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第一次専門審査（本年5月）及び第二次専門審査（本年8月）における意見

公私立大学の設置認可に係る審査意見

【 学部を設置するもの：５件 】

平成31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。

【 短期大学の学科を設置するもの：１件 】

【 大学院を設置するもの：２件 】



区分 大学・学部等名

私立 北海道医療大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　医療技術学部
　　臨床検査学科

１． ＜３つのポリシーが不明確＞
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、相当すると思われる記述はあるものの、具体
的に明示はされていないことから、３つのポリシーを明確に記
載すること。さらに、カリキュラムマップ等によりポリシーを踏ま
えた体系的な教育課程となっていることを示した上で、下記の
観点について説明するとともに、必要な修正を行うこと。
（1）「到達目標」として説明する事項について、「基礎的、先端
的研究を通して」との記載があるが、基礎的研究と先端的研究
には大きな隔たりがあり、身に付けさせる能力が不明確であ
る。
（2）設置の趣旨として「臨床現場において指導的役割を果たせ
る高度医療専門人」との説明があるが、教育研究上の到達目
標や教育課程においてこれに関連する記述が含まれておら
ず、整合していない。
（3）「教育研究上の到達目標」について、研究に関する要素に
ついての説明がない。

是正事項

２． ＜設置の趣旨・必要性が不明確＞
今回新たに学部を設置する必要性について、北海道において
臨床検査分野の人材を養成する私立大学がないことを理由と
して挙げているが、大学の所在する北海道には、臨床検査分
野の人材育成を行う専門学校が多数ある状況であり、また、人
口当たりの臨床検査技師数については、北海道は全国平均を
上回っている状況がある。地域において、新たに4年生大学に
おいて養成する当該分野の人材に対する需要が十分といえる
のか疑義があるため、本学科の定員設定が妥当であるかも踏
まえ、学生確保の見通しのより詳細な分析を行うなど、地域の
要請を踏まえた人材養成となっていることを明確にすること。

是正事項

【教育課程等】

３． ＜多職種連携教育の実施体制が不明確＞
教育上の特色として、同大学の設置する他の医療系学部・学
科との多職種連携が可能である旨の説明があるが、下記の観
点から当該特色を踏まえた教育課程となっているか不明確な
ため、具体的に説明するか、必要に応じて修正すること。
（1）カリキュラム上、1年次に配置する「多職種連携」、3年次に
配置する「チーム演習」があるが、それ以上の記述が見受けら
れないため、ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーが合
致しているか不明確。
（2）多職種連携の科目を1年次に配置しているが、当該科目が
医療を担う者の一員として他の医療関係職との連携に必要な
知識を学ぶ内容であることに鑑みれば、ある程度、臨床検査技
師として専門性を学習した上で実施することが適切と考えられ
るため、1年次に配当することが効果的であるか不明確。
（3）チーム医療の学習において、看護福祉学部との連携につ
いて言及はあるが、同大学が看護以外にも複数の医療職を養
成する教育課程を設置することに鑑みれば、看護以外の他の
学部も交えて加えることにより、更なる教育効果の向上を図る
ことが可能と考えられるが、看護以外の学部との連携について
は言及がない。

是正事項
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４． ＜実習時における個人情報の取扱いの指導体制が不明確＞
特に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るが、申請書類上に
本指導体制について十分な説明がされていないことから、実習
要項や誓約書等も示した上で、明確に記載すること。また、記
載に当たっては、学生のＳＮＳ利用に関する注意喚起・指導等
に係る内容も踏まえて記載すること。

是正事項

５． ＜科目配置が不適切＞
　専門科目に基礎数学・化学・生物学が配置されているが、科
目の内容としては高校で当該分野の科目を履修していない学
生向けの科目であり、専門科目として配置するのは適切でない
と考えられるため、科目区分を見直すか、科目内容を改めるこ
と。

是正事項

６． ＜人材養成像に対応した科目が不明確＞
世界に向けた人間力育成との記述があるが、教育課程上、具
体的な科目が配置されているかが不明確なため、当該能力に
ついてどの科目でどのように身に付けさせるのか説明するこ
と。

改善事項

７． ＜教員配置が不明確＞
実習科目を中心として、学生を小グループに分けて学習を行う
など、少人数教育を行う旨の説明があるが、1学年60人の学生
を30人に分けて、更に少人数でグループワークを行うといった
科目を設定していることも踏まえ、現在の教員で十分に実現可
能かどうか懸念がある。少人数で実施する科目の実習の体制
やスケジュール等が十分実現可能かどうか、具体的に説明す
ること。

改善事項

【教員組織等】

特になし
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【名称、その他】

８． ＜入学者選抜の方法が不明確＞
入学試験の実施に関し、下記の観点が不明確なため、具体的
に説明するか、入試の実施方法を適切に改めること。
（1）アドミッション・ポリシーにおいて、基礎的学力、協調性、コ
ミュニケーション能力を備えた学生を受け入れる旨の説明があ
るが、一般入学試験、センター試験利用入学試験入試は学力
試験のみを課しており、当該能力を測ることが可能か不明確で
ある。
（2）一般入学試験、センター試験利用入学試験は数学又は国
語の選択制となっているが、数学は教育課程における学修の
前提となるものであり、入学前に基礎的な学力を確認するた
め、入学試験においては必須とすべきであると考えられる。

是正事項

９． ＜編入学生の受入体制が不明確＞
編入学を実施する旨の説明はあり、また、4年制大学卒業者を
受け入れる履修モデルが説明されているが、具体的にどのよう
な学生を受け入れ、どのような教育を行うのかについては不明
確である。編入学の対象となる学生や、定員の運用について
の考え方を明確にするとともに、編入学者を受け入れた後どの
ような配慮を行うのか、具体的に説明すること。

是正事項
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区分 大学・学部等名

私立
北海道医療大学

【大学等の設置の趣旨・必要性】

　医療技術学部
　　臨床検査学科

１． 【第一次審査意見１の回答について】
<教育研究上の到達目標が不明確>
「教育研究上の到達目標」について、学生と教員のどちらに言
及するものか不明確であるため、明確に説明すること。また、
学生についての記述である場合は「⑤臨床検査関連学会にお
いて、年１回以上の研究成果発表を行う。」「⑥研究成果を学会
発表や論文を通して社会に還元し、臨床検査の発展に貢献す
る。」という目標について、その到達時期を明確に説明するこ
と。

改善事項

【教育課程等】
特になし。

【教員組織等】

特になし。

【名称、その他】

２． 【第一次審査意見８の回答について】
＜入学者選抜の方法が不明確＞
アドミッション・ポリシーに定められた能力のうち、基礎的学力を
測る方法については説明されたものの、協調性、コミュニケー
ション能力を測る方法については依然として不明確である。協
調性、コミュニケーション能力を測る方法について具体的に説
明するか、実施方法を適切に改めること。

是正事項

平成３１年度開設予定大学等　審査意見（第二次）

審査意見（第二次）
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区分 大学・研究科等名

私立 田園調布学園大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　人間科学部
　　共生心理学科

１． ＜学部設置の趣旨、３つのポリシー、名称及び教育課程等の
関係性が不明＞
人間科学部の全体の趣旨、３つのポリシーや将来構想を明確
にした上で、既設の他学科との違い・関係性について、対比す
る方法によって明確に示すこと。また、「共生心理学」の定義が
不明確であるため、特に「共生」の定義を明らかにし、既設学部
との違いを踏まえ、人材養成像や学部学科の名称（英語表記
も含め）、ディプロマ・ポリシー、及び教育課程が体系的に設定
されているかについて、以下の点も踏まえて明確に説明するこ
と。

是正事項

（１）本学部では、公認心理師以外に社会教育主事補の資格取
得も予定されるが、本資格が取得できる教育課程・教員体制と
なっているかを、明確に説明すること。
（２）人材養成像や主たる学問分野において、心理学に並んで
「生涯学習に係る知識・技術」が位置付けられているが、教育
課程や教員組織上で、本分野が心理学分野と同等の充実した
体制とは見受けられない。もし生涯学習を心理学分野と同等に
位置付ける趣旨であれば、本学部における「生涯学習」の位置
付けを教育課程や教員組織との体系性を踏まえて明確に説明
するか、適切に改めること。
（３）本学部の「共生」という理念を踏まえた人材養成像やディプ
ロマ・ポリシーに照らし、外国の言語や文化を学ぶ必要がある
が、教育課程上どの科目で担保されているか明確に説明する
か、必要に応じて適切な科目を設定すること。
（４）上記の体系性に即した教育課程の説明に当たり、授業科
目の概要が不明確なものがあるため、特に「基礎演習」、「人間
共生マインド実践講座」、及び「専門演習Ⅰ・Ⅱ」については、シ
ラバスを示した上で明確に説明すること。

２． ＜学部の理念と名称の関係が不明確＞
学部の理念として人間共生を掲げ、今後、地域共生に軸を置く
学部としていくのであれば、学部名称にも「地域」の要素を含む
べきであると考えられる。学部名称と理念との関係について明
示した上で、人間科学部という名称が適切か、考え方を明確に
説明すること。

改善事項

【教育課程等】

３． ＜演習科目の実施内容が不明確＞
「専門演習Ⅰ・Ⅱ」について、授業時間割からは、両科目は同
一の時間帯に同一の教員が担当することとなっている。対象年
次が３年と４年で分かれているが、本科目を同時に行うことが
可能であるかを明確に説明すること。また、本授業時間割に
は、「卒業研究」の記載がないため、卒業研究を加えた時間割
を示すこと。

改善事項

４． ＜アドミッション・ポリシーが不明確＞
アドミッションポリシーについて、学生に求める資質・能力を、明
確に説明すること。とりわけ、社会人入試については、「社会人
経験のある者を対象」とあるが、具体的にどのような経験を有
する者を対象とするのかが明確となるよう説明すること。

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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【教員組織等】

５． ＜実習科目に係る教員体制が不明確＞
実習科目について、臨床心理士の資格を有する３名の教員を
中心に実施するとあり、また、別途申請のある大学院の専攻に
おいても、同一の教員が重複して実習を担当することとなって
いる。実習に係る教員体制について、教員負担の観点から十
分に実習が行える体制となっているか不明確であるため、大学
院の状況も踏まえた本学部の実習に係る教員体制の妥当性を
説明し、必要に応じて適切に改めること。

是正事項

６． ＜特に実習科目に係る教員体制の将来構想が不明確＞
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、特に実習を担当する教員について、公
認心理師資格の取得の進展に併せ、本資格等の適切な資格
を有する教員を配置するなど、今後の採用計画や教員組織編
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． ＜学科名の英語表記が申請書類内で不整合＞
共生心理学科の英語名称について、基本計画書と設置の趣旨
等を記載した書類では記載内容が異なっているため、適切に
修正すること。

改善事項

８． ＜実験・演習教室の確保状況が不明確＞
校地校舎の図面からは、本学部専用としては研究室以外ほと
んどなく、他学部等との共用と見受けられるが、特に心理学実
験に係る科目をはじめとする実験・実習に必要な実験実習室を
確保できているかを明確に説明すること。

改善事項
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区分 大学・学部等名

私立 田園調布学園大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　人間科学部
　　共生心理学科

１． 【第一次審査意見１の回答について】
<学部設置の趣旨と教育課程等の関係性が不明>
既設の他学科との違いや「共生」の定義に関して一定の説明
はあるもののいまだ不明確であるとともに、「共生心理学」の定
義に関する明確な説明がなく、本学科の教育課程が共生心理
学を学ぶものとなっているかも依然として不明確であり、ディプ
ロマ・ポリシーに対しカリキュラムポリシーがどのように対応し、
教育課程が編成されているかも不明確である。共生心理学の
内容を明らかにしつつ、共生心理学をどのようにして学ぶの
か、また取得可能な資格とどのように関係しているのかを、対
応する科目を明らかにして具体的に説明するか、適切な学科
名称に改めること。

是正事項

【教育課程等】

特になし。

【教員組織等】

２． 【第一次審査意見６の回答について】
<記載内容の不整合>
新旧対照表に記載のある年齢構成の記載内容と専任教員の
年齢構成・学位保有状況の記載内容が一致しないため適切に
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（第二次）
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区分 大学・学部等名

私立 清泉女学院大学 【設置の趣旨・目的と教育課程が不整合】

　看護学部
　 　看護学科

１． ＜設置の趣旨・目的と教育課程が不整合＞
設置の趣旨・目的として、「看護基礎教育を超えて、21世紀の
ヘルス情報テクノロジーを駆使する時代に活躍する看護師」と
の記述があるが、養成する人材像や３つのポリシーにおいて
も、特段の関連する記述がなく、また、これに対応する科目も見
受けられない。３つのポリシーや養成する人材像等を整理した
上で、当該記述に対応する能力をどのように修得させるのか明
確にすること。

是正事項

２． ＜アドミッション・ポリシーと入試が不整合＞
アドミッション・ポリシーに掲げる「看護学の基礎」等の資質・能
力に対し、各入試区分においてどのように測るかについての説
明がない。特に社会人、留学生については学科試験を課して
おらず、教育課程における学習の前提となる学力をどのように
測るか不明確である。各入試区分の選抜方法が、アドミッショ
ン・ポリシーに対応したものであることが明確となるよう説明す
ること。

是正事項

３． ＜ディプロマ・ポリシーと教育課程が不整合＞
ディプロマ・ポリシーにおいて多文化理解等を掲げているが、当
該能力を修得するための「文化共生論」等の科目はいずれも選
択科目となっている。これらの能力を十分修得できる教育課程
となっているか不明確なため、どのような科目によりどのように
学生に身に付けさせるのか、具体的に説明すること。

是正事項

４． ＜学生確保の見通しが不十分＞
学生確保の見通しについて、既設学部が過去数年にわたり大
きく定員割れしていたことや、一方で、平成30年度入試では入
学志願者・入学手続をした者が定員を上回ったことに関する分
析がなされていない。これらの分析を追加した上で、改めて学
生確保の見通しを説明すること。

改善事項

【教育課程等】

５． ＜科目等の区分が不明確＞
専門教育科目を「人と健康」「健康と生活支援」「発達・健康・生
活に応じた支援」「場に応じた包括支援」という4つに区分してい
るが、当該科目区分の考え方についての説明がない。また、カ
リキュラム・ポリシーにおいて「高校から大学教育への円滑か
つ効果的学習導入のための科目構成」などの区分もあるが、
先述の４つの区分との関係も説明がない。このほか、教員の領
域として基盤、成長、包括の３つの看護学領域が示されている
が、当該領域と各科目あるいは科目区分との関係についても
説明がない。これら複数の区分がどのように関係しているのか
説明するとともに、必要に応じ区分を見直し、整理すること。さ
らに、教育課程の体系性が明確になるように、カリキュラムマッ
プ等により各区分と科目の関連を説明すること。

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）
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６． ＜授業科目の内容と開設時期が不適切＞
人材養成像に「地域と国際社会の人々の健康及び福祉の充実
と向上に貢献しうる看護専門職者の育成」とあり、地域を重視
するとあるが、そのために必要となる基礎的な科目が開講され
ていないと考えられる。例えば、「地域看護学概論」が開講され
ているが、配当年次は３年次で応用的な学修を行う内容となっ
ており、体系的な教育課程として不十分であることから、教育
課程を適切に改めること。

改善事項

７． ＜シラバスが不適切＞
母性看護学に関連する科目のうち、「ウィメンズヘルス看護学
演習Ⅱ」のみ、科目の目的・目標において「周産期」という表記
を使用していないが、考え方を説明するとともに、必要に応じ適
切な表記に改めること。

改善事項

８． ＜授業科目の体系性が不明確＞
４年次前期に開設する「研究Ⅰ：理論と方法」、及び4年次通年
科目である「研究Ⅱ：看護研究」について、それぞれの科目内
容を踏まえれば、研究Ⅰにより研究の理論や方法を学習した
上で、その後、研究Ⅱにおいて実践を行うことが適切と考えら
れる。当該２科目と、４年間の学習のまとめとして４年次後期に
ゼミを実施する「総合ゼミナール」も含めた合計３科目につい
て、時期を重複して学習する必要性を説明するか、開設時期を
適切に改めること。

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 清泉女学院大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　看護学部
　 　看護学科

１． 是正事項

平成３１年度開設予定大学等　審査意見（第二次）

審査意見（第二次）

【第一次審査意見１の回答について】
＜人材養成像と３つのポリシーとの対応関係が不明＞
人材養成に係る説明として「情報を批判的に考え、根拠に基づ
いて判断し、情報による新しい知見を活用して自ら学びを追求
できる力を持つ看護師を育てる」と修正されたが、養成される看
護師がどのような能力を有して「基礎教育を超えた看護実践力
を培う看護学士」となっているか、また、人材養成像と３つのポ
リシーとの対応関係が依然として不明である。
また、養成する看護師像に対応し、クリティカルシンキング教育
に取り組むとあるが、クリティカルシンキングに関係する科目に
ついて、「特化科目」や「焦点科目」の考え方や、ディプロマ・ポ
リシーやカリキュラム・ポリシーにどのように対応しているかの
考え方が不明確である。加えて、別途カリキュラムマップが示さ
れたが、例えば「看護プロフェッショナルⅡ」については、設置
の趣旨等を記載した書類では「クリティカルシンキング特化科
目」と位置付けられているが、カリキュラムマップ上では、クリ
ティカルシンキング教育に対応したディプロマ・ポリシー（看護
実践力）に位置付けられておらず、また、看護実践力に関する
科目配置の表（添付資料４）においては、当該科目は「クリティ
カルシンキング焦点科目」と位置付けられている等、申請書類
間で整合が図られていない。
これらを踏まえ、以下の点に対応して人材養成像と３つのポリ
シーの相当性について、必要に応じて修正を行い、明確に説明
すること。
（１） ３つのポリシーについて、申請書類上で並記するのみでは
なく、ディプロマ・ポリシーの項目との対応状況も明確に示した
上で、本学科で養成される看護師がどのような能力を有して
「基礎教育を超えた看護実践力を培う看護学士」となるかを明
確にすること。また、人材養成概念図（添付資料２）に記載され
た「共感力」が、ディプロマ・ポリシーにどのように反映されてい
るか不明確なため、明確にすること。
（２） クリティカルシンキングに関する科目について、「特化科
目」や「焦点科目」の考え方や教育効果を示した上で、ディプロ
マ・ポリシーやカリキュラム・ポリシーとの対応状況を明確にす
ること。
（３） カリキュラムマップについて、カリキュラム・ポリシーとの対
応状況も加えた上で、申請書類間で不整合となっているものは
適切に改めること。

- 10 -



区分 大学・学部等名 審査意見（第二次）

２． 【第一次審査意見３の回答について】
＜ディプロマ・ポリシーと教育課程が不整合＞
ディプロマ・ポリシーの「多文化理解等」に対応する科目として、
「文化共生論」は選択必修科目の一つに位置付けられている
が、多文化理解に関する能力を修得するに当たっては必須の
科目と見受けられるため、当該科目は必修科目に位置付ける
こと。また、「多文化理解等」に対応する科目として、「災害看護
学Ⅰ」を挙げているが、授業内容は災害看護に関するものであ
り、多文化理解に対応する科目とは認められないため適切に
改めるとともに、授業内容からは「国際保健」や「国際看護学概
論・演習」も「多文化理解等」に対応する科目とも見受けられる
ため、「多文化理解等」に係るディプロマ・ポリシー、カリキュラ
ム・ポリシー及び教育課程について整理し、必要に応じて対応
する科目の位置付けを見直すこと。

是正事項

【教育課程等】
３． 【第一次審査意見５の回答について】

＜科目等の区分が不明確＞
専門教育科目の４つの区分について、区分の考え方の説明を
求めたが、「看護の概念構成が『人』、『環境』、『健康』、『看護』
からなる」との説明に留まっており、看護の概念構成を踏まえた
専門教育科目の４つの区分の考え方の説明が未だされておら
ず、また、４つの区分とカリキュラム・ポリシーとの関連性につ
いても専門教育科目と対応する区分が示されたのみで、関連
性の考え方が示されていないため、４つの区分の妥当性やカリ
キュラム・ポリシーとの関係性、整合性について依然として不明
確であることから、改めて明確に説明し、必要に応じて適切に
改めること。
また、教員組織の専門領域については、８つの領域に整理さ
れ、「基盤基礎看護学」領域の教育内容は「看護教育の基盤の
形成に関わる教育内容」とあるが、対応する「人と健康」及び
「健康と生活支援」の区分において、これを学ぶ科目体系・教
員体制となっているか不明確であるため、明確に説明するとと
もに、「国際・災害看護学」領域については、領域の内容が災
害看護に偏っており、対象地域も国内外となっていることから、
国際看護に関する内容を教授する領域となっているかを明確
に説明し、対応する「場に応じた包括的支援」の区分において、
これを学ぶ科目体系・教員体制となっているか明確に説明する
こと。

是正事項

４． 【第一次審査意見８の回答について】
＜書類間の不整合及び授業科目の概要が不適切＞
「研究Ⅰ：理論と方法」の配当年次が３年次に改められたが、カ
リキュラムマップ上では配当年次が４年次となっており整合して
いないため、改めること。また、「研究Ⅰ：理論と方法」と「研究
Ⅱ：看護研究」について、授業科目の概要の科目の目的が同
様の記載内容となっているため、内容の違いが明確になるよう
改めること。

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 岐阜経済大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　看護学部
　　看護学科

１． ＜学生確保の見通しが不明確＞
学生確保の見通しについて、本地域に看護学部を設置する必
要性のエビデンスとして、岐阜県内大学の看護系学部の志願
状況（県の合計）については説明されているが、近隣の大学の
看護学部別の充足状況についても併せて説明すること。

改善事項

【教育課程等】

２． ＜人材養成像と取得資格の対応関係が不明確＞
保健師教育課程を選択する学生は、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、養護教諭二種
免許状を申請できる。貴学の教育目的である「地域に有為の人
材を養成」に照らすと、学生の進路として養護教諭も想定され
得ると考えられるが、申請書において取得可能な資格として明
示されていないことから、その理由を明確に説明するか、ある
いは取得可能な資格として追加すること。なお、取得可能な資
格として追加する際には、「日本国憲法」に係る科目が教養科
目として他学部から履修できる体制になっているかについても
併せて説明すること。

改善事項

３． ＜科目の内容が不明確＞
「地域医療活動論」について、地域医療のための特色あるコア
科目として位置付けられているが、授業形態が講義・演習・実
習と多岐にわたっていることから、本科目において講義・演習・
実習をどのように体系的に実施することとしているのかを含
め、講義内容の詳細についてシラバスも示して明確に説明する
こと。

改善事項

４． ＜入学者選抜の実施方法が不明確＞
入学定員80名のうち半数の40名が推薦入試による選抜となっ
ており、また、推薦入試は指定校と公募による区分があるが、
区分ごとの募集人数が不明確である。選抜方法は推薦入試・
一般入試・大学入試センター試験利用入試とあるが、それぞれ
の選抜方式の定員設定について、どのような考え方によるもの
なのか、アドミッション・ポリシーにおいて学生に求める資質・能
力の観点も踏まえ、明確に説明すること。
また、一般入試・大学入試センター試験利用入試は学力入試
のみが課されていることから、アドミッション・ポリシーにおいて
学生に求める資質・能力を測ることができる選抜方法であるか
についても明確に説明すること。

改善事項

５． ＜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、注意事項や誓約書等に
本内容に係る記載を追加すること。

改善事項

平成３１年度開設予定大学等　審査意見（第一次）

審査意見（第一次）
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【教員組織等】

６． ＜教員配置が不十分＞
本学科においては専門科目を分野ごとに配置しており、各分野
には教授又は准教授が最低１人以上配置されているが、小児
看護学分野においては講師２名のみの配置となっている。本分
野においても、他分野と同様に重要な演習・実習科目が配置さ
れており、本分野における専任教員体制の充実を図る観点か
ら、最低１人以上の教授又は准教授を配置すること。

是正事項

７． ＜教員の年齢構成が不適切＞
教員の年齢構成が高齢に偏っており、教員組織の適切な将来
構想を検討する必要があるが、申請書では後任の補充は公募
等によって行うとの説明にとどまっていることから、教育研究の
継続性を踏まえ、若手教員の採用計画や、計画的な教員の補
充計画などの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】

特になし。
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区分 大学・学部等名

私立 岐阜経済大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　看護学部
　　看護学科

１． 【第一次審査意見１の回答について】
＜学生確保の見通しの説明が不十分＞
近隣大学の充足状況について、愛知県内の大学は示された
が、本学が位置する岐阜県内の大学に係るものが示されてお
らず、近隣大学の充足状況の説明としては不十分であるため、
岐阜県内の大学の看護学部別の充足状況も示して、学生確保
の見通しについて改めて説明すること。

改善事項

【教育課程等】

特になし。

【教員組織等】

２． 【第一次審査意見６の回答について】
＜教員配置が不十分＞
小児看護分野への教授又は准教授の配置について、隣接分
野である母性看護分野の教授及び准教授が配置されたが、小
児看護分野を専門とする教授又は准教授は配置されておら
ず、本分野の専任教員体制の充実化が図られているとは認め
られないため、小児看護分野に本分野を専門とする教授又は
准教授を最低１人以上配置すること。

是正事項

【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（第二次）

審査意見（第二次）
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区分 大学・学部等名

私立 名古屋女子大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　健康科学部
　　健康栄養学科

１． ＜学部設置の目的が不明＞
健康科学部の設置目的の説明が単に健康栄養学科と看護学
科それぞれの設置目的の説明にとどまっており、どのような目
的により健康栄養学科と看護学科で構成される健康科学部を
設置するのか不明なため、学部設置の目的を明らかにするこ
と。【２学科共通】

是正事項

【教育課程等】

２． ＜医療施設との連携体制が不明確＞
本学科では、医療機関で活躍できる管理栄養士を養成する観
点から、医療施設との連携も密にし、名古屋記念財団との連携
も行うとあるが、本学科と本財団との連携内容が不明であり、
教育課程上どのように反映されているのかも不明確である。さ
らに、本財団の関係病院のみで160名の学生を受け入れられる
のかも不明確である。本財団との協定書上でも別途設置の看
護学科との連携に係る記載のみとなっていることから、本学科
が医療施設との連携を十分に行える体制となっているかにつ
いて明確に説明するとともに、教育課程上反映されていること
も明らかにすること。

是正事項

３． ＜ディプロマ・ポリシーの記載内容が不明確＞
ディプロマ・ポリシーについて、学部では学力の３要素によって
構成されている一方、各学科では達成目標と学修成果に分け
て記載されており、対応関係が不明確なため、各学科における
ディプロマ・ポリシーの記載の妥当性を説明するか、卒業時に
修得する能力を学生に分かりやすく記載する観点から、必要に
応じて内容を修正すること。【２学科共通】

改善事項

４． ＜卒業後の進路の見通しが不明確＞
本学科では、食支援の観点から、口腔・歯科領域についても学
修するとあるが、卒業後進路として、口腔・歯科に関係する介
護老人保健施設や、歯科医院への就職が増加する見通しと
なっているかが不明確であるため、具体的なニーズも示して説
明すること。

改善事項

５． ＜授業科目の内容が不明確＞
「栄養教育論」及び「栄養カウンセリング論」について、科目名
称に照らして適切な授業内容となっているか不明確であるた
め、両科目の授業内容について、詳細を示して明確に説明あ
るいは適切に改めること。

改善事項

６． ＜履修登録上限が不明確＞
履修科目の年間登録上限の取扱いが申請書類上で明確に確
認できないため、本学の履修上限について明確に説明するこ
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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【教員組織等】

７． ＜教授数が不足＞
大学設置基準に規定する教授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

８． ＜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
から専任教員の教育研究上、支障がないかを説明すること。

改善事項

【名称、その他】

９． ＜学則の記載が不適切＞
学則に記載される本学科の教育目的が、既設の食物栄養学科
の内容と同一であり、教育目的として不適切であるため、本学
科の設置の趣旨や人材養成像を踏まえて適切に修正するこ
と。

是正事項
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区分 大学・学部等名

私立 名古屋女子大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　健康科学部
　　看護学科

１． ＜学部設置の目的が不明＞
健康科学部の設置目的の説明が単に健康栄養学科と看護学
科それぞれの設置目的の説明にとどまっており、どのような目
的により健康栄養学科と看護学科で構成される健康科学部を
設置するのか不明なため、学部設置の目的を明らかにするこ
と。【２学科共通】

是正事項

２． ＜設置の趣旨・目的、養成する人材像、ポリシー及び教育課程
のつながりが不明＞
設置の趣旨・目的、養成する人材像、ポリシー及び教育課程の
つながりが不明なため、次の点に留意しつつ、明らかにするこ
と。

是正事項

（１）学部設置の必要理由として「地域完結型」医療を意識した
人材養成が示されているが、どのような学修により「地域完結
型」医療に必要な知識を身に付けるのか不明なため、明らかに
すること。

（２）看護学科は、大学の伝統と歴史的背景をもった健康栄養
学科との連携により「食」という観点からも総合的な理解が得ら
れる利点があるとのことだが、この利点が教育課程上、どのよ
うに反映されているのか不明なため、「学科間連携科目」の位
置付けとともに明らかにすること。

（３）育成する能力・資質に掲げられた２つの期待される資質が
３つのポリシーとどのようにつながるのか不明なため、明らか
にすること。

（４）設置の趣旨・目的、養成する人材像、ポリシー及び教育課
程が一貫性をもった構想であることを俯瞰（ふかん）的に確認
できる図表（カリキュラムマップ）等を作成すること。

【教育課程等】

３． ＜履修方法が不明確＞
保健師課程を履修するための条件として、２年次終了までに必
要な必修科目を履修していることが示されているが、具体的な
科目名の説明がないため、履修方法が不明確となっている。こ
のため、保健師課程を履修希望する場合の要件を明確に説明
すること。

是正事項

４． ＜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。

是正事項

（１）担当教員と実習先指導者の連携により、領域ごとの教育
目的が達成されるよう実習を計画するとのことだが、実習の具
体的な実施計画が不明なため、明確に説明すること。

平成３１年度開設予定大学等　審査意見（第一次）
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（２）育成する能力・資質の１つに、専門職連携を意識した看護
の実践を示しているが、この能力を実習等でどのように身に付
けるのか不明なため、明らかにすること。

（３）「設置の趣旨等を記載した書類」の参考資料として提出さ
れた臨地実習計画表が不鮮明であり、正確に確認することが
困難なため適切に修正すること。

（４）各実習についての説明が到達目標にとどまっており、それ
らの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。

５． ＜ディプロマ・ポリシーの記載内容が不明確＞
ディプロマ・ポリシーについて、学部では学力の３要素によって
構成されている一方、各学科では達成目標と学修成果に分け
て記載されており、対応関係が不明確なため、各学科における
ディプロマ・ポリシーの記載の妥当性を説明するか、卒業時に
修得する能力を学生に分かりやすく記載する観点から、必要に
応じて内容を修正すること。【２学科共通】

改善事項

【教員組織等】

特になし。

【名称、その他】

特になし。
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区分 大学・学部等名

私立 名古屋女子大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　健康科学部
　　健康栄養学科

特になし。

【教育課程等】

【第一次審査意見２の回答について】
＜特別研修に関する教育課程上における位置付けが不明確
＞
本学科における医療施設との連携状況については確認がされ
たが、名古屋記念財団が経営する新生会第一病院との連携に
ついては、「管理栄養士特別研修」により実施するとあるが、教
育課程上における本研修の位置付けが不明確であるため、関
係科目との具体的な対応状況を学生に分かりやすく明確にす
ること。

改善事項

【第一次審査意見３の回答について】
＜ディプロマ・ポリシーと教育課程が不整合＞
ディプロマ・ポリシーについて、口腔分野に係る内容が「咀嚼、
嚥下口腔健康管理に関する知識を修得し、嚥下リハビリ指導を
行うことができる」と改められたが、本分野に関する必修科目は
「口腔健康管理学」のみであり、授業内容は「口腔ケアを実践
するための基礎的知識を習得する」に留まっていることから、本
分野の発展・応用的な内容を学ぶ教育課程とはなっておらず、
ディプロマ・ポリシーに記載の能力を修得する科目配置として
は不十分であるため、ディプロマ・ポリシーと教育課程の整合を
図るよう改めること。

是正事項

【教員組織等】

特になし。

【名称、その他】

特になし。

平成３１年度開設予定大学等　審査意見（第二次）
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区分 大学・学部等名

私立 名古屋女子大学 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　健康科学部
　　看護学科

【第一次審査意見２の回答について】
＜設置の趣旨・目的、養成する人材像、ポリシー及び教育課程
のつながりが不明確＞
設置の趣旨・目的、養成する人材像及びポリシーと教育課程の
つながりが依然として不明確なため、以下の点について対応す
ること。

是正事項

（１）卒業要件上、「専門科目Ⅲ」区分では選択科目を7単位以
上修得することとなっているが、健康栄養学科との連携による
教育を特色とする本学の設置の趣旨・目的等の実現のため
に、当該選択科目についてどのように履修指導するのか不明
である。また、本学科の設置の趣旨・目的等の特色を踏まえれ
ば、保健師コースの学生も「学科間連携科目」区分の科目を履
修することが望ましいと考えられるが、履修モデルを見てもこれ
らの科目を履修しないこととなっている。このため、本学科の設
置の趣旨・目的、養成する人材像及びポリシーを実現するため
の教育課程が体系的に編成されていることを改めて説明した
上で、「専門科目Ⅲ」区分における選択科目の履修指導の考え
方を明確に説明すること。加えて、「学科間連携科目」区分の各
科目について、看護学科及び健康栄養学科の両学生が同時
期に履修できる適切な授業計画となっているかについても明ら
かにすること。

（２）卒業要件として「専門科目Ⅲ」区分で20単位以上修得する
ことを求めている一方で、示された看護師コースの履修モデル
では当該区分からは17単位の修得となっており、卒業要件を満
たしていない。これを修正しようとしても履修科目の登録上限
（年間48単位）、過密な時間割による学生の負担及び教育課程
の体系性を踏まえれば、「専門科目Ⅲ」区分に不足する3単位
を単に追加することはできない。このため、履修科目の登録上
限、学生の負担及び教育課程の体系性に留意しつつ、科目の
配当年次など教育課程全体を見直し、修正すること。

【教育課程等】
【第一次審査意見４の回答について】
＜一部の実習の実施計画が不明＞
多くの実習の具体的な実施計画は示されたが、「看護の総合と
実践実習」（必修科目）の七栗記念病院以外での具体的な実習
内容が示されず、未だ明らかになっていないため、明らかにす
ること。また、七栗記念病院での実習では、看護学科学生2名と
健康栄養学科学生2名が1グループとなって実習をする計画と
なっているが、本科目に対応する健康栄養学科の「栄養管理
の統合と実践実習」が選択科目となっており、健康栄養学科学
生の人数が適切に確保されているのか不明なため、併せて回
答すること。

改善事項

平成３１年度開設予定大学等　審査意見（第二次）
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区分 大学・学部等名 審査意見（第二次）

【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 札幌大学女子短期大学部 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　こども文化学科 １． ＜設置の趣旨の根拠が不明確＞
設置の趣旨として、地域社会における今日的ニーズを把握した
人材の養成を目的とする旨の説明があるが、子育て支援の人
材育成がこの地域にとって課題であり、必要とされていることが
明確でないので、客観的なデータを提示した上で、明確にする
こと。
また、建学の精神や教育上の方針・理念、養成する人材像を
踏まえ、男子学生の入学を認めることの趣旨を明確にするこ
と。さらに、男子学生についてどのような人材像を掲げ、どのよ
うな教育・指導を行うのか、どのような就学上の配慮を行うのか
明確にすること。

是正事項

２． ＜卒業生に対する社会的なニーズが不明確＞
卒業生に対するニーズについては、地域内のニーズが示され
ておらず、需要についての十分な説明があるとは言えない。客
観的なデータを示した上で説明すること。

是正事項

３． ＜学生確保の見通しが不明確＞
資料を様々示しているが、学生確保のアンケートについて、継
続的・安定的な見通しを示したことになるのかが不明確である
ため、学生確保の説明を充実すること。

改善事項

４． ＜学生確保の見通しが不明確＞
学科の新設により北海道の高等教育の進学に寄与するとの説
明があるが、具体的にどのように寄与するのか、潜在的進学者
の発掘がどのように見込まれるのか、客観的なデータや、大学
として実施し得る対策も示した上で、考え方を説明すること。

改善事項

【教育課程等】

５． ＜科目の履修区分が不適切＞
「保育原理」「乳児保育Ⅰ・Ⅱ」「こども家庭福祉」「社会的養護
Ⅰ・Ⅱ」については、教育上の目的と照らし合わせると、選択科
目としていることが適切ではないので、必修に改めた上で、主
要な科目として専任教員を配置すること。

是正事項

６． ＜科目の内容が不適切＞
「ビジネスマナー概論」については、授業の内容が短期大学教
育にふさわしい内容となっていないと思われるため、適切に改
めること。

是正事項

７． ＜科目の区分が不適切＞
「子育て支援」「教育相談の理論と方法」については、科目内容
に鑑み「こどもを理解する」というよりは、「親の理解と親への支
援」の観点が大きい側面もあるため、当該分類とすることが適
切かどうか不明である。考え方を明確に説明するとともに、必
要に応じて区分を修正すること。

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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８． ＜授業科目の概要が不明確＞
「幼児音楽Ⅱ」の講義等の内容に記載されている「保育内容の
指導法（音楽Ⅰ）」が授業科目として見受けられないため、講義
等の内容を適切に改めること。

改善事項

【教員組織等】

９． ＜教員の配置が不適切＞
必修である「保育内容総論」「保育カリキュラム論」については、
本学科の教育課程において主要な科目と思われるが、専任で
はなく兼任教員等が担当することとなっている。主要な科目は
専任が担当すべきと考えられるところ、教員配置を適切に見直
すこと。

是正事項

10． ＜専任教員が不足＞
短期大学設置基準に照らして、専任教員数が不足しているの
で適切に補充すること。

是正事項

11． ＜計画を履行する体制が不明確＞
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

12． ＜シラバスが不適切＞
シラバスにおいて、成績評価に平常点を評定に加えている場
合は、評価基準を明確にすること。

是正事項

【名称、その他】

13． ＜学生への配慮が不明確＞
学外実習や就職等、学生が学外に出て社会に接するに当た
り、男女共学の学科である一方で大学名称が「女子短期大学」
を冠することが学生にとって障壁とならないように社会に発信
する必要があると思われるが、大学としてどのようなことを想定
し、具体にどのような配慮を行うのか説明すること。

是正事項

14． ＜学科名称が不適切＞
学科名称に「こども文化」を冠しているが、「こども文化」の定義
が不明確であるほか、「こども文化」を学ぶ科目がないように思
われ、英語名称については、「文化」を意味する記載がない。こ
のため、学科名称が適切かどうか説明するとともに、必要に応
じて適切な名称に改めること。

是正事項
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区分 大学・学部等名

私立 札幌大学女子短期大学部 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　こども文化学科 １． 【第一次審査意見３の回答について】
＜学生確保の見通しが不明確＞
長期的・安定的な学生確保に向けて同一法人が設置する他大
学への編入学制度を設けているとの説明があるが、当該大学
には幼稚園教諭養成課程はなく、学位分野も本学科と異なって
おり、教育効果や円滑な大学への接続という観点から懸念が
ある。本学が考える編入学プログラムが適切なものであるか改
めて具体的に説明すること。

是正事項

【教育課程等】

２． 【第一次審査意見５の回答について】
＜教員の配置が不適切＞
「保育原理」「乳児保育Ⅰ・Ⅱ」「こども家庭福祉」「社会的養護
Ⅰ・Ⅱ」について、必修に改め、専任の講師・助教が配置されて
いるが、主要な授業科目については、原則として専任の教授・
准教授が担当するとする設置基準に適合するよう適切に改め
ること。

是正事項

３． 【第一次審査意見６の回答について】
＜科目の名称が不適切＞
「ビジネスマナー概論」について、科目概要が改められたもの
の、なお授業の内容が短期大学教育にふさわしい内容となって
いるか疑義があるため、適切な科目名称や内容に改めること。

是正事項

【教員組織等】

４． 【第一次審査意見９の回答について】
＜教員の配置が不適切＞
「保育内容総論」について専任の講師が配置されているが、主
要な授業科目については、原則として専任の教授・准教授を配
置するとする設置基準に適合するよう適切に改めること。

是正事項

平成３１年度開設予定大学等　審査意見（第二次）
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区分 大学・学部等名 審査意見（第二次）

【名称、その他】

５． 【第一次審査意見13の回答について】
＜学生への配慮が不十分＞
男女共学への理解を求める全学の取り組みについて一定の説
明はあるものの、学生募集の際、男女共学であることがどのよ
うに周知されるのか説明すること。

改善事項

６． 【第一次審査意見14の回答について】
＜学科名称が不明確＞
こども文化の定義について説明はあるものの、「文化」の定義
が多義的で依然として不明確であるとともに、教育課程上どの
科目がどのようにこども文化に関わっているのかなお不明確で
ある。また、英語名称については、「文化」を意味する記載が追
加されたものの、学科名称として適切かどうかの説明がないた
め、学科名称が適切かどうか改めて説明するとともに、必要に
応じて適切な名称に改めること。

是正事項
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区分 大学・研究科等名

私立 亀田医療大学大学院 【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・ポリシーが不明確＞
カリキュラム・ポリシーについて、教育課程の編成方針につい
ての記述となっていないため、適切に改めること。

是正事項

２． ＜アドミッション・ポリシーが不明確＞
アドミッション・ポリシーについて、教育・研究者コースの学生に
求める資質・能力を想定した記述がなされているか不明確なた
め、当該コースの学生を想定した内容を追記すること。

是正事項

【教育課程等】

３． ＜コースの設定が不明確＞
各コースの設定の考え方及び運営について、下記の観点から
不明確なため、具体的に説明すること。
（1）各コースについて、それぞれどのような教育を行い、どのよ
うな能力を養成していくかという観点から、具体的な違いが明
示されていないため、各コースを設置することの意図が不明
確。
（2）学生が入学後どの時期に各コースに分かれるのか、また研
究テーマの設定の時期の説明がないため、入学後、課程修了
までのスケジュールが不明確。
（3）学生の卒業後の進路の見通しが不明確。

是正事項

４． ＜入学者の設定が不明確＞
ウイメンズヘルス・助産学コースについて、当該分野の現場の
指導者等の養成を目指し、学生として助産師の有資格者と資
格取得志望者の両方を受け入れるとの説明があるが、資格に
関する知識・技術の有無、また現場経験の有無という大きな差
異のある学生を同時に受け入れることは、必要となる学習内容
が大きく異なることが想定され、円滑なコース運営の観点から
懸念がある。有資格者と資格取得志望者を入れることの目的
や教育上期待する効果、また、資格取得志望者に対する配慮
などを具体的に説明すること。
また、コースの目的を踏まえれば、助産師の有資格者のみを受
け入れることも考えられるところ、資格取得志望者も受け入れ
ることの意義や考え方を明確にすること。

改善事項

５． <入学定員の設定が不明確>
入学定員について、10名という必ずしも多くない定員を、専攻に
応じ更に細かく分けているが、各領域の募集人員の割合とアン
ケート結果が必ずしも整合していないように見受けられる。社
会的な需要を踏まえた入学定員の設定の考え方をそれぞれ明
確にすること。

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． <授業の実現可能性が不明確>
時間割例が示されているものの、特別研究や実習の時間につ
いては記載されておらず、夜間や土曜日にも授業を実施する
計画となっていることを踏まえれば、教員の配置の観点から、
実現可能な体制となっているか不明確である。時間割例に特
別研究・実習等について記述を追加するとともに、各実習の実
施計画を年間予定表等により明示した上で、実現可能な体制と
なっているかを説明すること。

改善事項

７． ＜コースの趣旨と科目が不整合＞
実践リーダーコースにおいて開設する実践看護学実習・演習に
ついては、臨床の実践的な能力の修得を目指すための内容で
なく、看護学教育の知識・手法等について学ぶ内容であるよう
に見受けられる。当該科目を配置する意図、目的、身に付けさ
せる能力を具体的に説明すること。

改善事項

８． ＜論文審査の方法が不明確＞
論文の審査について、論文審査委員における具体的な判定方
法が不明確なため、論文の質の担保の観点を踏まえ、明確に
説明すること。また、教授会における合否判定については、「無
記名で行う」との記載があるが、一般的には記名等により判定
者を明らかにして実施すると考えられることから、論文の質の
担保の観点を踏まえ、本大学院の教授会における合否判定の
妥当性を明確に説明すること。

改善事項

９． ＜教員負担の状況が不明確＞
教員の授業負担が多く、教員負担の観点から教員の教育研究
に支障がないか疑義があるため、教員ごとに学部科目の担当
状況も踏まえた本研究科における一週間の時間割を示し、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
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区分 大学・学部等名

私立
亀田医療大学
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． 【第一次審査意見１の回答について】
<各コースのディプロマ・ポリシーが不明確>
各コースの設定の考え方について、それぞれどのような教育を
行い、どのような能力を養成していくか、具体的な違いが依然と
して不明確であるため、各コースそれぞれのディプロマ・ポリ
シーを説明すること。また、その上でそれぞれのカリキュラム・
ポリシーやその履修科目の違いについて具体的に説明するこ
と。

是正事項

【教育課程等】
２． 【第一次審査意見３の回答について】

＜学生の卒業後の見通しが不適切＞
学生の卒業後の見通しの説明では、本学卒業生の進路が確
約されているかのような誤解を招く表現があるため、学生に対
し誤解を招くことのない記載に改めること。また、看護師の実践
リーダーについての社会的需要も明確にすること。

是正事項

３． 【第一次審査意見８の回答について】
＜論文審査の方法が不明確＞
論文審査においては、公開制の学内発表を経て、その合格可
否を判断することが一般的であると考えられるが、事前に実施
される非公開の審査に合格したもののみを学内発表会へ進め
ることの妥当性について説明すること。

改善事項

４． 【第一次審査意見９の回答について】
＜教員負担の状況が不明確＞
示された教員の時間割では、ほぼすべての教員が平日午前と
夜間、及び土曜日に授業を担当しており、依然として教員の教
育研究に支障がないか疑義がある。そのため、本研究科にお
ける教員ごとの一週間の時間割に学内会議等の学務に従事す
る時間も反映した上で、終業から翌日始業までの勤務間イン
ターバルについても考慮し、実質的に過度な教員負担が生じて
いないことを明確に説明するか、カリキュラムや教員配置を適
切に改めること。その際、時間割には平日と土曜日に同一の科
目が重複して記載されており、学生の履修状況によってはいず
れかの科目のみを担当する場合も想定されることから、実質的
な教員負担を踏まえて説明すること。また、学生向けの時間割
と教員の時間割について、学生向けの時間割には7時限目の
記載がなく、両時間割が整合していないため、適切に改めるこ
と。

是正事項

【教員組織等】

特になし。

【名称、その他】

特になし。

平成３１年度開設予定大学等　審査意見（第二次）
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区分 大学・研究科等名

私立 湘南医療大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　保健医療学研究科
　　保健医療学専攻
（Ｍ）

１． ＜主たる学問分野、研究領域、ポリシー、教育課程のつながり
が不明＞
「保健医療学」を「地域の保健・医療・福祉・教育に関する課題
の科学的探究と解明への方策の修得、及び疾病を伴う人々の
社会医療サービスの創造を目的とした実践の学問」と位置付け
ているが、具体的にどのような学問分野によって構成され、教
育課程上どのように学ぶのかが不明なため明確に説明すると
ともに、これに関連した以下の点にも対応すること。
（１）「保健医療学」と４つの研究領域との関係性が不明確であ
るため、各領域の特性に即して明確に説明すること。
（２）４つの研究領域について、それぞれ具体的にどのような学
問分野に沿って設定されているか明確にするとともに、助産学
領域以外の３領域について、特に「広域保健医療学領域」と他
の2つの領域の違いが不明確なため、それぞれの特色・違いに
ついても明確に説明あるいは修正すること。
（３）（２）を踏まえた上で、適切な教育課程が編成されているか
を明確に説明あるいは修正すること。

是正事項

２． ＜高度専門職業人としての人材養成像が不明確＞
「保健医療に係る高度専門職業人を養成する」とあるが、修士
課程で養成する高度な専門職業人を、本研究科では具体的に
どのように位置付け、教育課程上どのように必要な素養を身に
付けさせるのかが不明確なため、以下の点に留意して明確に
説明すること。
（１）入学者選抜について、一般的な学部学生も対象とすると見
受けられるが、特に保健医療の素養を十分有していない学生
について、どのように必要な素養を身に付けさせるのかが教育
課程上で不明確なため、体系的な教育方法について履修モデ
ルも活用して明確にすること。
（２）具体的な進路と、修士課程で培われる高度専門職業人とし
ての素養がどのように結びついているか明確にすること。

是正事項

【教育課程等】

３． ＜多職種連携に関係する科目内容が不十分＞
多職種間連携の相互理解を図り保健医療学の発展に寄与す
る旨の記載があるが、多職種間連携の学修は各専門領域の
講義の蓄積のみで、各領域を横断・統合するような講義による
学修が十分ではないため、教育課程について適切に改めるこ
と。また、保健医療学に係る科目として、「保健医療学特論」が
設定されているが、本科目には「福祉」に関する授業内容が十
分とは見受けられないため、科目内容の詳細を明確に説明す
るか、あるいは修正すること。

是正事項

４． ＜チーム医療に関係する科目内容が不十分＞
チーム医療を主体的に担い保健医療学の発展に寄与する旨
の記載があるが、教育課程上でチーム医療に関する科目は全
て選択科目と位置付けられ、チーム医療の内容を学ぶ十分な
科目構成とはなっていないことから、適切に修正すること。

是正事項

平成３１年度開設予定大学等　審査意見（第一次）
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５． ＜研究指導体制が不明確＞
学生は入学前に指導希望教員と事前面談を実施した上で、研
究指導者は１年次の４月に決定するとあるが、事前面談が特
定の教員に偏ることも想定されるため、事前面談の内容を踏ま
えた研究指導者及び副研究指導者の決定方法について説明
するとともに、研究指導者及び副研究指導者の役割についても
明確に説明すること。また、論文の中間発表が２年次の10月と
位置付けられているが、１月から３月の論文審査会との関係性
を踏まえ、中間発表が適切な時期であるかを明確に説明する
か、あるいは適切に改めること。

改善事項

【教員組織等】

特になし。

【名称、その他】

６． ＜教員の教育方法に関する評価が不明確＞
教員の教育方法に関して、カリキュラム・ポリシーに沿った授業
運営の検証による第三者評価を実施するとあるが、具体的に
どのように評価を実施するのかが不明確なため、明確に説明
すること。

改善事項
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区分 大学・研究科等名

私立 湘南医療大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　保健医療学研究科
　　保健医療学専攻（Ｍ）

特になし。

【教育課程等】

１． 【第一次審査意見３、４の回答について】
＜多職種連携及びチーム医療に関する科目内容が不十分＞
地域包括ケアに貢献する人材養成像に対応した多職種間連携
及びチーム医療に関する必修科目として新たに「多職種協働・
地域連携特論」を設定したが、授業内容は高齢者支援に偏っ
ており、また、チーム医療の学修内容も医療施設のチーム医療
の理解に留まっており、３つの専門領域を横断・統合する授業
内容としては不十分である。これらを踏まえ、人材養成像にも
照らして本科目の授業内容における各専門領域との対応状況
や、これらの領域を横断・統合する学修方法を明確にするとと
もに、授業内容を適切に改めること。

是正事項

【教員組織等】

特になし。

【名称、その他】

特になし。

平成３１年度開設予定大学等　審査意見（第二次）

審査意見（第二次）
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区分 大学・研究科等名

私立 東京工科大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　デザイン研究科
　　デザイン専攻（M)

１． ＜設置の趣旨が不明確＞
これまでのデザイン教育とは異なる教育を行うと説明している
が、研究科名や専攻名にもデザインを冠しているため、貴学の
デザインの定義を改めて説明すること。

改善事項

【教育課程等】

２． ＜ディプロマ・ポリシーと教育課程の対応関係が不明＞
ディプロマ・ポリシーに「国際的な場でも十分に通用する高度な
コミュニケーション能力」が示されているが、教育課程上で当該
能力をどのように修得できるのか不明なため、明確に説明する
こと。

是正事項

３． ＜シラバス上における担当教員の役割分担が不明確＞
「インダストリークリエイションⅠ・Ⅱ」は共同形式により授業を
行うが、「授業方法」欄に担当教員の役割分担の説明がないた
め、シラバス上で明らかにすること。

改善事項

４． ＜社会人学生などの基礎学力が担保されるのか不明確＞
社会人など他分野を学んできた学生が入学することも想定され
るが、入学者選抜の方法からは学生の基礎学力が適切に担保
されるのか不明確となっている。このため、社会人などの学生
の基礎学力をどのように担保し、履修指導を行うのか貴学の対
応方針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】

５． ＜学位の英語名称が不適切＞
学位の英語名称について、「Master’s degree in Design」又は
「Master of Design」が一般的であると考えるが、考え方を説明
すること。

改善事項

６． ＜使用教室及びその設備に関する考え方が不明確＞
演習科目を講義室で実施すると説明しているが、授業科目の
内容を実施できる設備が整った教室であるか不明確であるた
め、演習科目ごとに使用教室及びその設備の考え方を明確に
説明すること。

改善事項

７． ＜入学者選抜形態ごとの入学者の想定が不明確＞
３種類の入学者選抜を実施する計画であるが、それぞれの選
抜形態ごとの入学者の想定が不明確であり、受験者の不利益
となるため、対応方針を説明すること。

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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区分 大学・学部等名

私立
東京工科大学大学
院

【大学等の設置の趣旨・必要性】

　デザイン研究科
　　デザイン専攻
（M)

１． 【第一次審査意見１の回答について】
＜人材養成像、ディプロマ・ポリシー、教育課程の繋がりが不
明確＞
本学の人材養成像について、「スタンフォード大学ハッソ・プラッ
トナー・デザイン研究所で提案しているデザイン思考を基に、ス
キル教育と感性教育及び本学が特徴としているICT教育を融合
させた高水準な新しいデザイン教育を展開することによって、
新たなデザインを創出できる人材を養成する」と改められたが、
スタンフォード大学が提案する「デザイン思考」を踏まえた本学
のデザインの定義が未だ具体的に説明されておらず不明確で
あるとともに、「デザイン思考」が本学のデザイン教育にどのよ
うに対応するのかが不明確である。また、具体的にどのような
「スキル教育」及び「感性教育」を実施し、教育課程上どのよう
に位置付けているかが不明確であるとともに、改められた人材
養成像に照らして既設のディプロマ・ポリシーや教育課程がど
のように対応しているのかも不明確であるため、これらを明確
に説明するか、適切に改めること。

是正事項

【教育課程等】

２． 【第一次審査意見２の回答について】
＜授業科目の概要及びシラバスの記載内容が不十分＞
「デザイン研究企画」及び「デザイン研究Ⅰ～Ⅲ」について、設
置の趣旨等を記載した書類には、「国際的に通用する高度なコ
ミュニケーション能力を有する」というディプロマ・ポリシーの内
容を踏まえた以下の授業内容が示されているが、授業科目の
概要やシラバスには記載がされていないため、明確に記載す
ること。
・「デザイン研究企画」：研究企画レポートの英文ドラフトの作成
指導を国際的な場で発表経験のある教員と指導教員が連携し
て行う。
・「デザイン研究Ⅰ～Ⅲ」：修士論文・修士制作を英語で発表す
るための指導を国際的な場で発表経験のある教員と指導教員
が連携して行う。

改善事項

３． 【第一次審査意見４の回答について】
＜組織的な学生の指導体制が不明確＞
学生の基礎学力の担保について、他分野の学生に対してはデ
ザイン研究企画の担当教員が状況を把握・指導を行うとある。
本学独自のデザイン教育は高度なデザイン思考やICTを活用
する点に鑑み、これらの基礎知識が不足する学生に対しては、
学部の授業科目の履修といった組織的な対応が重要である
が、本研究科における他分野の学生等への組織的な履修指導
体制が不明確なため、明確に説明すること。

改善事項

平成３１年度開設予定大学等　審査意見（第二次）
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区分 大学・学部等名 審査意見（第二次）

【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
香川県立保健医療
大学大学院

【大学等の設置の趣旨・必要性】

　保健医療学研究科
　　看護学専攻（Ｄ）

１． ＜専門領域の考え方が不明確＞
専門領域について、不明確な点があるため、次の点を明らかに
すること。

改善事項

（１）「機能開発看護学領域」の定義に関する説明は一定程度
あるが、その説明に「看護実践モデルの開発」との記載がある
ため、「実践開発看護学領域」との違いが不明確になってい
る。このため、２つの専門領域の違いを明らかにすること。

（２）修士課程における３つの領域を基盤に、どのような意図で
「機能開発看護学領域」と「実践開発看護学領域」が設定され
たのか不明確なため、明確に説明すること。

【教育課程等】

２． ＜副論文の意図が不明確＞
研究指導において副論文を作成するとあるが、本学において
副論文を課す意図や位置付けが不明確であり、博士論文との
関係性も読み取れないため、明らかにすること。

改善事項

３． ＜授業計画の明示が不十分なシラバス＞
授業計画の明示が不十分なシラバスがあるため、以下の点に
ついて修正すること。

改善事項

（１）「看護学特別研究」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。

（２）「機能開発看護学特別演習」及び「実践開発看護学特別演
習」は共同科目として位置付けられているが、シラバスを確認し
ても各担当教員と学生との関わり方や役割の違いが不明に
なっている。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。

【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、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

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

公立
香川県立保健医療
大学大学院

【大学等の設置の趣旨・必要性】

　保健医療学研究
科
　　看護学専攻
（Ｄ）

１． 【第一次審査意見１の回答について】
＜専門領域の考え方が不明＞
２つの専門領域のうち、「機能開発看護学領域」を「地域健康生
活基盤看護学領域」に名称を変更しているが、当該領域が目
的としている地域での医療と暮らしを繋ぐ看護提供のしくみに
関するモデル開発と不整合であり、対象者が地域を中心に健
康生活を送るための看護支援に関するモデル開発を目的とす
る「実践開発看護学領域」との違いも不明確である。これらを踏
まえ、専門領域を設定する必要性を明確にした上で２つの専門
領域名を変更するか、専門領域を設定しないよう改めること。

是正事項

【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。

平成３１年度開設予定大学等　審査意見（第二次）

審査意見（第二次）
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区分 大学・研究科等名

私立 田園調布学園大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

　人間学研究科
　　心理人間学専攻（Ｍ）

１． ＜アドミッション・ポリシーが不明確＞
アドミッション・ポリシーについて、本専攻の人材養成像に照ら
して具体的にどのような能力や思考を有する者を選抜するか
が不明確なため、明確に説明すること。

改善事項

２． ＜入学者選抜の実施方法が不明確＞
推薦入試について、本学の人間福祉学部及び子ども未来学部
の卒業生も対象とし、専門科目の筆記試験は実施しないとされ
ている。別途学部においては新たに人間科学部共生心理学科
が設置予定であるが、人間福祉学部及び子ども未来学部の卒
業生における心理系の専門性をどのように担保するか明確に
説明すること。

改善事項

【教育課程等】

３． ＜履修指導体制が不明確＞
本専攻では、主たる進路である公認心理師以外の心理支援専
門職を目指す学生も入学が予定されるが、これらの学生も公
認心理師に係る科目を複数履修することを踏まえ、専門的知
識に欠ける学生への履修指導・フォローアップの体制を具体的
に説明すること。

改善事項

４． ＜実習の事前学習が不明確＞
「実践実習科目」に配置されている各実習は、いわゆる学外実
習と位置付けられていると思われるが、学外実習に必要な資
質・能力を例えば学内実習施設を活用して身に付けさせること
なく学外実習を経験させることは、教育の質保証の観点から懸
念される。このため、学外実習に必要な資質・能力をどのように
身に付けさせるのかを明確にするか、実習に関する科目の内
容を適切に修正すること。

是正事項

【教員組織等】

５． ＜実習科目に係る教員体制が不明確＞
実習科目について、４名の専任教員で実施するとあり、また、
別途申請のされている学部においても、同一の教員が重複し
て実習を担当することとなっている。実習に係る教員体制につ
いて、教員負担の観点から十分に実習が行える体制となって
いるか不明確であるため、学部の状況も踏まえた本専攻の実
習に係る教員体制の妥当性を説明するか、適切に改めること。

是正事項

６． ＜特に実習科目に係る教員体制の将来構想が不明確＞
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、特に実習を担当する教員について、公
認心理師資格の取得の進展に併せ、本資格等の適切な資格
を有する教員を配置するなど、今後の採用計画や教員組織編
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． ＜実験・演習教室の確保状況が不明確＞
校地校舎の図面からは、本研究科専用の部分がなく、他研究
科等との共用と見受けられるが、心理学実験に係る科目をはじ
めとする実験・実習に必要な実験・実習室を確保できているか
を明確に説明すること。

改善事項

平成３1年度開設予定大学等　審査意見（第一次）

審査意見（第一次）
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８． ＜専攻と学位名称の考え方が不明確＞
専攻と学位の名称である「心理人間学」について、ディプロマ・
ポリシーやカリキュラム・ポリシーに照らして適切な名称である
か不明確なため、名称の考え方を具体的に説明すること。ま
た、学位名称の英語表記について、貴学のディプロマ・ポリ
シーやカリキュラム・ポリシーに照らして適切な名称であるかが
不明確であるため、特に貴学における「Human Science」の位
置付けを明確にし、接続する学部の英語表記との関係性も踏
まえて英語表記の妥当性について説明するか、例えば「Master
of Psychological Studies」といった表記に改めること。

改善事項
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区分 大学・学部等名

私立 田園調布学園大学大学院 【大学等の設置の趣旨・必要性】

特になし。

【教育課程等】

１． 【第一次審査意見２、３、４の回答について】
学外実習に必要な資質・能力を身に付けさせる方法について
一定の説明はあるものの、本専攻を目指す学生の中には四年
制大学において公認心理師に係る科目を履修せずに入学して
くることも考えられる。その際、新設予定の人間科学部共生心
理学科の科目を履修させるとしているが、設置初年時には新
設予定の人間科学部共生心理学科において開講していない科
目もあり、専門的知識に欠ける学生への履修指導・フォロー
アップの体制としては不明確であるため、本研究科の教育課程
について、以下の点も踏まえて明確に説明すること。
（１）設置初年時に新設予定の学科で開講していない科目に対
する履修指導・フォローアップの体制を具体的に説明すること。
（２）新設予定の人間科学部共生心理学科以外の本学の既設
学部の卒業生が入学する際に、公認心理師の国家試験の受
験資格を取るための措置をどのように考えているか説明するこ
と。
（３）専門的知識に欠ける学生は、四年制大学において公認心
理師カリキュラムとして指定された科目を履修していないことが
想定されるが、これらの学生が新設予定の学科において心理
系科目を履修した際の本研究科の学生としての単位認定や履
修証明の考え方について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】

２． 【第一次審査意見８の回答について】
公認心理士の資格取得を課す教育課程として、心理支援の専
門職に必要な能力の修得を掲げるディプロマ・ポリシーや、心
理学を学修する科目を中心に配置するカリキュラム・ポリシー
を踏まえれば、心理学ではなく心理人間学という名称とすること
の積極的意義は依然として不明確である。人間学的学識と教
育課程との関係を改めて明確にしつつ、専攻と学位の名称とし
て「心理人間学」が適切であるか説明すること。

改善事項

平成３１年度開設予定大学等　審査意見（第二次）

審査意見（第二次）

　人間学研究科
　　心理人間学専攻
（Ｍ）
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区分 大学・研究科等名

私立 姫路大学大学院 【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． ＜アドミッション・ポリシーが不適切＞
アドミッション・ポリシーとして4つの観点を示しているが、そのい
ずれにも、博士後期課程に入学する前提となるべき科学的な
研究を行う能力を有することが明確となっていないため、博士
後期課程の入学者の水準を確保するよう、記述を追記するこ
と。

是正事項

２． ＜研究領域と教育課程の関連が不明確＞
当該課程における研究として、ＱＯＬを重視した看護の在り方の
探求の説明があるが、博士後期課程における研究領域として
は非常に焦点を絞ったものとなっている。また、教育カリキュラ
ムがＱＯＬを前面に掲げた内容となっているが、ＱＯＬに関する
社会的な課題をどのように捉えているのか、博士後期課程にお
いてＱＯＬを研究分野として設定することに対しどのような社会
的ニーズがあると考えているのか、またどのようにカリキュラム
に反映するのかが不明確なため、具体的に説明すること。

是正事項

３． ＜教員配置の計画が不適切＞
完成年度において教員13名のうち11名が定年延長して再任用
する計画となっており、教員の年齢構成が高齢に偏っている。
また、看護学におけるＱＯＬに焦点を絞っているが、当該分野
の博士後期課程の教育研究を担う教員の確保を十分に行うこ
とが可能か不明確なため、当該課程の教育研究の継続性の観
点から、将来の教員確保の計画が十分なものとなっていること
が明確となるよう説明を改めるとともに、教員の構成を是正す
ること。

是正事項

４． ＜学生確保の見通しが不明確＞
学生確保について、教育課程においてＱＯＬを重視した上で、
成人・高齢者分野及び障害児・者支援学分野に焦点化する計
画となっているが、十分なニーズがあるか不明確である。アド
ミッション・ポリシーにもＱＯＬを掲げていることも踏まえ、既設の
博士前期課程との関連性の説明を改めた上で、地域の看護学
分野の全体的・包括的な状況のみでなく当該課程が設置しよう
とする個別分野に対する需要も踏まえて分析を行うなど、将来
的な学生確保の見通しを明確にすること。

改善事項

平成３1年度開設予定大学等　審査意見（第一次）

審査意見（第一次） 警告
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【教育課程等】

５． ＜研究指導の体制が不明確＞
研究指導の実施について下記の点が不明確であるため、説明
を改めるとともに、適切に修正すること。

（１）研究指導の説明とスケジュールの記載において、一部整
合しない箇所があるため、適切に改めること。

（２）指導教員と副指導教員の違い、また、指導教員・副指導教
員と主査・副主査の関係、さらには、研究計画審査会と博士論
文審査会の主査・副主査の関係、審査員と指導教員の関係な
ど、論文指導を行う上での教員の体制が不明確であるため、公
平・公正な審査が行われる体制となっていることが明確となる
よう、説明を追加すること。

（３）３年次の１月以降の時期において、研究科の教授に対し公
開で論文発表を行い、質疑を受け、論文を修正する過程が設
定されているはずであるが、明示されていない。スケジュール
における3年次1月の口頭試問、3月の公開発表会等が相当す
ると思われるが、上記の観点が明確となるよう記述を改めるこ
と。

（４）博士論文の提出の要件が不明確なため、学位の質保証の
観点から、より具体的な記述に改めること。

是正事項

【教員組織等】

６． ＜研究指導教員が不足＞
大学院設置基準に照らし、研究指導教員が不足しているため、
適切に補充すること。

是正事項

【名称、その他】

７． ＜ファカルティ・ディベロップメントの実施内容が不明確＞
ファカルティ・ディベロップメントについて、「データの解析に必要
な統計学的知識」に係る研修を行う旨の説明があるが、博士後
期課程で指導する教員にふさわしい研修計画となっているか不
明確であるため、具体的に説明すること。

改善事項
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区分 大学・学部等名

私立 姫路大学大学院 【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． 【第一次審査意見１の回答について】
＜入学試験の評価方法が不明確＞
選考資料に新たに教育研究業績調書と研究計画書が追加さ
れ、「取り組むべき研究課題や能力について」評価するとの説
明があるが、研究者養成の観点からどのように評価するのか、
より具体的に説明すること。

改善事項

２． 【第一次審査意見２の回答について】
＜研究領域と教育課程の関連が不明確＞
研究領域としてQOLに絞ったものではないとの説明があるが、
補正申請書では依然として「QOLを重視する」「QOLの向上を目
指す」との記述があり、大学としてQOLをどのように取り扱う方
針なのか不明確である。そのため、博士前期課程における教
育研究を博士後期課程においてどのような考え方に基づき発
展・統合させるのかも不明確である。当該課程における教育研
究の中心的概念を改めて明確にするとともに、申請書全体を適
切に修正すること。その際、必要に応じて、ディプロマ・ポリシー
やカリキュラム・ポリシーも見直すこと。

是正事項

【教育課程等】
３． 【第一次審査意見５の回答について】
＜博士の学位の質保証の方策が不明確＞
博士学位申請書の提出に当たって、学術集会で２回以上の発
表を行うことを求める旨の説明があるが、査読付き雑誌（英文
雑誌か否かを問わず）に論文一編以上が受理されていることな
ど、より客観的評価を前提とすることが多いと考えられ、質保証
の方策として十分か不明確である。博士の学位の質保証の方
策について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】

４． 【第一次審査意見７の回答について】
＜ファカルティ・ディベロップメントの実施内容が不明確＞
ファカルティ・ディベロップメントについて、研修内容を見直した
旨の説明があるが、依然として博士後期課程において指導を
行う教員へのファカルティ・ディベロップメントとしては不適切で
ある。改めて、博士後期課程で指導する教員にふさわしい研修
計画となっていることを明確にすること。

改善事項

平成３１年度開設予定大学等　審査意見（第二次）

審査意見（第二次）
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