」が抜けていると考えられるため修正する
こと。【３学科共通】

是正事項

７． ＜教育課程の充実＞
総合教育科目について、例えば下記の3科目のように、内容や
名称が適切ではないと見受けられるものがある。総合教育科
目の位置付けも踏まえ、大学教育としての水準を維持するとい
う観点から、必要に応じて科目名称と内容を整合するよう改め
ること。
・「コンピューターの基礎」においては、アプリケーションの使用
などコンピュータの基本的な操作方法を学習する内容となって
おり、卒業要件単位には含めずリメディアル教育として実施す
べきではないか。
・「健康科学実践」は実際にスポーツを行う科目であるが、講義
内容において科学の実践に該当する内容が見受けられないの
ではないか。
・「経済学」については、時事問題について学習するにとどま
り、大学教育の水準に達していないのではないかとの懸念があ
る。
・「文学（リテラシー入門）」については、授業内容として本来別
のものである文学とリテラシーを同列に扱っているので、講義
名称を改めるべきではないか。

改善事項

【教員組織等】

８． ＜教員の業務負担の見直し＞
学科長が受け持つ科目が多く、学科長の職責を果たすうえで
業務過多になり適切に学科を管理できるかについて不明確で
あるため学科長としての業務内容と受け持つ科目をスケジュー
ル等で示すことで説明すること。【３学科共通】

改善事項

９． ＜設置計画の一層の充実＞
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。

改善事項
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【名称、その他】

１０． ＜標記等の形式的な修正・見直し＞
学則には学部長・学科長会議と記載があり、設置の趣旨を記
載した書類には学科長会議と記載があるため、それぞれの会
議の位置づけについて説明すること。記載の不備であれば修
正すること。【３学科共通】

改善事項

１１． ＜ＦＤ委員会の定義や説明内容が不明確＞
ＦＤ委員会の構成員やどのような位置づけなのかが不明確で
あるため委員会の規約などで説明すること。【３学科共通】

改善事項
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区分 大学・学部等名

私立 福岡国際医療福祉大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

医療学部
理学療法学科

特になし。

【教育課程等】

１． 【審査意見4への対応について】
＜実習体制に関する説明が不十分＞
実習の実施体制について下記の点について不明確なため、改
めて具体的に説明すること。【３学科共通】

中核施設と位置付ける本学のグループ法人が実習先の場合、
実習の実施の多くの部分をグループ法人に任せるような記載
が見受けられ、大学として自ら実習科目を運営するのかが不
明確。特に、臨床教育者については、「実習を指導する」旨の
説明があり、臨床実習を担当する専任教員と同等の役割を担
うのであれば、科目担当教員として整理することが必要だが、
兼任教員としても挙げられていない。

是正事項

【教員組織等】

特になし。

【名称、その他】

特になし。

平成３１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 福岡国際医療福祉大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

医療学部
作業療法学科

特になし。

【教育課程等】

１． 【審査意見4への対応について】
＜実習体制に関する説明が不十分＞
実習の実施体制について下記の点について不明確なため、改
めて具体的に説明すること。【３学科共通】

中核施設と位置付ける本学のグループ法人が実習先の場合、
実習の実施の多くの部分をグループ法人に任せるような記載
が見受けられ、大学として自ら実習科目を運営するのかが不
明確。特に、臨床教育者については、「実習を指導する」旨の
説明があり、臨床実習を担当する専任教員と同等の役割を担
うのであれば、科目担当教員として整理することが必要だが、
兼任教員としても挙げられていない。

是正事項

【教員組織等】

特になし。

【名称、その他】

特になし。

平成３１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 福岡国際医療福祉大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

医療学部
視能訓練学科

特になし。

【教育課程等】

１． 【審査意見4への対応について】
＜実習体制に関する説明が不十分＞
実習の実施体制について下記の点について不明確なため、改
めて具体的に説明すること。【３学科共通】

中核施設と位置付ける本学のグループ法人が実習先の場合、
実習の実施の多くの部分をグループ法人に任せるような記載
が見受けられ、大学として自ら実習科目を運営するのかが不
明確。特に、臨床教育者については、「実習を指導する」旨の
説明があり、臨床実習を担当する専任教員と同等の役割を担
うのであれば、科目担当教員として整理することが必要だが、
兼任教員としても挙げられていない。

是正事項

【教員組織等】

特になし。

【名称、その他】

特になし。

平成３１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

公立 富山県立大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　看護学部
　 　看護学科

１． ＜指定規則との対照が不適切＞
看護師課程の指定規則との対照表において、「初期体験実習」
を統合分野に区分しているが、当該科目は学年進行の初期に
開設すべき導入的実習科目であり、専門分野の学修が進んだ
高学年において学修するべき内容を想定する統合分野に配置
することは適切ではない。どのような考え方に基づき当該科目
を統合分野に区分したのか明確にするとともに、対照表におけ
る当該科目の区分を適切に改めること。

是正事項

２． ＜設置の目的を踏まえた入学試験の運用方針が不明確＞
県外からの入学者は、県内からの入学者に比して卒業後県内
に定着する割合が低いことが想定される。設置の目的として、
地域における看護人材需要への対応を掲げていることも踏ま
えているが、必ずしもその目的が入学試験の運用方針に反映
されていない。地域の人材養成という目的を踏まえ、入学試験
をどのように実施するのか説明すること。

改善事項

３． ＜工学との教育上の連携方策が不明＞
工学分野との連携を掲げ、学部の教育の特色として同大学内
に設置されている工学部と連携する旨の説明があるが、具体
的な取組としては工学部と連携して開設する「看護ケアと工学」
等を行う旨の記述があるのみである。学部の特色強化の観点
から、工学部との連携による取組について、より具体的な説明
を行うこと。

改善事項

４． ＜海外留学研修の実施体制が不明確＞
海外留学研修について、現地における指導者や受入先施設と
の連絡調整、留学期間中の学生の活動支援や相談・連絡な
ど、具体的にどのような方策で大学教育としてふさわしい研修
内容を確保するのかが不明確なため、具体的に説明すること。

改善事項

【教育課程等】

５． ＜科目の配置が不明確＞
施設内感染予防のための学習は、看護師養成課程として非常
に重要な観点であるが、当該内容を取り扱うものと思われる
「感染と防御」「感染看護学」の２科目は選択科目になってい
る。当該能力をどのような科目でどのように身につけさせるか
について明確に説明すること。

是正事項

審査意見（第一次）
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６． ＜科目区分及び名称が不明確＞
「コミュニケーションの社会学」について、下記の点について不
明確なため、具体的に説明すること。
（１）当該科目は教養科目の「精神・身体」に区分されているが、
「言語・文化」に区分されている「コミュニケーション論Ⅰ」「コミュ
ニケーション論Ⅱ」と科目内容が近いように見受けられる。当該
科目を「精神・身体」に区分することの考え方を明確にするとと
もに、必要に応じて区分を改めること。
（２）「コミュニケーションの社会学」では、社会学より心理学的な
内容を取り扱っており、科目の名称が適当かどうか不明確であ
る。科目名称に「社会学」を冠することの考え方を説明するとと
もに、必要に応じて科目名称を改めること。

改善事項

７． ＜科目の名称設定及び説明が不十分＞
「英語１～６」については、科目名称が番号のみとなっており、
また授業科目の概要における記述も各科目間に大きな差がな
いように見受けられる。「英語１～６」の各科目間の違いが明確
となるよう、科目名称を適切に改めるか、授業科目の概要の記
述を改めること。

改善事項

８． ＜科目の体系性が不明確＞
外国語科目群は９科目が全て選択科目となっており、体系的に
学習することができるか不明確である。当該科目群について、
科目の体系性を明確にするとともに、学生にどのように履修さ
せ、どのような能力を身につけさせるのか、考え方を具体的に
説明すること。

改善事項

９． ＜科目の区分が不適切＞
専門科目のうち、基礎看護学分野に配置されている「看護教育
学」及び「看護管理学」については、当該２科目を現在の基礎
看護学分野に分類することの考え方について明確にするととも
に、必要に応じて修正すること。

改善事項

【教員組織等】

特になし。

【名称、その他】

10. ＜学生への配慮が不明確＞
１・２年生は射水キャンパス、３・４年生は富山キャンパスで教
育を行うとの説明があるが、両キャンパス間の移動に30分かか
ることも踏まえ、単位を修得できず再履修する場合や冬季な
ど、両キャンパスを移動する学生のためにどのような配慮を行
うのか、明確にすること。

改善事項
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区分 大学・学部等名

私立 いわき明星大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　健康医療科学部
　　理学療法学科

１． ＜学生確保の見通しが不明確＞
学生確保の見通しが不明確なため、下記の３つの観点により、
定員の設定が妥当であることの考え方と定員充足の見込みが
十分であることを明確にすること。

是正事項

（１）平成27年度に設置した教養学部地域教養学科が入学定
員を大きく割れていることについて十分な分析を行った上で、
新設学部の定員の設定を行う必要がある。

（２）全国及び福島県内における医療系人材の養成課程に対す
る進学需要がある旨の説明があることを踏まえ、既設の薬学
部・看護学部の状況も踏まえた分析がなされる必要がある。

（３）大学の所在する地域の将来的な人材需給の見通しについ
て十分な分析がなされているか不明確である。

【教育課程等】

２． ＜ディプロマ・ポリシーと科目配置が不整合＞
学部のディプロマ・ポリシーとして、ヒューマニズムと倫理観の
獲得を掲げており、関連する科目の多くは全学共通科目として
開設されているが、そのほとんどが選択科目となっているた
め、当該知識を身に付けることができるか不明確である。当該
知識をどのような科目で身に付けさせるのか考え方を明確にし
た上で、科目の配置、内容を見直すこと。【２学科共通】

是正事項

３． ＜学則の記載が不十分＞
学則における３年次から４年次への進級基準について「特別な
理由により臨地実習をできなかった場合を除く」との記述があ
るが、下記の点について不明確なため、説明を改めること。【２
学科共通】

是正事項

（１）申請書では、実習科目は「臨床実習」として説明があり、学
則の当該項目における「臨地実習」という記述と整合していな
いため、統一すること。

（２）「特別な理由により臨地実習をできなかった場合」としてど
のような場合を想定しているのか明確でないため、具体的に説
明すること。

４． ＜ＯＳＣＥの実施体制が不明確＞
「作業療法学評価学演習Ⅰ」等の科目について、「ＯＳＣＥの考
え方を参考に学修を行う」旨の説明があるが、当該科目等とＯ
ＳＣＥとの関連性が不明確なため、実際にＯＳＣＥを行うのか、
また、行うのであればその体制・時期等について、明確となるよ
う説明すること。【２学科共通】

改善事項

審査意見（第一次）
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５． ＜指定規則への対応が不明確＞
実習科目に関する「臨床実習における指導者の実務経験３年
以上」の記述や、画像診断学に関する科目が配置されていな
いこと、「食品の科学」「作業療法の教育と管理」「理学療法の
教育と管理」が選択科目となっているなど、平成32年度に予定
されている作業療法士・理学療法士の指定規則の改正に対応
した内容となっていないため、当該計画のままでは開設後すぐ
に教育課程の見直し等が必要になることが想定される。当該改
訂への対応についてどうのように考えているのか説明するこ
と。【２学科共通】

改善事項

６． ＜実習の運営体制が不明確＞
実習指導連携委員会については、取組内容が広範かつ大量
に及び、実習先機関の負担も大きくなることが想定されるが、
当該委員会の実施体制や開催頻度、また実習先との当該委員
会の運営についての合意の状況等、実施可能な計画となって
いるかを説明すること。【２学科共通】

改善事項

７． ＜科目の配置が不適切＞
両学科において、２年次後期に「地域包括ケアシステム実習」
を、３年前期に「チーム医療と医療安全」の科目を履修すること
となっているが、まずはチーム医療に関して必要な知識を学習
した上で、地域包括ケアの実習を行うことが適切であると思わ
れる。当該２科目について体系的な学修ができる配置となって
いるかを具体的に説明すること。【２学科共通】

改善事項

８． ＜科目の実施体制が不明確＞
今後の医療人材養成において他職種との連携が重要と考えら
れ、計画においても重要視していると見受けられるが、他職種
連携に係る学習の充実を図ることが可能と考えられるため、こ
れら他学科等と連携した教育の実施について、考え方を説明
すること。【２学科共通】

改善事項

９． ＜科目とカリキュラム・ポリシーが不整合＞
「作業療法セミナーⅠ・Ⅱ」「理学療法セミナーⅠ・Ⅱ」の各科目
の内容は「知識と技術と理論を統合」とのみ説明があるが、カリ
キュラム・ポリシーにおいては当該科目において「専門分野を
統合し、科学的思考力を修得」する旨の説明がなされており、
整合していない。当該科目がカリキュラム・ポリシーにおける記
述を踏まえたものであるか改めて説明するとともに、科目概要
の説明を適切に改めること。【２学科共通】

改善事項

10． ＜科目の配置が不十分＞
医療事故に関する基本的な知識を学ぶ科目として「リスク管理
論」が開設されているが、当該科目は選択科目となっている。
当該知識は医療人材養成における基本的知識として十分に修
得できることが望ましいと考えられるため、当該知識の修得に
ついての考え方を説明するとともに、他の科目で身に付けさせ
るのであればその旨を明確にするなど適切に改めること。【２学
科共通】

改善事項

【教員組織等】

特になし
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【名称、その他】

11． ＜入学試験区分が不明確＞
AO入学試験として、「AO入学試験」のほかに「スポーツ、専門・
総合学科特別AO入学試験」の区分を設けているが、当該区分
についてはどのような受験生を対象としているのかについて、
アドミッション・ポリシーを踏まえた上で明確となるよう説明する
こと。【２学科共通】

改善事項
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区分 大学・学部等名

私立 いわき明星大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　健康医療科学部
　　作業療法学科

１． ＜学生確保の見通しが不明確＞
学生確保の見通しが不明確なため、下記の４つの観点により、
定員の設定が妥当であることの考え方と定員充足の見込みが
十分であることを明確にすること。

是正事項

（１）平成27年度に設置した教養学部地域教養学科が入学定
員を大きく割れていることについて十分な分析を行った上で、
新設学部の定員の設定を行う必要がある。

（２）全国及び福島県内における医療系人材の養成課程に対す
る進学需要がある旨の説明があることを踏まえ、既設の薬学
部・看護学部の状況も踏まえた分析がなされる必要がある。

（３）近隣の同系学部において一部学部が定員割れの状況に
あることを踏まえた上で、定員の設定及び定員充足の見通しが
なされているか不明確である。

（４）大学の所在する地域の将来的な人材需給の見通しについ
て十分な分析がなされているか不明確である。

【教育課程等】

２． ＜ディプロマ・ポリシーと科目配置が不整合＞
学部のディプロマ・ポリシーとして、ヒューマニズムと倫理観の
獲得を掲げており、関連する科目の多くは全学共通科目として
開設されているが、そのほとんどが選択科目となっているた
め、当該知識を身に付けることができるか不明確である。当該
知識をどのような科目で身に付けさせるのか考え方を明確にし
た上で、科目の配置、内容を見直すこと。【２学科共通】

是正事項

３． ＜学則の記載が不十分＞
学則における３年次から４年次への進級基準について「特別な
理由により臨地実習をできなかった場合を除く」との記述があ
るが、下記の点について不明確なため、説明を改めること。【２
学科共通】

是正事項

（１）申請書では、実習科目は「臨床実習」として説明があり、学
則の当該項目における「臨地実習」という記述と整合していな
いため、統一すること。

（２）「特別な理由により臨地実習をできなかった場合」としてど
のような場合を想定しているのか明確でないため、具体的に説
明すること。

平成３１年度開設予定大学等　審査意見（第一次）
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４． ＜ＯＳＣＥの実施体制が不明確＞
「作業療法学評価学演習Ⅰ」等の科目について、「ＯＳＣＥの考
え方を参考に学修を行う」旨の説明があるが、当該科目等とＯ
ＳＣＥとの関連性が不明確なため、実際にＯＳＣＥを行うのか、
また、行うのであればその体制・時期等について、明確となるよ
う説明すること。【２学科共通】

改善事項

５． ＜指定規則への対応が不明確＞
実習科目に関する「臨床実習における指導者の実務経験３年
以上」の記述や、画像診断学に関する科目が配置されていな
いこと、「食品の科学」「作業療法の教育と管理」「理学療法の
教育と管理」が選択科目となっているなど、平成32年度に予定
されている作業療法士・理学療法士の指定規則の改正に対応
した内容となっていないため、当該計画のままでは開設後すぐ
に教育課程の見直し等が必要になることが想定される。当該改
訂への対応についてどうのように考えているのか説明するこ
と。【２学科共通】

改善事項

６． ＜実習の運営体制が不明確＞
実習指導連携委員会については、取組内容が広範かつ大量
に及び、実習先機関の負担も大きくなることが想定されるが、
当該委員会の実施体制や開催頻度、また実習先との当該委員
会の運営についての合意の状況等、実施可能な計画となって
いるかを説明すること。【２学科共通】

改善事項

７． ＜科目の配置が不適切＞
両学科において、２年次後期に「地域包括ケアシステム実習」
を、３年前期に「チーム医療と医療安全」の科目を履修すること
となっているが、まずはチーム医療に関して必要な知識を学習
した上で、地域包括ケアの実習を行うことが適切であると思わ
れる。当該２科目について体系的な学修ができる配置となって
いるかを具体的に説明すること。【２学科共通】

改善事項

８． ＜科目の実施体制が不明確＞
今後の医療人材養成において他職種との連携が重要と考えら
れ、計画においても重要視していると見受けられるが、他職種
連携に係る学習の充実を図ることが可能と考えられるため、こ
れら他学科等と連携した教育の実施について、考え方を説明
すること。【２学科共通】

改善事項

９． ＜科目とカリキュラム・ポリシーが不整合＞
「作業療法セミナーⅠ・Ⅱ」「理学療法セミナーⅠ・Ⅱ」の各科目
の内容は「知識と技術と理論を統合」とのみ説明があるが、カリ
キュラム・ポリシーにおいては当該科目において「専門分野を
統合し、科学的思考力を修得」する旨の説明がなされており、
整合していない。当該科目がカリキュラム・ポリシーにおける記
述を踏まえたものであるか改めて説明するとともに、科目概要
の説明を適切に改めること。【２学科共通】

改善事項
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10． ＜科目の配置が不十分＞
医療事故に関する基本的な知識を学ぶ科目として「リスク管理
論」が開設されているが、当該科目は選択科目となっている。
当該知識は医療人材養成における基本的知識として十分に修
得できることが望ましいと考えられるため、当該知識の修得に
ついての考え方を説明するとともに、他の科目で身に付けさせ
るのであればその旨を明確にするなど適切に改めること。【２学
科共通】

改善事項

【教員組織等】

特になし

【名称、その他】

11． ＜入学試験区分が不明確＞
AO入学試験として、「AO入学試験」のほかに「スポーツ、専門・
総合学科特別AO入学試験」の区分を設けているが、当該区分
についてはどのような受験生を対象としているのかについて、
アドミッション・ポリシーを踏まえた上で明確となるよう説明する
こと。【２学科共通】

改善事項
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区分 大学・学部等名

私立 高崎健康福祉大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

農学部
生物生産学科

特になし。

【教育課程等】

１． ＜農場の計画が不明瞭＞
設置の趣旨等を記載した書類において、農場は借地を用意し
温室等を設置すると記載されているが、農場に関する計画が
不明確で、運営する技術職員や専任スタッフの体制の具体的
な説明がなく、農場として備えるべき施設等が十分であるかど
うかの説明もされていないため、これらについて明確かつ具体
的に説明すること。

是正事項

２． ＜農場の借用期間が不明瞭＞
農場を借地で用意する計画が示されているが、将来にわたり
安定的に農場を利用できる根拠が不明なため、資料等を活用
して明示すること。

是正事項

３． ＜実習体制が不明瞭＞
授業科目の概要の資料において、「調理学実習」の科目につい
て、調理を行うにふさわしい実習場所が確保されているか不明
なため、実習体制を具体的に説明すること。

改善事項

４． ＜入学者選抜方法が不明瞭＞
設置の趣旨等を記載した書類において、農学部のアドミッショ
ン・ポリシーとして修得しておくべき知識・技能で「高等学校で学
ぶ語学（英語及び国語）に関する基礎学力を有すること」として
いるが、大学入試センター試験を利用する入学試験区分の中
期又は後期では、学生の選択によっては英語又は国語を選択
しなくても入学できるようになっているため、アドミッション・ポリ
シーとの整合性を踏まえ適切に改めること。

改善事項

５． ＜成績評価区分が不明瞭＞
設置の趣旨等を記載した書類、ＧＰ及び成績評価の図表にお
いて、ＧＰが４点～０点までの５区分に対し、成績評価の区分は
「優・良・可・不可」の４区分で記載されているため、学生にもわ
かるよう具体的に説明すること。

改善事項

【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 明海大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　保健医療学部
　　口腔保健学科

１． ＜人材像の明確化と教育課程との関係が不明確＞
ディプロマ・ポリシーにおいて、「口腔保健の専門職種として国
際社会で活躍することができる」ことが掲げられているが、「国
際未来社会」において、養成する人材がどのように活躍するこ
とを想定しているのか明確にすること。また、教育課程の科目
区分の「基礎分野」の「科学的思考」の「英語コミュニケーショ
ン」の区分においては、１単位の科目が４科目のみ設定されて
いるが、大学が掲げる国際的に活躍できる人材を養成すること
が教育課程で担保されているのか明確にすること。

改善事項

２． ＜学生確保の見通しが不明確＞
設置の趣旨等を記載した書類の資料１の図１では、「関東／甲
信越」地域における歯科衛生士養成所に係る入学定員充足率
が近年減少傾向となっている。歯科衛生士養成に係る短期大
学や専門学校が多数存在する中で、学部で歯科衛生士養成を
行う設置計画であるが、このような状況下で入学定員を継続し
て充足させていくことができるのかを明確にすること。その際、
本学部の教育内容が他の養成機関との比較で特色がある点
を含めて説明すること。

改善事項

３． ＜留学生の受入れ方針が不明確＞
留学生の入学が想定されているのかを説明すること。想定して
いる場合は、入試方法や日本語等への対応をどのように行う
のかを説明すること。

改善事項

【教育課程等】

４． ＜ディプロマ・ポリシーと教育課程の関係性が不明確＞
ディプロマ・ポリシーで「医療にかかわる他の職種とも連携し
て、口腔保健の立場から社会的な貢献ができる」ことが掲げら
れているが、教育課程において十分に担保されているかどうか
明確にすること。

是正事項
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５． ＜学生と教員の移動の負担軽減方策が不明確＞
臨床実習施設として利用することとしている「明海大学歯学部
付属明海大学病院」と「明海大学PDI埼玉歯科診療所」は、保
健医療学部の所在地から移動に２時間近くかかるが、学生の
移動に係る負担軽減方策として「学生の居住地、通学経路、所
要時間及び希望等を考慮する」などでは不十分と考えられるた
め、学生の移動に係る負担軽減方策を明確にすること。また、
学生に対する実習指導や歯学部教員との連携に当たり、教員
の移動に係る負担軽減方策も明確にすること。さらに、他の臨
床実習施設は千葉県内の歯科医師会から実習協力を得て実
施することとしているが、歯学部や大学本部が置かれている埼
玉県内で同様の実習先の確保は考えていないのか説明するこ
と。

改善事項

【教員組織等】

６． ＜ディプロマ・ポリシーを担保する教員組織として不十分＞
ディプロマ・ポリシーで「医療にかかわる他の職種とも連携し
て、口腔保健の立場から社会的な貢献ができる」ことが掲げら
れているが、兼担や兼任を含め教員組織全体として、医師、看
護師、ケアマネージャー等の他職種の教員の参画が少ないた
め、多職種に係る教員（兼担や兼任でも可）を補充するととも
に、必要に応じて教育課程を適切に修正すること。

是正事項

７． ＜設置計画の一層の充実＞
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。その際、教員組織の質の維持の観点から、教員組織編制
の方針として、特に博士の学位を有する者の必要性についても
説明すること。

改善事項

【名称、その他】

８． ＜将来展望の明確化＞
１学部１学科を設置する計画であるが、学部名を医療保健学部
とする理由として「将来的な教育研究領域の拡充等を勘案」し
たとしているが、将来的にどのような展開を想定しているのか
説明すること。

改善事項
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区分 大学・学部等名

私立 順天堂大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　保健医療学部
　　理学療法学科

１． ＜履修モデルの説明が不十分＞
履修モデルが作成されているものの、当該モデルに関する説
明が「病院を志望する」等の説明のみであるため、どのような
進路や知識・技術の修得を想定したものであるか明確でない。
学生が自らの進路を見据え、履修科目の選択を行う上での参
考となるよう、履修モデルのコンセプトに係る説明を修正するこ
と。

改善事項

２． ＜入試区分ごとの募集人員の設定が不明確＞
各入試区分において、募集人員が「程度」「若干名」との記載が
あるが、各区分の入学定員に変動の余地があることは学生の
不利益になることも懸念されるところ、「程度」「若干名」とするこ
との意義・目的について明確にすること。

改善事項

【教育課程等】

３． ＜科目の体系性が不明確＞
他職種との連携を学習する科目について、４年後期にチーム
医療論を、４年前期に臨床実習Ⅳ（インターン）と臨床実習Ⅴ
（地域）を行う計画となっている。チーム医療論において学修す
る知識については、実習前に獲得することが適切であると考え
られるため、体系的な学修が可能となるよう各科目の開設時期
を適切に改めること。

是正事項

４． ＜科目の実施体制が不十分＞
「認知神経理学療法学演習」については、演習科目としてプレ
ゼンテーションやグループワークを中心に行う計画となっている
が、教員３名で十分に学生を指導できるか、また、演習に必要
なスペースを確保できるか懸念があるため、必要に応じ科目の
実施体制を充実すること。

改善事項

５． ＜必要な科目の配置が不明確＞
設置の趣旨の説明において、質の高い理学療法士の養成を目
指し、コミュニケーション能力の向上やカウンセリング技術向上
を行う旨の記述があるが、コミュニケーションに関する科目は1
年次の選択科目と２年次必修科目２科目のみが配置されてお
り、また、カウンセリング技術向上を取り扱う科目は配置されて
いないように見受けられる。実習科目において地域訪問やイン
タビュー等を設定していることを踏まえれば、その事前に当該
能力・技術を学ぶことが必要と考えられるところ、当該能力をど
のような科目によりどのように学生に修得させるのか、明確に
すること。

改善事項

６． ＜ＯＳＣＥの実施体制が不明確＞
臨床実習Ⅲ・Ⅳについて、1学年120名の学生がＯＳＣＥを実施
する旨の説明があるが、ＯＳＣＥによる実習を事前事後に行
い、その結果を判定することまで踏まえると、施設・設備が十分
に用意されるか、また、当該科目に配置されている教員で十分
な指導が可能かどうか懸念がある。ＯＳＣＥで実際に学生が取
り組む内容や教員の配置、実習の実施スタッフの体制等、ＯＳ
ＣＥの実施体制を具体的に説明すること。

改善事項
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７． ＜実習の連絡体制が不十分＞
臨床実習時間外の事故発生時の対応として、臨床実習担当教
員が臨床実習施設と大学事務室に連絡し、その後、臨床実習
施設が臨床実習指導者に、大学事務室が臨床実習担当責任
教員にそれぞれ連絡する体制となっているが、臨床実習指導
者と臨床実習担当責任教員に情報を可能な限り速やかに共有
する必要があると考えられる。現行の体制でも迅速な情報共有
に問題がないことを明確にするか、臨床実習担当教員が臨床
実習指導者と臨床実習担当責任者の両方に直接連絡する体
制に見直すこと。

改善事項

【教員組織等】
８． ＜科目担当教員の職位が不適切＞
臨床実習Ⅰ、臨床実習Ⅱについては、助教が担当教員となっ
ているが、これらの科目は分野の専門教育の導入となる重要
な実習科目であり、教育課程における中核となる科目と考えら
れ、教授や准教授が担当することが適切である。当該科目に
ついて、教授や准教授ではなく助教が担当する理由とその適
切性を明確にするか、担当教員を教授か准教授に変更するこ
と。

是正事項

９． ＜科目の教員配置が不適切＞
チーム医療論については、医師である兼任教員が1名で担当
する計画となっているが、４年次の必修の科目として開設して
いること、また、教育課程において地域包括ケア・他職種との
連携を重視していることに鑑みれば、当該科目は教育課程に
おける主要な科目として、専任教員が担当すべきと考えられ
る。当該科目を兼任教員が１名で担当することの必要性を明確
に説明すること。

是正事項

【名称、その他】

10． ＜必要な記述の不足＞
個人情報保護に関して、特に、学生の実習中のＳＮＳの取扱い
に関する指導について明示すること。

改善事項

11． ＜教育環境の確保が不明確＞
講義については主に大講義室を利用する計画となっているが、
例えば129名収容の教室で120名の学生が履修する科目を開
設することとなっているなど、十分な教育環境が確保されてい
るか不明確であるため、授業科目とその受講者数、講義室の
配当を具体的に説明すること。

改善事項

12． ＜施設の確保が不明確＞
研究室について、教授には個室が割り当てられているが、教授
以外は共同研究室を利用することとなっている。特に学生のプ
ライバシー保護が必要な就学指導・相談対応等も含め、個室を
利用することが必要なゼミや履修指導などについて、どのよう
に実施するのか具体的に説明すること。

改善事項
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区分 大学・学部等名

私立 順天堂大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　保健医療学部
　　診療放射線学科

特になし

【教育課程等】

１． ＜科目の選択・必修区分の設定が不明確＞
診療放射線学科の基礎分野に応用物理・応用数学が配置され
ているが、前提科目と思われる基礎物理は必修科目となって
いない。当該物理関係の２科目について、受講対象となる学生
を明示した上で、基礎物理を必修としないが、応用物理は必修
とすることが適切であるか明確にすること。

改善事項

２． ＜科目の実施体制が不明確＞
臨床実習Ⅰ～Ⅲにおいて、ＯＳＣＥを実習の前後導入する旨の
説明があるが、ＯＳＣＥの実施に際しては施設・設備や教員の
体制整備の負担が大きく、入学定員の規模に鑑みても、実現
可能な計画となっているか懸念がある。ＯＳＣＥの実施要領等
を説明するとともに、具体的にどのような内容を取り扱うのか、
また教員配置の計画等を明確にすること。

改善事項

【教員組織等】

特になし

【名称、その他】

３． ＜定員規模に対する授業の運営が不明確＞
新たに入学定員120名の学生を受け入れるとのことだが、下記
の観点から、実際当該規模の定員の受入れが可能な計画と
なっているか不明確なため、説明を追加するとともに、適切に
修正すること。
（1）入学定員120名、収容定員480名の増員となるが、教育課
程に鑑み、演習や実習も多く開設し、また少人数の授業も行う
ことが想定される。また、新設する放射線実習棟は平成32年度
から利用できるようにする計画となっており、平成31年度の入
学者に対しては既存の施設で十分対応できるか説明がない。
講義、演習、実習に利用する講義室・施設が十分運用できるか
どうか懸念がある。
（2）１年から４年まで、各学年120名の入学定員に対し、ゼミ形
式の授業を実施する、との説明があるが、具体的にゼミ形式に
より実施する科目やその運用、教員の配置等について説明が
ない。

是正事項
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区分 大学・学部等名

私立 長野保健医療大学 【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． ＜科目の内容が不明確＞
多職種連携教育（IPE）関連科目について、本学部の特色ある
コア科目として位置付けられているが、本関連科目の「IPW演
習Ⅰ」及び「IPW演習Ⅱ」の授業科目の概要が同一内容となっ
ており、違いが不明確である。多職種連携教育（IPE）関連科目
について、具体的な授業内容や体系性を明確に説明するととも
に、「IPW演習Ⅰ」及び「IPW演習Ⅱ」の科目内容を修正するこ
と。

是正事項

２． ＜科目の内容が不明確＞
看護展開論実習は、「コミュニケーション実習」や「看護展開論」
の学修内容を踏まえて実施するとの説明があるが、このような
名称の授業科目は設定されていないことから、これら学修習内
容がどの授業科目で担保されているのか、該当の授業科目の
詳細を示して明確に説明すること。

是正事項

３． ＜実習指導体制が不明確＞
実習の実施に当たっては、事前事後学修が行えるよう配慮す
るとあるが、各実習の実習指導計画表からは、比較的実習が
過密したスケジュールで実施されるようにも見受けられることか
ら、各実習の事前事後学修の実施内容を具体的に説明するこ
と。

改善事項

４． ＜入学者選抜の実施方法が不明確＞
選抜方法は一般入試・推薦入試・社会人入試とあるが、一般入
試のうちの「大学入試センター試験利用入試」及び推薦入試の
うちの「AO入試」については、平成32年からの導入とされてお
り、平成31年度には実施されないと見受けられる。平成31年度
における選抜方法について、アドミッション・ポリシーにおいて学
生に求める資質・能力も踏まえ、明確に説明すること。

是正事項

【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 大手前大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　国際看護学部
　　看護学科

１． ＜入学者選抜の具体的な方策が不明確＞
アドミッション・ポリシー及び入学者選抜について、以下の観点
が不明確なため、具体的に説明するとともに必要に応じて修正
すること。

是正事項

（１）一般入試・大学入試センター試験利用入試については、学
力試験のみを課すこととなっているが、アドミッション・ポリシー
に掲げる「看護と健康支援に対する強い関心」「旺盛な探求心」
「自己成長に対する意欲」等については、学力試験では測るこ
とができないと考えられるため、当該入試区分の受験生につい
てこれらの資質をどのように評価するのか具体的に説明するこ
と。

（２）数学については看護学を学ぶ上の基礎として必要である
が、入学試験で選択しないことが可能であるため、数学の学力
をどのように担保するのか、具体的に説明すること。

（３）外国人留学生特別入試について、日本語以外に理科・数
学等複数の科目を含む日本留学試験の総点数320点以上を
「入試に臨むための前提」としているが、入学後に必要となる理
科・数学等の理系の教科それぞれの能力を測るのではなく、総
点数で評価することが妥当か不明確である。当該試験の結果
を活用する上で日本語以外の科目の点数も考慮するなど一定
の基準を設けること等が必要と思われるため、将来的にどのよ
うな留学生を受け入れるのかとの観点も含め、本学の考え方
について明確にすること。

【教育課程等】

２． ＜疫学分野の学習の取扱いが不明確＞
疫学分野について、公衆衛生の科目等でも当該分野の内容を
取り扱わないように見受けられるが、国際的に活躍する医療人
の養成という観点から当該分野について一定程度の知見を有
することが望ましいと考えられるため、当該分野の学習の取扱
いについて説明するとともに、必要に応じて科目を充実するこ
と。

改善事項

３． ＜教養教育の充実方策が不明確＞
卒業要件124単位のうち117単位が必修科目という選択科目が
少ない教育課程となっているが、「国際化する社会に対応し多
様性を受容・理解する」という人材養成像に鑑みれば、価値観
の多様性を踏まえた教養を十分身に付けることが必要であるこ
とから、教育課程上でこの素養をどのように身に付けさせるの
か、具体的に説明すること。

改善事項

審査意見（第一次）

平成３１年度開設予定大学等　審査意見（第一次）
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４． ＜英語教育の位置付けが不明確＞
英語能力の修得あるいは英語を活用した授業について、２年
次以降に英語による授業を行う計画となっているが、段階的な
学習を進めていく上で学生の能力を随時評価し、また必要に応
じてフォローを行うことが必要と思われるが、その具体的な方
策が不明確であるため、具体的に説明すること。

改善事項

５． ＜ＧＰＡの水準設定の考え方が不明確＞
卒業要件としてＧＰＡ1.5以上を設定しているが、なぜ1.5に設定
したのか、また、教育課程の目的を達成する上で、当該水準で
十分なのかについても説明がない。ＧＰＡを1.5に設定すること
について、どのような考え方によるものなのか、ディプロマ・ポリ
シーとの関係も踏まえた上で明確にすること。

改善事項

６． ＜海外実習の運営体制が不明確＞
「国際看護学実習Ⅲ」について、海外の医療機関等で実習を行
うに当たっては、各国の状況も踏まえれば、学生10名に１人の
教員を配置することでは足りず、より充実したスタッフで対応す
ることが必要となるケースも想定されるため、安全確保の方策
と教員配置の考え方を具体的に説明するとともに、必要に応じ
て充実を図ること。

改善事項

７． ＜科目名称が不適切＞
臨床微生物学・医動物、臨床生化学、臨床薬理学については、
一般的に「臨床」を冠する必要のない基礎的な学修内容を取り
扱う科目と見受けられる。当該科目の名称に「臨床」を冠するこ
との意図を説明するとともに、必要に応じて科目名称を変更す
ること。

改善事項

８． ＜科目の到達目標が不適切＞
「小児看護学実習」について、到達目標と学習効果のうち能力
レベルとして「必要な生活援助計画の立案」との記載がある
が、看護学を学ぶ教育課程として必要な当該分野の看護実践
とその評価のプロセスがどのように行われるかが不明確である
ため、具体的に説明すること。

改善事項

９． ＜実習時における個人情報の取扱いの指導体制の充実＞
医療系の実習時においては、学生に対し個人情報の取扱いに
ついて十分指導することが重要であり、特に学生のＳＮＳ利用
に関する注意喚起・指導等の充実が求められることから、本学
における対応方針を説明するとともに、誓約書等に本内容に係
る記載を追加すること。

改善事項

【教員組織等】

特になし

【名称、その他】

特になし

- 41 -



- 42 -



区分 大学・学部等名

私立 四天王寺大学 【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． ＜実習の実施体制が不十分＞
実習の実現可能性が不明なため、次の点を明らかにすること。

（１）３つのコースを含む全ての実習についての説明が到達目
標の説明にとどまっており、達成目標を具体的にどのような実
施計画によって実現する計画なのか不明なため、明らかにする
こと。

（２）移動に２時間かかる実習施設などが示されているが、実習
を遠隔地で行う場合の巡回指導の方法や担当教員と実習先の
指導者の連携方法が示されていないため、明らかにすること。

是正事項

２． ＜学生の利益保護が不十分＞
入学定員が８０名である中、保健師コースと助産師コースをあ
わせた学生受入上限が１５名と考えられるが、養護教諭コース
の学生受入上限は記載されておらず、残り６５名が在籍する可
能性があると考えられる。そのような規模の学生の受入れが養
護教諭コースのみで可能なのか不明なため、大学の対応方針
を明確に説明すること。なお、養護教諭コースにおいても、履修
に当たって選抜する計画の場合には、どのような方法により選
抜するのか明確に説明すること。

是正事項

３． ＜学生の利益保護が不十分＞
保健師コースを選択する学生は、教育職員免許法施行規則第
66条の６で定める４科目を履修した場合、養護教諭２種免許状
を申請できるが、申請書において取得可能な資格として明示さ
れない理由が不明なため、その理由を明確に説明するか、必
要に応じて、取得可能な資格として追加すること。

改善事項

【教員組織等】

特になし。

【名称、その他】

特になし。

審査意見（第一次）

平成３１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 沖縄大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　健康栄養学部
　　管理栄養学科

１． ＜人材養成像が不明確＞
本学科で養成する具体的な管理栄養士像が不明確であるた
め、明確に説明するとともに、沖縄地域における管理栄養士の
必要性について、本学科への進学ニーズに係るエビデンスの
みの記載となっているため、卒業後の進路に係る事業所等の
エビデンスについても明確にすること。

是正事項

【教育課程等】

２． ＜教育方法が不適切＞
「栄養の指導」用ツールについて、全開設科目において「四群
点数法」に統一するとあるが、栄養の指導に用いる様々なツー
ルを学ぶ必要があり、ツールとして「四群点数法」のみを用いる
ことは不適切であるため、本学科における「栄養の指導」用
ツールについての妥当性を明確に説明するか、あるいは適切
に修正すること。

是正事項

３． ＜人材養成像に対応した教育課程が不明確＞
人材養成像として、「国際的視野を持った指導的人材を育成す
る」とあるが、教育課程上どの科目が対応しているか不明確で
あるため、明確に説明するか、あるいは適切な科目を設定する
こと。

改善事項

４． ＜ディプロマ・ポリシーと授業科目との関係が不明確＞
ディプロマ・ポリシーに「地域共創力」として、沖縄地域の食と健
康の関係を探求・応用し公衆衛生の向上に寄与するとあるが、
これに対応する科目、特に「沖縄の食文化論」及び「沖縄の食
の機能性研究論」の授業内容が不明確であるため、「地域共創
力」に対応する授業科目について、授業内容の詳細を示して明
確に説明するか、あるいは適切に改めること。

改善事項

５． ＜演習科目の内容が不明確＞
共通科目から専門導入に係る演習科目について、演習科目間
の体系性や、授業内容が不明確であるため、「問題発見演習
Ⅰ・Ⅱ」、「基礎演習Ⅰ・Ⅱ」及び「専門演習a・b」の科目間の体
系性及び授業内容の詳細を明確に説明すること。

改善事項

６． ＜カリキュラム・ポリシーの内容が不明確＞
カリキュラム・ポリシーの専門科目について、「導入分野」、「専
門基礎分野」及び「専門分野」順の体系的な流れの説明となっ
ていないことから、明瞭な記載に改めること。

改善事項

７． ＜シラバスに記載の評価方法が不明確＞
「給食経営管理実習Ⅱ」のシラバスについて、評価方法として
出席状況が含まれる記載が見受けられることから、本科目にお
ける出席状況が適正な評価方法である旨を明確に説明する
か、あるいは適切に改めること。また、他の授業科目で同様の
評価方法がある場合には、同様に対応すること。

改善事項

審査意見（第一次）
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【教員組織等】

８． ＜専任教員が不足＞
大学設置基準に規定する専任教員数が不足しており、法令に
抵触しているため、追加配置すること。

是正事項

９． ＜教員負担の状況が不明確＞
専任教員の担当授業科目について、教員一人当たりの担当科
目数が比較的多いと見受けられることから、教員負担の観点
から当該専任教員の教育研究に支障がないかを説明するこ
と。

改善事項

10． ＜設置計画の一層の充実＞
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、具体的な対応について回答
すること。

改善事項

【名称、その他】

特になし。
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区分 大学・学部等名

私立 仙台青葉学院短期大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

現代英語学科 １． ＜ディプロマ・ポリシーが不明確＞
ディプロマ・ポリシーについて、下記の観点が不明確なため、具
体的に説明するとともに、必要に応じて修正すること。
（１）ディプロマ・ポリシーについて、観光ビジネス学科との関係
を踏まえつつ、より明確に記述すること。
（２）ディプロマ・ポリシーにおいて、ＣＥＦＲ－Ｂ１レベルの英語
能力の獲得を掲げているが、当該レベルは日常における英語
運用を想定しているものであり、観光現場などで英語のスキル
により活躍する人材を養成するという目的を踏まえれば、当該
レベルの学習で十分かどうか懸念がある。人材養成像に照らし
て、英語の運用能力を当該レベルに設定することで十分である
ことを明確にするとともに、科目内容を見直すなど適切に修正
すること。

是正事項

【教育課程等】

２． ＜科目配置が不適切＞
関連科目のうち、ビジネスプロトコール、健康管理については、
いわゆるビジネスマナーや文書作成の基本といった学習内容
であることに鑑みると、人材養成像に照らしても、当該学科にお
ける専門的な学修として位置付けることは適切ではないと考え
られるので、ディプロマ・ポリシーや人材養成像との関連も踏ま
え、当該科目の専門科目としての位置付けを明確にすること。

是正事項

３． ＜養成する人材像に対応する教育課程が不十分＞
英語の専門家を養成するという人材像を踏まえれば、関連科
目に配置するビジネススキルを磨く科目以上に、英語の運用能
力の向上をより充実することが適切であると考えられる。養成
する人材像及びディプロマ・ポリシーについて、現行の教育課
程で目標を達成できるのかを明らかにすること。

是正事項

４． ＜養成する人材像に対応する教育課程が不十分＞
英語の科目について、4つのスキルごとに個別の科目を配置し
各能力の向上を図る計画となっているが、当該科目が高校レ
ベルの教育に相当するリメディアル教育とも考えられる内容を
含んでおり、英語を活用する人材の養成を目的とする短期大
学教育として十分なものとなっているか懸念がある。養成する
人材像からは、当該4区分のスキルの獲得にとどまらず、それ
らを総合したより高次の運用能力が想定されることも踏まえ、
当該科目の配置の考え方を改めて説明しつつ、学生に十分な
英語運用能力を身に付けせることができる教育課程となってい
ることを明確にすること。

是正事項

【教員組織等】

５． ＜教員配置が不適切＞
審査意見２を踏まえると、専任教員予定者1名について、学科
の専門科目を担当しないこととなる。また、当該教員について
は年間を通じて2科目のみを担当する計画となっており、かつ、
そのうち1科目はオムニバスの科目となっている。当該学科の
専任教員として、当該学科における専門職業人養成や組織運
営にどのように関わるのか不明確なため、どのような役割を期
待し専任教員として配置するのか、また当該教員が専任教員と
して適切か、具体的に説明すること。

改善事項

平成３１年度開設予定大学等　審査意見（第一次）
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６． ＜設置計画の一層の充実＞
　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成の将
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。

改善事項

【名称、その他】

７． ＜自学自習の支援方策が不明確＞
学生の自学自習にSkypeを活用する旨の説明があるが、学習
効果を十分上げることができる方策や学生に対する指導が必
要と思われるが、どのように運用し学生の学習を支援するのか
具体的に説明すること。

改善事項

８． ＜既設学科との差異が不明確＞
既設の観光ビジネス学科については、教育課程において英語
の科目が多く配置されており、また就職先として想定される産
業分野・職業分野についても重複しているように見受けられる
など、両学科の違いが不明確と考えられる。また、当該学科の
定員を増やす計画となっており、定員充足の見込みが十分とい
えるか不明確である。学生確保の観点から、既設学科の状況
を踏まえても新設学科の学生募集に影響ないことを説明すると
ともに、受験生に対し両学科の特色を十分に説明する観点か
ら、特色強化のため英語教育を更に強化するなど、具体的な
方策を説明すること。

改善事項
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区分 大学・学部等名

私立 八戸学院大学短期大学部 【大学等の設置の趣旨・必要性】

介護福祉学科 １． ＜養成する人材像が不整合＞
設置の趣旨等を記載した書類において、学部・学科等の特色
には「今後求められる介護福祉像にふさわしい、福祉・介護
サービスにおける中心的役割を担える人材の養成を図る」と記
載されているが、養成する人材像としては「食事や入浴・排泄
等の介護を行うための専門的な知識や技術を備えた職業人を
養成する」との内容にとどまっているため、人材像について整
合性をもって、適切に改めること。

是正事項

２． ＜学生確保の見通し等が不明確＞
学生確保の見通し等を記載した書類の資料の一部のタイトル
が「福祉系上級学校への進学状況」となっているが、多様な福
祉分野のうちどの分野への進学実績か不明なため、新設学科
との関連が明らかとなるよう説明を改めること。

改善事項

【教育課程等】

特になし。

【教員組織等】

３． ＜教員配置状況が不明瞭＞
教育課程等の概要の書類において、「コミュニケーション技術
Ⅱ」の科目の教員配置の欄が空欄となっており、科目を担当す
る教員が記載されていないため修正すること。

是正事項

４． ＜教授数及び専任教員数が不足＞
大学設置基準に規定する教授の数及び専任教員数が不足し
ており、法令に抵触しているため、追加配置すること。

是正事項

【名称、その他】

５． ＜校舎等施設の利用状況が不明瞭＞
設置の趣旨等を記載した書類にて、校舎等施設の整備計画に
「既設のライフデザイン学科及び八戸学院光星高等学校専攻
科介護福祉科の校舎等施設を有効的に利用する」と記載があ
るが、設備を共用することで、介護福祉学科の学生への支障
が懸念されるため、支障ない体制で運用できるかどうか明確に
説明すること。

是正事項

６． ＜図書等の資料の整備計画が不明瞭＞
設置の趣旨等を記載した書類、図書等の資料の整備計画につ
いて、介護福祉関係の書籍をどの程度充実させるか記載がな
いため、介護福祉関係の書籍整備計画を具体的に示し修正す
ること。

是正事項

審査意見（第一次）
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区分 大学・学部等名

私立 宇都宮短期大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　食物栄養学科 特になし。

【教育課程等】

１． ＜栄養士養成に係る指定科目と卒業要件との関係が不明確＞
栄養士養成に必要な指定科目の履修を卒業要件にしているの
かが不明であるため、明確にすること。

改善事項

２． ＜履修モデルの説明が不明確＞
履修モデルとして「①調理技術とフードデザインの向上を目指
す」、「②子どもの食育、高齢者・障がい者への食の支援を目指
す」、「③管理栄養士を目指す」が示されているが、栄養士の基
本的な役割として、成人に対する栄養と食に関わる支援を行う
役割の重要性を「（２）栄養士資格を取得するための指定科目
及び食と生活を豊かに実践するための科目」の説明において明
確にした上で、履修モデル上の説明を行うこと。

改善事項

３． ＜科目内容が不明確＞
「ビジネス実務・マナー」について、短期大学の教育内容に照ら
した授業科目として適切であるかが不明確であるため、シラバ
スも示して授業内容・科目名称の妥当性について説明するか、
適切に改めること。

改善事項

【教員組織等】

４． ＜設置計画の一層の充実＞
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。その際、教員組織の質の維持の観点から、特に栄養士養成
の分野に係る博士の学位を有する教員補充の方針について説
明すること。

改善事項

【名称、その他】

特になし。
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区分 大学・学部等名

私立 目白大学短期大学部 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　歯科衛生学科 １． ＜教育内容の特色が不明確＞
設置の趣旨等を記載した書類における歯科衛生学科の特色の
記載があるが、他の養成機関と比較して大きな差異が認めら
れないため、例えば既設の目白大学の看護学部等との連携は
考えていないのか説明すること。

改善事項

【教育課程等】

２． ＜教育課程の質の確保が不明確＞
高頻度治療として保存修復、補てい治療、歯周病に係る教育
は重要な授業科目であるため、シラバスを基にして教育課程で
質が担保されていることを明確にすること。その際、当該分野
を担当する専任教員は２名となっていることから、当該教員が
過度な負担とならないことを明確にすること。

改善事項

３． ＜ディプロマ・ポリシーと教育課程の関係性が不明確＞
ディプロマ・ポリシーの１つとして、「卒業後も歯科衛生士として
生涯にわたって学び進化し続ける力」を掲げているが、教育課
程でどのように担保するのかを説明すること。

改善事項

４． ＜教育課程の質の確保が不十分＞
重要な分野である急性期医療についての教育内容が不十分で
あるため、同一法人内の既設大学の看護学部と連携するなど
して、教育課程（兼担・兼任でも可）の内容を改めること。

是正事項

５． ＜実習の質が確保されているのか不明確＞
臨床・臨地実習Ⅰ～Ⅲは、多数の歯科診療所や高齢者福祉施
設等で行われる計画となっているが、当該実習の教育の質保
証の観点から、実習指導者の選任基準や教育方法の向上の
ための方策や実習の評価方法の具体的内容の説明がないた
め修正すること。

是正事項

【教員組織等】

６． ＜学生からの相談体制が不明確＞
「学年ごとに20人ずつ３つのクラスに分けて専任教員をそれぞ
れクラス担任とする」とする一方で、「実験・実習については、１
クラス30人を基準として授業を実施する」とされているが、学生
の各種相談について、クラス担任と授業担当の教員との情報
共有等の連携方策を明確にすること。

改善事項
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【名称、その他】

７． ＜実習用の設備の規模が適正なのかが不明確＞
「新たな学習環境への拡充整備」において、「基礎実習室には
歯科用チェアユニット13台」を整備するとしているが、入学定員
60名に対して必要十分な規模かどうか不明確であるため改善
すること。

改善事項

８． ＜修了生への対応を明確化＞
本学科を卒業した者が、大学への編入や将来的に大学院へ進
学することを希望することが想定されるが、そのような希望を有
する者に対する対応をどのように行うのか説明すること。

改善事項

９． ＜科目の内容が不十分＞
「ビジネスマナー」について、短期大学教育にふさわしい名称・
内容に改めること。

改善事項
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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】

　幕張ヒューマンケ
ア学部
　　理学療法学科

１． ＜養成する人材像と履修モデルが不整合＞
履修モデルを２種類作成しているが、このうち履修モデル２の
「近代医療技術分野について詳しく学習する」については、「近
代医療技術」を学ぶ科目が配置されているようには見受けられ
ず、また、「近代医療技術」が養成する人材像に掲げるどの項
目とどのように対応しているか不明確である。学生に対しモデ
ルのコンセプトが明確となるように、養成する人材像と対応した
名称とすることが望まれるため、対応方針を回答すること。

改善事項

【教育課程等】

２． ＜科目の体系性が不明＞
「地域理学療法学」について、１年次前期に実習科目、３年次
前期に講義科目が配当されているが、科目の体系性が担保さ
れているか不明である。科目の配当年次を改めるか、講義科
目で理論を学んだ後に実習科目で実践を学ぶ以上の教育効
果があることを説明すること。

是正事項

３． ＜実習計画の充実＞
実習における個人情報の保護に関する取組について、電子媒
体の取扱いについても充実することが望まれるため、対応方法
を申請書類において明記するとともに、受験生への周知方法に
ついても明記すること。また、学外実習の手引きにおいて、対
象者から受領（じゅりょう）する実習の同意書等の様式を明確に
することが望ましいため、適切に修正すること。

是正事項

４． ＜実習科目の実施体制が不明確＞
設置の趣旨等を記載した書類において、実習科目は複数の専
任教員で巡回する旨の説明があるが、教育課程等の概要では
実習科目の担当としては教員１名を配置する計画になってお
り、説明が整合していない。実習の実現可能性という観点に鑑
みれば、実習科目を1名のみで担当することは困難であり、巡
回指導を担当するその他の複数の専任教員も学生の指導に
当たるべきと考えられる。実習科目における教員の配置と役割
について明確にした上で、複数の教員で実習科目を担当する
場合は、それらの教員の担当科目に実習を追加し教員審査を
行うこと。

是正事項
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５． ＜演習科目の実施体制が不明確＞
演習科目については「教員1人につき学生は6名」で実施する旨
の説明があるが、入学定員80名に対し9名の教員を配置する
計画となっており、実現可能性に疑義がある。演習科目の実施
体制を改めて明確にした上で、記述を適切に改めること。

是正事項

６． ＜教育課程の充実＞
ディプロマ・ポリシーでチーム医療を掲げ特色とするのであれ
ば、社会福祉士、作業療法士、言語聴覚士等との連携につい
ての学びを充実することが望まれるため、対応方針を説明する
こと。

改善事項

【教員組織等】

７． ＜専任教員が不足＞
大学設置基準に照らして、専任教員数のうち教授が不足してい
るので補充すること。

是正事項

８． ＜設置計画の一層の充実＞
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。

改善事項

【名称、その他】

９． ＜教育研究スペースが確保されているか不明＞
教員研究室が共同研究室１室のみであり、教員が教育研究活
動を問題なく実施できるか不明であるため、教育研究に使用す
る十分なスペースが確保できているか説明すること。

是正事項
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区分 大学・学部等名

私立 奈良学園大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

保健医療学部
リハビリテーション学科

１． ＜３つのポリシーと学位が不整合＞
ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・

ポリシーについて、理学療法学専攻・作業療法学専攻で特に
区別せず学科共通で策定しているが、学位については2つの専
攻で異なっている。両専攻にはそれぞれの養成する人材像が
あり、異なる資格の取得を目的とし、カリキュラムも異なってい
ることを踏まえ、専攻それぞれの3つのポリシーを策定するこ
と。

是正事項

２． ＜学生確保の見通しが不十分＞
学生確保の見通しについて、下記の観点から不明確なので、
具体的に説明するとともに、適切に修正すること。

（１）アンケート調査について、理学療法専攻と作業療法専攻を
区別せず、一括して実施している。理学療法士の教育課程と作
業療法士の教育課程では、理学療法士の方が学生が多く集ま
る傾向にあることなど、アンケート調査においては両専攻をまと
めるのではなく個別に集計することが必要であり、適切な分析
が行われているか不明確。

（２）近隣大学の理学療法学・作業療法学の課程を置く大学の
データについて、一部の大学を抽出して提示しているが、近畿
圏の同分野の競合校の設置状況、進学需要などについては、
網羅的に状況を把握し分析する必要があるものと考えられ、適
切な分析がなされているか不明確。

（３）同分野の人材育成を行う短期大学や専門学校等も競合と
して考えられるところ、これらの学校については分析がなされて
いない。

是正事項

【教育課程等】

３． ＜カリキュラム・ポリシーと教育課程が不整合＞
コミュニケーション能力を身に付けるに当たり、基礎的な能力を
共通教育科目の情報教養科目群を学生が主体的に学ぶことに
より身に付けるとの説明があるが、当該科目群は情報機器の
取扱いに関する基本的知識や操作法等を学習する科目であ
り、コミュニケーション能力の養成のための科目とは考えられな
い。当該科目群によりどのようにコミュニケーション能力を身に
つけさせるのか具体的に説明するとともに、説明を適切に改め
ること。

是正事項

４． ＜実習の指導要領が不十分＞
臨床実習の手引きについて、ＵＳＢメモリ等の情報機器の取扱
いについての言及がないため、追記すること。

是正事項
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５． ＜カリキュラム・ポリシーと教育課程が不整合＞
情報活用能力を身に付けるに当たり、基礎的能力は情報科目
群により身に付けるとの説明があるが、当該科目群に配置され
ている5科目は「情報機器の操作」の1科目のみが必修で、その
他の4科目は選択科目であるため、十分な学習が可能か不明
確である。情報活用能力の基礎について十分身に付けること
ができる教育課程となっているか説明すること。

改善事項

６． ＜履修モデルが不十分＞
進学や様々な医療機関への就職など多様な進路を想定してい
るが、履修モデルは、各専攻のモデルであることのみが表記さ
れており、どのような進路先を想定したものかの記述がない。
学生の履修に資する観点から想定する進路先を設定し、それ
に応じた履修モデルとなるよう改めること。

改善事項

７． ＜想定する進路と教育課程の関係性が不明確＞
想定する人材を幅広く説明しているが、専門科目のほとんどが
必修科目となっているため、どのような進路を想定する場合に
どのような科目を優先して履修すべきか不明確である。学生に
対する十分な履修指導が必要であると思われるが、具体的な
方策について説明すること。

改善事項

８． ＜科目の目的と内容が不整合＞
「ボランティア活動」について、共生の実践を学ぶ旨の説明があ
るが、当該科目は講義科目として、ボランティアの事例を学び、
役割や意義について考える内容となっている。共生の実践をど
のように学ぶのか、具体的に説明すること。

改善事項

９． ＜実習の実施体制が不明確＞
実習助手について、下記の点について不明確なので具体的に
説明すること。

（１）実習助手は特定の施設に配置する旨が説明されている
が、どのような考え方に基づき当該施設にのみ実習助手を配
置するのか不明確。

（２）実習助手の要件が示されているが、理学療法・作業療法
の教育課程において実習指導者を担当しうる内容となってお
り、臨床実習の実施に当たり、実習助手と実習指導者との違い
や役割が不明確。

（３）実習助手は大学で要件に合致する者を雇用するのか、あ
るいは実習施設において要件を満たすものを指定するのかな
ど、どの組織に属する者なのか不明確。

改善事項

10. ＜時間割の実施可能性が不明確＞
教員の時間割案が示されているが、教員負担、時間割の実施
可能性の観点から、巡回指導についてどの程度の頻度で実施
するのか明確に記入すること。

改善事項
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11. ＜チーム医療に係る科目の改善＞
チーム医療論、チーム医療論演習等について、リハビリテー
ション学科内の理学療法学専攻・作業療法学専攻で実施する
旨の説明があるが、当該科目の趣旨を踏まえると、同大学に
設置される看護学科も当該科目に参画し、共同で実施すること
でより高い教育効果が期待できると考えられるが、考え方を説
明すること。

改善事項

【教員組織等】

12. ＜教員の配置が不適切＞
教員の配置や科目の担当について、下記の観点から適切でな
いと考えられるため、教員の体制の考え方を具体的に説明す
るとともに、適切に修正すること

（１）助教が大量の授業科目を担当する計画となっている。複数
の教員で担当する科目も多いものの、職位を踏まえれば、適切
な負担であるか不明確。

（２）専門基礎科目・専門科目の多くがオムニバスあるいは共同
科目となっており、一つの授業科目としての体系的な学び、ま
た責任ある科目の実施体制の確保、教員負担への配慮が十
分になされているか、懸念がある。

是正事項

【名称、その他】

13. ＜入学試験が不十分＞
アドミッション・ポリシーにおいて、「態度」「技能・表現」を掲げて
いるが、公募制推薦、一般入学試験、大学入試センター試験
利用入試においては、選抜方法が学科試験のみで、これらの
資質・能力を測ることができるか不明確である。これらの能力
についてどのように確認するのか、明確にすること。

是正事項

14. ＜募集人員の設定が不明確＞
一般入学試験の定員の一部で大学入試センター試験利用入
試・AO入試を実施するとあるが、受験生の利益保護の観点か
ら、試験区分ごとに具体的に募集人員を提示することが必要で
あると考えられる。大学入試センター試験利用入試、AO入試
の2つの区分の募集人員について、設定しているのであれば追
記し、設定していないのであればその理由を明確にすること。

改善事項
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区分 大学・研究科等名

私立 横浜薬科大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　薬学研究科
　　薬科学専攻
（Ｍ）

１． ＜薬科学専攻と薬学専攻の違いが不明確＞
薬科学専攻と薬学専攻の違いが不明確であるため、それぞれ
の専攻の目的、養成する人材像、３つのポリシー、研究領域等
を２専攻で比較し、改めて説明すること。その際に既設の学部
との関連を改めて説明すること。【２専攻共通】

是正事項

２． ＜学生確保の見通しが不十分＞
大学院への進学率や在学生へのアンケート調査により、学生
確保の見通しを説明しているが、貴学の既設の学部生の進路
や大学院への進学状況を示し、学生確保の見通しを改めて説
明すること。【２専攻共通】

改善事項

３． ＜入学者選抜の実施方法が不明確＞
入学者選抜が、適切に実施されるか不明確であるため、どのよ
うな指針に基づいて入学者選抜を実施するのかを説明するとと
もに、書類審査、面接諮問、筆記試験の実施方法を具体的に
説明すること。【２専攻共通】

是正事項

【教育課程等】

４． ＜授業科目の内容が不適切＞
薬科学専攻の「薬科学大学院特別講義」と薬学専攻の「臨床薬
学大学院特別講義」の授業科目の概要が同じ内容であるた
め、それぞれの専攻の目的に沿った内容に改めること。また、
当該授業科目の中で外部からの招へい講師による「特別セミ
ナー」及び「浜薬研究交流セミナー」により授業を行うと説明さ
れているが、当該セミナーの内容が不明確であるため、改めて
説明すること。【２専攻共通】

改善事項

【教員組織等】

特になし

【名称、その他】

５． ＜研究スペースが確保されているか不明確＞
研究室について、学部と共用するのか改めて説明し、共有する
のであれば、大学院生の十分な研究スペースを確保できてい
るかどうか明らかにすること。【２専攻共通】

改善事項
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区分 大学・研究科等名

私立 横浜薬科大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　薬学研究科
　　薬学専攻（Ｄ）

１． ＜薬科学専攻と薬学専攻の違いが不明確＞
薬科学専攻と薬学専攻の違いが不明確であるため、それぞれ
の専攻の目的、養成する人材像、３つのポリシー、研究領域等
を２専攻で比較し、改めて説明すること。その際に既設の学部
との関連を改めて説明すること。【２専攻共通】

是正事項

２． ＜学生確保の見通しが不十分＞
大学院への進学率や在学生へのアンケート調査により、学生
確保の見通しを説明しているが、貴学の既設の学部生の進路
や大学院への進学状況を示し、学生確保の見通しを改めて説
明すること。【２専攻共通】

改善事項

３． ＜入学者選抜の実施方法が不明確＞
入学者選抜が、適切に実施されるか不明確であるため、どのよ
うな指針に基づいて入学者選抜を実施するのかを説明するとと
もに、書類審査、面接諮問、筆記試験の実施方法を具体的に
説明すること。【２専攻共通】

是正事項

【教育課程等】

４． ＜授業科目の内容が不適切＞
薬科学専攻の「薬科学大学院特別講義」と薬学専攻の「臨床薬
学大学院特別講義」の授業科目の概要が同じ内容であるた
め、それぞれの専攻の目的に沿った内容に改めること。また、
当該授業科目の中で外部からの招へい講師による「特別セミ
ナー」及び「浜薬研究交流セミナー」により授業を行うと説明さ
れているが、当該セミナーの内容が不明確であるため、改めて
説明すること。【２専攻共通】

改善事項

【教員組織等】

特になし

【名称、その他】

５． ＜研究スペースが確保されているか不明確＞
研究室について、学部と共用するのか改めて説明し、共有する
のであれば、大学院生の十分な研究スペースを確保できてい
るかどうか明らかにすること。【２専攻共通】

改善事項
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区分 大学・研究科等名

私立 鳥取看護大学大学院【大学等の設置の趣旨・必要性】

　看護学研究科
　　看護学専攻（Ｍ）

特になし。

【教育課程等】

１． ＜設置基準を満たさない授業計画＞
シラバスについて、授業内容が抽象的な内容にとどまり具体的
な計画が明示されていない科目や到達目標と授業計画が整合
していない科目、大学院としてふさわしい教育成果を上げる授
業計画なのか疑義がある科目など、不十分なシラバスが幾つ
か見受けられる。大学院設置基準第14条の２で求められる授
業等の計画の明示がなされていないと思われるため、全ての
科目のシラバスを確認した上で、適切に改めること。

是正事項

２． ＜研究指導の計画が不十分＞
研究計画書の作成（１年次１月）では、主研究指導教員は必要
に応じて研究科委員会から助言を受けることができることが示
されているが、「必要に応じて」の意図が不明である。研究指導
における研究科委員会の位置付けや役割と「必要に応じて」と
した理由を明確に説明するか、若しくは適切に改めること。

改善事項

【教員組織等】

３． ＜設置計画の一層の充実＞
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。

改善事項

【名称、その他】

特になし。

審査意見（第一次）

平成３1年度開設予定大学等　審査意見（第一次）

- 59 -



区分 大学・研究科等名

公立
神奈川県立保健
福祉大学大学院

【大学等の設置の趣旨・必要性】

　ヘルスイノベー
ション研究科
　ヘルスイノベー
ション専攻（Ｍ）

１． ＜履修モデルの運用方法が不明確＞
履修モデルを４つ示しているが、学生がいつどのように選択す
るのか具体的に説明すること。

是正事項

２． ＜アドミッション・ポリシーと入学試験の内容が不十分＞
アドミッション・ポリシーと入学試験の内容について、下記の点
が不明確なため、具体的に説明すること。
（１）アドミッション・ポリシーや選抜方法の説明では、本修士課
程の学修に必要な専門知識を入学の段階で学生が修得してい
ることを入学の要件としていないと思われる。入学時点での専
門知識の確認の方針やその具体的方法についてどのように考
えるのか、また、十分な知識を備えていない学生に対し入学後
どのように配慮を行うのか、具体的に説明すること。
（２）アドミッション・ポリシーに掲げる「強い意欲」「課題解決を志
す」などの資質や態度と、選抜方法及び各提出書類との関係
が不明確なので、具体的に説明すること。

是正事項

３． ＜既設学部等との関係が不明確＞
本研究科と既設の学部・大学院との関係が明確でないので、
具体的に説明すること。

改善事項

４． ＜学生確保の見通しが不十分＞
学生確保のアンケート結果をもとに入学志願者を確保できると
説明しているが、アンケート用紙において「英語での授業も開
講」するとしている一方で、設置計画では修了要件の42単位分
の授業は英語で行う計画となっている。また、どのような学士課
程教育を修めた学生を受け入れるのかが明示されていないな
ど、アンケートの前提となる情報が十分に設定されていたのか
懸念がある。改めて分析を行った上で、安定的な学生確保が
可能であることを明確にすること。

改善事項

５． ＜英語開講科目の実施目的、進路が不明確＞
全ての必修科目を含め、修了要件に必要な42単位については
英語で開講するとあるが、人材養成像に照らして多くの科目を
英語で開講する目的や、修得した能力を踏まえた具体的な進
路を明確に説明すること。

改善事項

【教育課程等】

６． ＜修了要件が不明確＞
修了要件に修士論文又は課題研究報告書を作成することと
なっており、４つの履修モデルのうち、「リサーチャー履修モデ
ル」は修士論文を、その他の３つの履修モデルは課題研究報
告書を課しているが、修士論文・課題研究報告書の内容や審
査基準が明らかでないため、明確に説明すること。また、それ
ぞれの履修モデルに係る修了要件として修士論文又は課題研
究報告書を選択させることとした考え方を具体的に説明するこ
と。

是正事項

審査意見（第一次）

平成３1年度開設予定大学等　審査意見（第一次）

- 60 -



７． ＜選抜基準等が不明確＞
多くの授業を英語で実施することを踏まえ、どの程度の英語力
を入学時に求めるのか、選抜の基準を明確にすること。また、
英語運用能力の十分でない学生に対し、入学後どのような指
導・支援を行うのか説明すること。

是正事項

８． ＜修了要件の考え方が不明確＞
本研究科の修了要件は42単位以上となっているが、授業日程
が過密になることが想定され、多くの科目が英語で行われるこ
とも踏まえると、学生の十分な研究時間が確保できるか懸念が
ある。主な入学者として社会人入学者を想定していることも踏
まえ、修了要件を42単位と設定する考え方を具体的に示すとと
もに、学生の履修上の配慮について説明すること。

是正事項

９． ＜教育課程が不十分＞
「リサーチャー履修モデル」における疫学の学習について、臨
床疫学に偏っているが、養成する人材像を踏まえれば、栄養疫
学、分子疫学、ゲノム疫学など他の分野の素養も必要になるこ
とが考えられるため、どのように身に付けさせるのか明確にす
ること。また、「臨床疫学Ⅰ」「臨床疫学Ⅱ」のシラバスについ
て、授業の各回において取り扱う内容が不明確なため、具体的
な説明に改めること。

是正事項

10． ＜教育課程が不十分＞
生命・医療・研究倫理について、全ての学生が必修で学習でき
るよう、教育課程を適切に改めること。

是正事項

11． ＜授業の実施方法の説明が不整合＞
「全ての必修科目を含め、少なくとも修了に必要な要件である
42単位分については英語で開講」し、かつ「一部の選択科目に
ついては、日本語による」としているが、シラバスにおいて講義
言語を日本語・英語と設定していることと整合していないので、
適切に改めること。

改善事項

12． ＜研究指導方法が不明確＞
多くの授業を英語で実施することとなっているが、研究指導や
論文の作成についても、英語により行われるのか説明するこ
と。

改善事項

【教員組織等】

13． ＜教員の英語力の担保が不明確＞
多くの授業を英語で実施することから、担当する教員の必要な
英語力について、どのように担保しているのか明確に説明する
こと。

改善事項

【名称、その他】

14． ＜留学生受入の方策が不明確＞
留学生の受入方針について、具体的な受入人数の考え方や入
試方法等について説明するとともに、受け入れた留学生につい
て、日本語で開講する科目も含めた履修上の支援や生活面の
配慮はどのように行うのか明確にすること。

改善事項
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区分 大学・研究科等名

私立 武蔵野大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　工学研究科
　　数理工学専攻（Ｍ）

１． ＜大学全体の将来構想が不明確＞
別途、平成31年度にデータサイエンス学部を設置する構想が
ある。当該分野と数理工学専攻については、取り扱う教育研究
の内容について重複することが想定されるが、両者の関連性
や連携については説明がない。大学全体として、当該分野の
教育研究を実施していくに当たり、データサイエンス学部と数理
学専攻についてそれぞれどのような役割を想定しているのか
説明すること。

是正事項

２． ＜人材需要の見通しが不十分＞
社会からどのような分野・職種としての人材養成の要請がある
のかの説明が不十分であり、また、基礎となる学部に対してど
のような人材需要があるのかの補足的説明もなく、どのような
社会的ニーズを踏まえたものであるのかが明確でないため、具
体的に説明すること。【２専攻共通】

改善事項

【教育課程等】

３． ＜授業科目の体系性が不明確＞
養成する人材像に対応した科目を体系的に学び、ディプロマ・
ポリシーに掲げる能力を身に付けさせることのできる教育課程
となっているか不明確である。特に下記の観点から、ディプロ
マ・ポリシーと履修モデル、教育課程について、それぞれが整
合するように適切に改めること。

是正事項

（１）「Advanced Mathematical Engineering　B・C」については、
学生が一定のテーマを設定し、研究・発表を行い、学生同士の
レビューを経て、プレゼンテーションスキルの向上を図るなど、
研究に必要な能力を修得するという観点から、研究指導に配
置されている科目と手法・目的等が重複している箇所が見受け
られ、また、開設時期も重複している。当該科目の内容及び意
図・目的をそれぞれ明確にした上で、履修内容を整理し、必要
に応じ内容を充実すること。

（２）数理工学専攻において、数値解析の実践を行う「Advanced
Mathematical Engineering Ａ」について、初修科目である数理工
学要論と開設時期が重複しており、両科目を並行して学ぶ教
育課程となっている。当該2科目の履修に当たっては、初修者
向けの内容を修得した上で実践を行うという段階を踏まえるこ
とが、学生の体系的な学修として適切であると思われ、当該両
科目を並行して履修することで学生に能力が十分身につくか不
明確である。両科目において学習する内容を改めて説明すると
ともに、両科目を並行して開設することの意図を明確にした上
で、必要に応じ両科目の履修内容を整理すること。

（３）配置されている授業科目の中で、例えば「現象数理工学特
論」と「現象数理モデリング特論」は現象数理学を取り扱う内容
となっている。また、「数値解析特論」と「シミュレーション科学特
論」と「データ解析特論」と「スーパーコンピューティング特論」は
数値解析や分析等を取り扱う内容となっている。これらについ
ては、異なる授業科目として設定されているものの教育内容が
重複しているため、各授業科目の内容を精査するとともに、学
生が授業科目の内容を理解しやすくなるよう、修士課程として
高い専門性を踏まえた特色が分かる授業科目名に修正するこ
と。

平成３1年度開設予定大学等　審査意見（第一次）
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 ４． ＜科目の内容が不十分＞
「データ解析特論」について、学部の初修者向け科目相当と思
われる内容が含まれており、大学院の特論科目として開設する
こと、また養成する人材像においてデータサイエンスに係る能
力の修得を重視していることを踏まえると、科目内容が不十分
である。基礎となる学部においても確率・統計、多変量解析の
科目が開設されており、これとの差異も明確ではない。当該科
目の学習内容について、当該研究科の目的、及び大学院にお
いて行う教育という観点から、適切であることが明確となるよ
う、具体的に説明すること。

是正事項

５． ＜入学資格の設定が不明確＞
数理工学専攻の入学資格としてＧＰＡを設定しているが、当該
水準を超える学生は少なくないと思われ、設定する入学定員を
超過するのではないかとの懸念があるため、適切な水準として
設定されていることが明確となるよう、具体的に説明すること。

是正事項

６． ＜社会人入学者受入れに関する方針が不明確＞
社会人について言及があるが、基礎となる学部からの内部進
学者も想定しているところ、社会人と学部からの進学者の入学
規模をどのように見込んでいるのかの説明がない。入学定員
の運用において、社会人入学者と内部進学者をどのように受
け入れるのか、考え方を具体的に説明にすること。また、社会
人と内部進学者の両方を受け入れる場合、それぞれに対し時
間割上配慮が十分なされているか明確にすること。【２専攻共
通】

是正事項

７． ＜成績評価の基準が不明確＞
学則において、成績評価をＳＡＢＣＤの指標により付すとの記載
があるが、当該指標がどのような考え方に基づき設定されてい
るのか説明がなく、シラバスにおいても同様に言及されていな
い。評価の基準及び指標の運用が明確となるよう、記述の修
正や追加を行うこと。【２専攻共通】

是正事項

【教員組織等】
８． ＜教授会に係る規定が不十分＞

「武蔵野大学大学院学則（案）」第27条には、大学院の研究科
委員会としての審議事項が記載されているが、工学研究科の
研究科委員会について必要な事項を定めた「工学研究科委員
会運営内規（案）」では、議事の定足数や議決に関する規定が
設けられておらず教授会運営が適切に行われるかどうか不明
確なため、修正すること。【２専攻共通】

是正事項

９． ＜設置計画の一層の充実＞
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。

改善事項

【名称、その他】
特になし
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区分 大学・研究科等名

私立 武蔵野大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　工学研究科
　　建築デザイン専攻
（Ｍ）

１． ＜研究者の定義が不適切＞
建築デザイン専攻については、当該研究科及び専攻における
目的・人材養成像として研究者養成を掲げているが、別途企業
において開発研究に携わる旨の説明があり、記述が整合して
おらず、養成する人材像が不明確なため、貴学の考え方を説
明すること。

是正事項

２． ＜人材需要の見通しが不十分＞
下記の観点から、人材需要の動向等社会からの要請を踏まえ
たものであるかが不明確なため、説明を改めること。【２専攻共
通】
（1）社会からどのような分野・職種としての人材養成の要請が
あるのかの説明が不十分であり、また、基礎となる学部に対し
てどのような人材需要があるのかの補足的説明もなく、どのよ
うな社会的ニーズを踏まえたものであるのかが明確でない。
（2）建築デザイン専攻に対する人材需要に関し、当面の建築業
界における人材不足を根拠として説明しているが、当該専攻に
おいて養成する設計者等の不足について具体的に説明するも
のではなく、当該専攻に対する人材需要の説明としては不十分
である。

改善事項

３． ＜学生確保の見通しが不十分＞
建築デザイン専攻の入学定員について、学内の基礎となる学
科のアンケート調査の結果において入学希望者が15名である
ことを根拠として説明している。また、同じ大学に設置する環境
学研究科は隣接する分野と思われるが、当該研究科が定員を
充足していない現状を踏まえれば、建築デザイン専攻において
も十分に入学者が確保できるか不明確である。入学定員の設
定についてより具体的な説明を追加し、学生確保について十分
な見通しがあることを明確にすること。

改善事項

【教育課程等】
４． ＜ディプロマ・ポリシーに対応した教育課程が不明確＞
建築デザイン専攻のディプロマ・ポリシーにおいて、「建築学に
おける計画系・構造系・環境系の高度な知識・技能を活用し」と
あるように、これら3つの系の能力を獲得することが修了要件と
して掲げられている。しかし、履修モデルにおいては当該3つの
系のいずれかに特化した人材養成が想定されており、また、履
修要件においても関連する科目が全て選択科目として設定さ
れ、さらにインターンシップ関連科目を履修するのみでも修了
に必要な単位のほとんどを修得できるようになっている。数理
工学専攻においても同様に、選択科目から5科目履修すれば
修了要件を満たすものとなっている。このため、養成する人材
像に対応した科目を体系的に学び、ディプロマ・ポリシーに掲げ
る能力を身に付けさせることのできる教育課程となっているか
不明確である。ディプロマ・ポリシーと履修モデル、教育課程に
ついて、それぞれが整合するように適切に改めること。

是正事項
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５． ＜資格取得の要件の記述が不適切＞
取得可能な資格として1級建築士を掲げているが、当該資格の
取得においては学部で必要な科目を履修していることが前提
であり、大学院における学習のみをもって取得可能な資格では
ないので、誤解のないよう適切な表現に改めること。
また、建築士試験の大学院における実務経験年数の考え方に
ついて、「2年に該当するためには選択科目より24単位」「2年に
該当するために『インターンシップ１』『インターンシップ２』『イン
ターンシップ３』の履修が必要である」など、記述が統一されて
いないため、必要な要件が明確となるよう説明を改めること。

改善事項

６． ＜社会人入学者受入れに関する方針が不明確＞
社会人について言及があるが、基礎となる学部からの内部進
学者も想定しているところ、社会人と学部からの進学者の入学
規模をどのように見込んでいるのかについては説明がない。入
学定員の運用において、社会人入学者と内部進学者をどのよ
うに受け入れるのか、考え方を具体的に説明にすること。また、
社会人と内部進学者の両方を受け入れる場合、それぞれに対
し時間割上配慮が十分なされているか明確にすること。【２専
攻共通】

是正事項

７． ＜成績評価の基準が不明確＞
学則において、成績評価をＳＡＢＣＤの指標により付すとの記載
があるが、当該指標がどのような考え方に基づき設定されてい
るものなのか説明がなく、シラバスにおいても同様に言及され
ていない。評価の基準及び指標の運用が明確となるよう、記述
の修正や追加を行うこと。【２専攻共通】

是正事項

【教員組織等】
８． ＜教授会に係る規定が不十分＞
「武蔵野大学大学院学則（案）」第27条には、大学院の研究科
委員会としての審議事項が記載されているが、工学研究科の
研究科委員会について必要な事項を定めた「工学研究科委員
会運営内規（案）」では、議事の定足数や議決に関する規定が
設けられておらず教授会運営が適切に行われるかどうか不明
確なため、修正すること。【２専攻共通】

是正事項

【名称、その他】
９． ＜表記の誤記＞
建築デザイン専攻に関して、授業料の説明における計算の誤
りがあると思われるので、適切に修正すること。

是正事項

10． ＜英語名称が不適切＞
専攻の特徴としてデザインの要素を強調するのであれば、専攻
の英語名称においてもデザインの要素を含めるなど、名称を変
更することも適当であると思われるが、考え方を説明すること。

改善事項
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区分 大学・研究科等名

私立 南山大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　法学研究科
　　法律学専攻
（Ｍ）

１． <設置の趣旨・必要性と教育課程の関係性が不明確>
設置の必要性として「法の基礎となった価値原理間の衝突を調
整すること」ができるアプローチの法学教育が示されているが、
これに対応した教育課程が編制されているかやや不明確であ
る。このため設置の必要性で示された適切な教育課程であるこ
とを明確に説明するか、必要に応じて改めること。【２専攻共
通】

改善事項

【教育課程等】

２． <入学者選抜方法の明確化>
入学者選抜に関わる具体的な計画が不明なため、以下の点を
明らかにすること。
（１） 全ての入試区分について、アドミッション・ポリシーを実現
するための適切な選抜方法となっているのか入学試験の評価
基準等に関する説明が不足しているため、入学者選抜の具体
的な計画を明らかにし、適切な選抜方法となっていることを説
明すること。
（２）推薦・飛び級入学試験について、「設置の趣旨等を記載し
た書類　8.2.1博士前期課程の出願資格」のいずれの資格に該
当するのか不明なため、明確に説明すること。
（３）国内在住外国人入学試験における対象者については一定
の説明があるが、具体的にどのような学生を想定しているのか
が不明なため明確に説明すること。また、試験内容に「（＋小論
文試験）」と記載されているが、どのような場合に小論文試験が
実施されるのか不明確なため、説明すること。【２専攻共通】

改善事項

３． <留学生に対する対応が不明確>
国外在住者入学試験、国内在住外国人入学試験及び南山大
学外国人留学生別科留学生推薦入学試験を行っていることか
ら、日本語能力が十分でない学生が多数入学する可能性があ
るが、その場合の学生に対する支援や指導の在り方が不明な
ため、対応方針を明確に説明すること。【２専攻共通】

改善事項

４． <法学部出身者以外の学生への対応が不明確>
学部段階で法学を学んだ学生だけでなく、他学部出身の学生
や、社会人、留学生等幅広い学生の入学が想定されるが、
様々な学生に対応した指導が適切に行われるのか不明であ
る。このため適切な指導体制であることを説明するか、必要に
応じて充実すること。【２専攻共通】

改善事項

５． <博士前期課程と博士後期課程の接続性が不明確>
博士前期課程と博士後期課程の接続性について設置の趣旨
等を記載した書類の資料３３「法学部と法学研究科博士前期課
程と博士後期課程との関係図」において、例えば博士後期課
程の「民事法特講」において副次的に博士前期課程の「知的財
産法特論」が含まれているが、当該授業のシラバスを確認して
も知的財産法に係る内容が含まれていないと思われる。このた
め本資料で記された内容の考え方を明確に説明するか、必要
に応じて改めること。 【２専攻共通】

改善事項
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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・研究科等名

私立 南山大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　法学研究科
　　法律学専攻
（Ｄ）

１． <設置の趣旨・必要性と教育課程の関係性が不明確>
設置の必要性として「法の基礎となった価値原理間の衝突を調
整すること」ができるアプローチの法学教育が示されているが、
これに対応した教育課程が編制されているかやや不明確であ
る。このため設置の必要性で示された適切な教育課程であるこ
とを明確に説明するか、必要に応じて改めること。【２専攻共
通】

改善事項

【教育課程等】

２． <入学者選抜方法の明確化>
入学者選抜に関わる具体的な計画が不明なため、以下の点を
明らかにすること。
（１） 全ての入試区分について、アドミッション・ポリシーを実現
するための適切な選抜方法となっているのか入学試験の評価
基準等に関する説明が不足しているため、入学者選抜の具体
的な計画を明らかにし、適切な選抜方法となっていることを説
明すること。
（２）推薦・飛び級入学試験について、「設置の趣旨等を記載し
た書類　8.2.1博士前期課程の出願資格」のいずれの資格に該
当するのか不明なため、明確に説明すること。
（３）国内在住外国人入学試験における対象者については一定
の説明があるが、具体的にどのような学生を想定しているのか
が不明なため明確に説明すること。また、試験内容に「（＋小論
文試験）」と記載されているが、どのような場合に小論文試験が
実施されるのか不明確なため、説明すること。【２専攻共通】

改善事項

３． <留学生に対する対応が不明確>
国外在住者入学試験、国内在住外国人入学試験及び南山大
学外国人留学生別科留学生推薦入学試験を行っていることか
ら、日本語能力が十分でない学生が多数入学する可能性があ
るが、その場合の学生に対する支援や指導の在り方が不明な
ため、対応方針を明確に説明すること。【２専攻共通】

改善事項

４． <法学部出身者以外の学生への対応が不明確>
学部段階で法学を学んだ学生だけでなく、他学部出身の学生
や、社会人、留学生等幅広い学生の入学が想定されるが、
様々な学生に対応した指導が適切に行われるのか不明であ
る。このため適切な指導体制であることを説明するか、必要に
応じて充実すること。【２専攻共通】

改善事項

５． <博士前期課程と博士後期課程の接続性が不明確>
博士前期課程と博士後期課程の接続性について設置の趣旨
等を記載した書類の資料３３「法学部と法学研究科博士前期課
程と博士後期課程との関係図」において、例えば博士後期課
程の「民事法特講」において副次的に博士前期課程の「知的財
産法特論」が含まれているが、当該授業のシラバスを確認して
も知的財産法に係る内容が含まれていないと思われる。このた
め本資料で記された内容の考え方を明確に説明するか、必要
に応じて改めること。 【２専攻共通】

改善事項
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６． <博士論文提出要件が不明確>
博士論文提出要件に「英語検定試験」を設定している考え方や
目的が不明確なため、明確に説明すること。

改善事項

【教員組織等】

特になし

【名称、その他】

特になし
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区分 大学・研究科等名

私立 大阪大谷大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　薬学研究科
　　薬学専攻（Ｄ）

１． ＜養成する人材像とディプロマ・ポリシーの整合性が不明確＞
養成する人材像として、「情報分野、また国際社会に深い理解
を持つ研究者・教育者並びに高い研究能力を持ち地域医療に
おいて先導的に活躍できる人材を養成する」と説明している
が、ディプロマ・ポリシーと整合しているか不明確であるため、
改めて説明するか、ディプロマ・ポリシーを適切に改めること。

是正事項

２． ＜入学者選抜に関する具体的計画が不明確＞
社会人入試について、書類審査と面接試験により選抜すると
説明されているが、アドミッション・ポリシーに沿った学生が選抜
できるのか不明確であるため、出願資格と選抜の具体的な方
法を改めて説明すること。

是正事項

【教育課程等】

３． ＜実験に対する体制の整備状況が不明確＞
動物実験、遺伝子組み換え実験、ＲＩ実験等を行うと説明してい
るが、これらの実験を適切に行うための、指針や委員会等を学
内で整備しているか改めて説明すること。

是正事項

【教員組織等】

特になし

【名称、その他】

特になし
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区分 大学・研究科等名

私立 神戸女子大学大学院 【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． ＜カリキュラム・ポリシーが不適切＞
カリキュラム・ポリシーの内容が教育課程の編成方針を記述し
たものではなく、不適切であるため、修正すること。【２専攻共
通】

是正事項

２． ＜授業の実施方法に関する説明が不整合＞
昼夜開講制により授業を行う旨の説明があるが、時間割では
授業は全て夜間と週末のみに開設されており、整合していな
い。昼夜開講制とする考え方を明確にした上で、授業の実施方
法について説明すること。【２専攻共通】

是正事項

３． ＜入学試験が不十分＞
入学試験の実施について、下記の観点について不明確なた
め、具体的に説明すること。
・博士前期課程、博士後期課程ともに、社会人特別選抜におい
て大学院における学習に必要な英語の能力をどのように測る
のか不明確。

改善事項

４． ＜記述内容が不適切＞
「平成4年に始まった4年制の看護学基礎教育」という記述があ
るが、事実を正確に表していないため、適切に修正すること。
【２専攻共通】

改善事項

【教育課程等】
特になし。

【教員組織等】
特になし。

【名称、その他】
特になし。
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区分 大学・研究科等名

私立 神戸女子大学大学院 【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． ＜カリキュラム・ポリシーが不適切＞
カリキュラム・ポリシーの内容が教育課程の編成方針を記述し
たものではなく、不適切であるため、修正すること。【２専攻共
通】

是正事項

２． ＜アドミッション・ポリシーが不十分＞
博士後期課程のアドミッション・ポリシーとして、研究の基本的
能力等３つの観点を挙げているが、それぞれどのような能力・
資質を求めるのかが不明確であるため、詳細を記載すること。

是正事項

３． ＜授業の実施方法に関する説明が不整合＞
昼夜開講制により授業を行う旨の説明があるが、時間割では
授業は全て夜間と週末のみに開設されており、整合していな
い。昼夜開講制とする考え方を明確にした上で、授業の実施方
法について説明すること。【２専攻共通】

是正事項

４． ＜入学試験が不十分＞
入学試験の実施について、下記の観点について不明確なた
め、具体的に説明すること。
（１）博士前期課程、博士後期課程ともに、社会人特別選抜に
おいて大学院における学習に必要な英語の能力についてどの
ように測るのか不明確。
（２）ディプロマ・ポリシーにおいて国際的な視点で物事や現象
をとらえる能力を掲げているが、その基盤となる学生の資質の
確認について、アドミッション・ポリシーや入学試験においてど
のように考えているのか不明確。

改善事項

５． ＜学位の審査基準が不十分＞
学位の審査項目として、新たな知見を加え、理論的又は実証的
見地から創造性が認められるか、との説明があるが、知見と創
造性が認められるかどうかとの基準は修士課程相当と考えら
れる。当該項目が博士後期課程の審査基準にふさわしいもの
であることが明確となるよう、具体的に説明すること。

改善事項

６． ＜学術専門誌の定義が不十分＞
博士後期課程の修了要件に関わる、「査読のある学術専門誌」
として、日本学術会議協力学術研究団体に登録されている学
術団体が発行する学術誌あるいは国際学術誌、若しくは看護
学研究科がこれに準ずると認定した学術誌と定義しているが、
運用方針が明確でないので、より具体的に説明すること。

改善事項

７． ＜記述内容が不適切＞
「平成4年に始まった4年制の看護学基礎教育」という記述があ
るが、事実を正確に表していないため、適切に修正すること。
【２専攻共通】

改善事項

【教育課程等】
特になし。
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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・研究科等名

公立 秋田公立美術大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　複合芸術研究科
　　複合芸術専攻（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． ＜入学希望者への配慮が不明確＞
入学希望者が事前に自身の研究計画を相談できる機会を設け
ることが必要であるが、申請書類上では不明確なため、貴学の
対応方針について明確にすること。

改善事項
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区分 大学・研究科等名

公立 兵庫県立大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　減災復興政策研究科
　　減災復興政策専攻
（Ｄ）

１． ＜人材像と教育課程の不整合＞
「人文・社会科学に重点をおいた、実践的な学問的知見を備え
たより高度な人材を輩出していく」と掲げられているが、実際の
教育課程は、人文・社会科学分野のうち、心理学やコミュニ
ケーション等に関する教育内容に重点が置かれているため、教
育課程の内容を踏まえた適切な表現に修正すること。

是正事項

２． ＜学生確保の見通しが不明確＞
入学定員が２名となっているが、修士課程から進学してくる者
や他の大学院や社会人について、継続して入学者の確保が可
能かどうかを、養成する３つの人材像ごとに明確にすること。

改善事項

３． ＜修了生の活躍の場が不明確＞
養成する人材像につき、研究者を含め、卒業生が活躍する職
がどの程度見込めるのか明確にすること。

改善事項

４． ＜留学生の入学の取扱いが不明確＞
留学生の入学が想定されているのかを説明すること。想定して
いる場合は、入試方法や英語等への対応をどのように行うの
かを説明すること。

改善事項

【教育課程等】

５． ＜人材像に応じた履修モデルが不明確＞
養成する人材像ごとに履修モデルが示されているが、それぞ
れの違いが不明確なため、養成する人材像ごとに教育が担保
できることを明確にすること。

改善事項

６． ＜人材像と教育課程の整合性が不明確＞
「防災国際協力に資する人材の輩出」が掲げられているが、教
育課程でどのように担保されているのか不明確なため明確に
すること。

改善事項

７． ＜学内の他の研究科等の連携が不明確＞
分野横断的な教育を行うこととしているが、学内の他の研究科
等との連携を行うのかどうか説明すること。

改善事項

【教員組織等】

８． ＜教員負担の説明が不明確＞
大学院設置基準第１４条に基づき教育を行うこととしているた
め、教員の負担が過度にならないことについて、各教員の学部
等他の教育組織での教育負担も含めて説明すること。

改善事項

平成３1年度開設予定大学等　審査意見（第一次）
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９． ＜設置計画の一層の充実＞
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。その際、我が国の本分野全体に係る教員養成の実態を
踏まえて回答すること。

改善事項

【名称、その他】

10． ＜施設の利用方法が不明確＞
大学院設置基準第14条に基づき、夜間、休日、夏季休暇等を
活用し補講等を行うこととしているが、土曜日以外も施設の利
用が可能であるかを明確にすること。

改善事項

11． ＜施設の内容が不明確＞
「特別研究」の際にインターネットを活用するとあるが、どのよう
なシステム（テレビ会議システム等）なのか説明すること。

改善事項

12． ＜研究科の英語名称が不明確＞
４つの分野（行政分野、企業分野、NPO、教育分野）に係る人
材養成を掲げている一方で、研究科等の英語名称にはその１
つの「Governance」だけが使用されているが、考え方を説明す
ること。

改善事項

13． ＜図書室の施設環境が不明確＞
「図書室（65.2㎡）には本研究科として必要な専門図書や学術
雑誌約１万冊」を備えているとあるが、物理的に図書が収納可
能かどうか、また、閲覧席を含めて学生の利便性が確保されて
いるのか不明確なため図面等を基に説明すること。

改善事項
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区分 大学・研究科等名

公立 島根県立大学大学院 【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． ＜ポリシーと教育課程との対応が不十分＞
ディプロマ・ポリシーに「過疎・高齢化が進展する中山間地域・
離島地域における健康課題を把握し」とあり、カリキュラム・ポリ
シーにおいてこれに対応する科目として「看護教育学研究」、
「保健医療福祉政策論Ⅱ」、「健康栄養特論Ⅱ」が設定されてい
るが、上記の点に対応した科目内容としては不十分である。ま
た、授業内容からは、「看護研究特論Ⅰ」も上記の点に即した
科目と見受けられる。これらの点を踏まえ、上記のディプロマ・
ポリシーとこれに対応するカリキュラム・ポリシー、授業科目、
及び授業内容との体系性を精査して明確に説明するか、ある
いは修正すること。

是正事項

２． ＜コア科目としての位置付けが不十分＞
「看護教育学研究」について、ディプロマ・ポリシーの「看護教育
学に精通」という点に対応したコア科目であるが、選択必修か
つ兼任教員での担当科目となっており、コア科目としては教育
体制が不十分であることから、当該科目については必修科目と
した上で、専任教員を配置するよう修正すること。

是正事項

３． ＜科目の内容が不十分＞
「精神看護学特論Ⅲ」のシラバスについて、単なる授業方法の
記載にとどまっており、明瞭な授業内容を表しているとは見受
けられないため、「授業科目の概要」に記載のある研究テーマ
に即した授業内容が記載されるよう修正すること。

是正事項

４． ＜ディプロマ・ポリシーの内容が不明確＞
ディプロマ・ポリシーに「看護学の発展に寄与」という記載と、
「看護教育学に精通」という記載が並記されているが、本学に
おける「看護学」と「看護教育学」の位置付けを明確に説明する
こと。

改善事項

【教員組織等】

特になし。

【名称、その他】

特になし。

平成３１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 名桜大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　国際文化研究科
　　国際地域文化
専攻（Ｄ）

１． ＜学位の英語名称が不明確＞
学位の名称について、「博士（国際地域文化）」としているが、
英語名称については「Doctor of philosophy」としており、「国際
地域文化」については英語名称にその要素が表れず日本語表
記と英語表記が必ずしも合致していない。例えば、「Doctor of
philosophy in ○○」とすることも考えられるが、英語表記に「国
際地域文化」の要素を含めないとする考え方について説明する
か、適切に修正すること。

改善事項

２． ＜修了要件が不十分＞
博士論文提出の要件が不明確なため、博士論文の質保証の
観点から、要件をより詳細に説明するか、審査内規等に詳細な
要件を定めること。

是正事項

３． ＜修士課程と博士後期課程の連続性が不明確＞
修士課程の言語文化教育研究領域及び社会制度政策教育研
究領域が博士後期課程と関連するとしているが、社会制度政
策教育研究領域については博士後期課程との関係が明示され
ておらず、教育課程からも関連が認められない。教育課程から
は言語文化教育研究領域が博士後期課程の基礎と考えられ
るが、博士後期課程のアドミッション・ポリシーでは、言語文化
教育研究領域を基礎とすることが明確であるとは言えない。言
語文化教育研究領域について、博士後期課程の基礎としての
位置付けが明確となるよう、修士課程と博士後期課程の接続
の説明及びアドミッション・ポリシーの記載を修正すること。

是正事項

４． ＜修士課程との連続性が不明確＞
特任教員以外の教員全員が修士課程の講義科目及び研究指
導を担当しており、修士課程から博士後期課程への連続性あ
る研究指導が可能との説明があるが、これらの教員はいずれ
も博士後期課程の科目を１科目しか担当しておらず、多くの科
目を担当することとなる他大学から採用予定の３名の教員が修
士課程の指導を行うかどうかは説明がない。修士課程からの
連続性ある教育・研究指導が十分になされるかが明確となるよ
う説明を追加するか、適切に改めること。

改善事項

５． ＜学生確保の見込みが不明確＞
入学定員を２名と設定しているが、修士課程在籍者に対するア
ンケートでは、進学に前向きな回答をしたのは「入学を検討す
る」と回答した１名のみであり、また、近隣に同分野の大学院が
既に設置されていることを踏まえると、定員を充足できる見込
みが十分か不明確である。継続して安定した入学者を確保で
きることについて、客観的なデータを追加する等により、改めて
説明すること。

改善事項

平成３1年度開設予定大学等　審査意見（第一次）
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６． ＜入学者受入れに際しての配慮が不明確＞
修士課程から博士後期課程において連続した教育を行うに当
たり、社会人や留学生など同大学に設置する修士課程以外か
ら入学する者については、入学後の学修に一定の配慮を行う
か、あるいは、博士後期課程の前提となる知識をアドミッショ
ン・ポリシーに明示するとともに、当該知識を十分に備えている
ことを入学試験で確認することが必要であると考えられるが、こ
れらの取組がなされる計画となっているか明確でない。社会
人・留学生等について、博士後期課程における円滑な学修が
図られるための方策を具体的に説明すること。

改善事項

【教育課程等】

特になし

【教員組織等】

７． ＜教員の年齢構成が不適切＞
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。

是正事項

【名称、その他】

８． ＜表記の単純な誤記＞
申請書に誤記等が散見されるため、適切に改めること。

是正事項
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区分 大学・研究科等名

私立 聖路加国際大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　公衆衛生学研究科
　　公衆衛生学専攻
（Ｄ）

１． ＜人材像、ディプロマ・ポリシーと教育課程が不整合＞
人材像として教育者や研究者の育成を示す一方で、ディプロ
マ・ポリシーの１つに「公衆衛生分野の実務家としての高い技
術と知識」を掲げており、説明が整合していない。また、本専攻
の教育課程では疫学・生物統計学に関する学修が中心となっ
ており、ディプロマ・ポリシーで示された公衆衛生分野の実務家
として求められる高い技術と知識が本専攻の教育課程で適切
に担保されるのか不明となっている。このため、養成する人材
像、ディプロマ・ポリシー及び教育課程が一貫性あるものとなっ
ていることを明確に説明すること。

是正事項

２． ＜学生確保の見通しが不明＞
学生確保の見通しについては、公衆衛生学専攻（専門職学位
課程）に所属する学生を対象とするアンケート結果を根拠に説
明しているが、本アンケートで対象とした全ての学生が本専攻
の出願要件を満たすのか不明である。このため、本アンケート
の調査対象の全学生が本専攻の出願資格を満たすことを明確
に説明するか、必要に応じて他の客観的根拠を用いて学生確
保の見通しがあることを説明すること。

改善事項

【教育課程等】

３． ＜履修指導の考え方が不明＞
本専攻の教育課程は全科目が必修科目になっているが、一部
の科目の履修要件として公衆衛生学専攻（専門職学位課程）
等での科目の履修を求めているため、履修要件を満たさない
学生がいた場合、どのような履修指導がなされるのか不明であ
る。このため、履修要件を満たさない学生への履修指導の方法
を明らかにすること。

是正事項

４． ＜アドミッション・ポリシーの記載内容の不備＞
アドミッション・ポリシーについて、申請書類上で記載がないた
め、適切に追記すること。

是正事項

５． ＜入学の出願資格が不明確＞
入学の出願資格に「３年以上の公衆衛生分野の実務経験を有
する者」とあるが、「公衆衛生分野の実務経験」という言葉が意
図する対象範囲が不明なため明らかにすること。

改善事項

６． ＜学位論文の審査基準が不明＞
学位論文の審査基準が不明なため明確に説明すること。

改善事項

審査意見（第一次）
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【教員組織等】

７． ＜専任疑義＞
専任性に疑義がある教員がいることから、教育研究上の責任
体制、管理運営への参加、勤務形態・処遇等において専任教
員としての位置付けを明確にした上で、教員組織全体の連携
体制を明らかにし、設置の趣旨・目的等を実現するための体制
として妥当かどうかについて、明らかにすること。

是正事項

８． ＜研究指導教員が不足＞
大学院設置基準に規定する教員の数が不足しており、法令に
抵触しているため、追加配置すること。

是正事項

【名称、その他】

特になし。
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区分 大学・研究科等名

私立
東京慈恵会医科大
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）

特になし。

【教育課程等】

１． ＜授業計画の明示が不十分なシラバス＞
「看護学特別研究Ⅰ・Ⅱ」のシラバスについて、各担当教員の
研究領域が示されていないため、学生が適切に授業計画を把
握できるようシラバスを修正すること。

改善事項

２． ＜演習科目の到達目標が不明確＞
各演習科目の到達目標に「システマティックレビューによる先行
研究の知見の統括・評価」とあるが、「システマティックレビュー
による」が意図する具体的な到達目標が不明確なため、明確
に説明すること。

改善事項

３． ＜履修指導の改善＞
３つの履修モデルについて、専門科目の履修に当たっては、看
護教育研究者、看護研究指導者及び看護管理者のいずれの
人材像の場合においても学生の希望する研究領域に応じて一
定の科目の選択ができることが好ましいと考えるが、履修モデ
ルで示された専門科目以外も履修可能であるのか不明なた
め、明確に説明すること。

改善事項

【教員組織等】

特になし。

【名称、その他】

特になし。

審査意見（第一次）
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区分 大学・研究科等名

私立 吉備国際大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　地域創成農学研究科
　　地域創成農学専攻
（Ｄ）

１． ＜博士課程における人材養成像が不明確＞
本専攻における人材養成像について、修士課程との違いが不
明確であるため、修士課程と対比して博士後期課程の人材養
成像や、具体的な進路を明確に説明すること。また、本専攻は
社会人の受入れも想定されるとあるが、社会人学生の履修内
容が不明確であるため、人材養成像を踏まえた社会人学生の
具体的な履修内容について、履修モデルや時間割も示して説
明するとともに、具体的な進路についても明確に説明すること。

是正事項

２． ＜学生確保の見通しが不明確＞
学生確保の見通しについて、農学部及び本研究科の修士課程
の充足状況が0.7倍を下回る中で、博士後期課程の定員が充
足できるかについての説明が不明確であるため、農学部及び
修士課程における定員充足に向けた対応方針や社会人学生
の受入れ見込みも具体的に示しつつ、博士後期課程の学生確
保の見通しを明確に説明すること。

改善事項

【教育課程等】

３． ＜論文審査方法が不明確＞
博士論文の審査方法について、論文の質が十分に担保されて
いるかが不明確であるため、下記の観点を踏まえて明確に説
明すること。
（１）博士論文の提出要件が不明確である。
（２）３名の審査員の具体的な要件・役割・選出方法、及び論文
の判定方法が不明確である。
（３）審査基準の内容が論文の質を十分に担保するものとなっ
ているか不明確である。
（４）審査後の博士論文について、法令に照らして要旨だけでな
く全文も公表することとなっているかが不明確である。

是正事項

４． ＜研究倫理教育の内容が不明確＞
研究の倫理審査体制について、申請書類上では臨床研究に関
する倫理指針が記載されているが、博士人材においては、研
究倫理に関する素養を身につけることが重要であるため、申請
書類上に研究倫理に係る内容を記載するとともに、規程等も添
付すること。

是正事項

【教員組織等】

５． ＜設置計画の一層の充実＞
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、具体的な対応について回答
すること。

改善事項

【名称、その他】

特になし。
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区分 大学・研究科等名

私立 京都産業大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　京都文化学研究科
　　京都文化学専攻
（M)

１． ＜通信教育課程として設置することの意義が不明確＞
通信教育課程の利点として、学生の学習において時間的・距離
的制約が少ない学習方法であることが挙げられるが、入学者と
して想定される者は大学の近辺である京都周辺に在住する者
を強く想定しているように見受けられ、また、社会人を中心に受
け入れるとの方針も踏まえれば、通学の夜間の課程として開講
することも想定されるところである。通学課程を開設せず、通信
教育課程として開設することの意義について、改めて具体的に
説明すること。

改善事項

２． ＜ディプロマ・ポリシーが不明確＞
ディプロマ・ポリシーにおいて、「学会に研究成果を発表する」
旨の記述があるが、修士の学位を授与する要件として修得す
べき能力の水準として十分かどうか不明確なため、当該能力を
ディプロマ・ポリシーとして設定することの考え方を説明するこ
と。

改善事項

３． ＜入学定員の運用方針が不明確＞
入学定員を10名と設定しており、入学者としては基本的に社会
人を想定しているが、基礎となる学部である文化学部京都文化
学科については入学定員が100名であり、修士課程が新たに
設置されるとなれば一定程度の進学希望者も出てくるものと思
われるところ、これらの学生の取扱いについては不明確であ
る。社会人及び基礎となる学部からの内部進学希望者が想定
されることも含め、入学定員をどのように運用するのか具体的
に説明すること。

改善事項

【教育課程等】

４． ＜研究に係るスケジュールが不明確＞
入学者選抜の際に、入学後の指導教員をある程度決定した上
で入学できるようになっているが、学生の研究テーマの設定の
方法及びその時期については特段の説明がない。社会人等、
様々な背景を有する多様な入学者を受け入れることを踏まえ、
これらのスケジュールを明示するとともに、どのように学生の就
学支援を行うのか、明確にすること。

是正事項

５． ＜授業の実施方法が不適切＞
京都文化特論演習Ⅳにおいて、２日間しか設定していない面接
授業の中で修士論文の中間報告会や公聴会・審査会を実施す
ることで、直接対面で研究指導を行う時間が不足するため、適
切に改めること。

是正事項

６． ＜シラバスの記述が不十分＞
シラバスで指定する教材について、科目によっては大量の教材
を記載する一方で履修上必須なのか参考なのかといった説明
がなく、また、一部の専門書等は入手が困難であることも想定
される。学生の学修上の利便性の観点から、シラバスで指定す
る教材に合わせて、重要度や入手方法等について明示するこ
とが望ましいので、必要に応じて修正あるいは追記すること。

改善事項
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７． ＜履修モデルが不十分＞
履修モデルについて、どのような背景の入学者を想定したもの
か、あるいは修了後の進路を想定したものかが明示されておら
ず、どのような学生に対して提示するモデルであるかが明確で
ないため、前提となる入学者の属性や進路の想定を具体的に
追記すること。

改善事項

８． ＜教育方法の実現可能性が不明確＞
スクーリングの中でフィールドワークを実施することとしている
が、実現可能性に疑義があるため、実施方法や実施回数等を
改めて説明すること。

改善事項

【教員組織等】

９． ＜教員負担の状況が不明確＞
教員負担の観点から、専任教員の科目の担当状況について、
文化学部における科目の担当状況も踏まえた上で、過度な教
員負担が生じていない教員体制となっているかについて明確に
説明すること。

改善事項

10． ＜設置計画の一層の充実＞
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、具体的な対応について回答
すること。

改善事項

【名称、その他】

11． ＜附置施設との関係が不明確＞
同大学内に設置する日本文化研究所において指導的役割を
担っている教員の多くは当該研究科の専任教員として就任予
定である旨の説明があるが、両組織の関係性については不明
確である。両組織にどのように教員を配置する計画なのか、学
内においてそれぞれどのような役割分担を行い、またどのよう
に連携していくのか、具体的に説明すること。

改善事項
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