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序 章 

 

 

 

１． 自己点検・評価にあたって 

 

 本学は、2014（平成 26）年 3 月に東京都市大学中長期計画「アクションプラン 2030」を

策定し、大学構成員で共有するとともに社会に公表した。 

「アクションプラン 2030」は、本学の強み、特色、抱える課題などを把握するとともに、

創立 90 周年（2019）と創立 100 周年（2029）年という中長期的な視点から、将来ビジョン

達成のための中長期計画（ロードマップ、施策・事業）を策定し、本学の「目指すべき方

向・あるべき姿」に向けて全教職員が共有し、推進できるようにまとめたものである。 

本学は 2009（平成 21）年度に東京都市大学に名称変更し、総合大学として新たにスター

トしてから 7 年目を迎えた。これまでの取り組みに対する客観的な評価を行うとともに、

その結果については十分検討、分析しながら未来志向での改革を進めていく必要がある。 

社会動向が激しく変化していく中にあって、本学がアイデンティティを確立し、より一

層社会に貢献するためにも、「アクションプラン 2030」を諸活動における基軸として、そ

の達成に向けた施策への取り組みに対して各構成員が力を集結させて、計画的に行動しな

ければならない。2014（平成 26）年 4 月からは、「アクションプラン 2030」で策定した事

業計画を具体的に行うために立ち上げた 4 つのプロジェクト（教育の質保証、キャンパス

教育環境向上、ブランド力向上、大学運営向上）によって、施策・事業が実行に移されて

いる。 

「アクションプラン 2030」が策定された翌年度に大学基準に基づいて全学的に自己点

検・評価を行うことは、大きな意義がある。それは、全学的に自己点検・評価を行った結

果によって顕在化した課題について、「アクションプラン 2030」のマネジメントサイクル

（PDCA サイクル）と連動させ、迅速に改善・改革の方策を講じることが可能になるからで

ある。真摯な自己点検・評価活動が、不断の改革のためのエンジンになる。 

本学では以上の認識のもと、大学評価を改革のための好機と捉え、2014（平成 26）年度

の 1 年間をかけて本学の自己点検・評価のあり方を検討する自己評価・教員業績評価委員

会と、「アクションプラン 2030」の各プロジェクトを統括・推進し、全体のコントロール

および進捗管理を行う大学戦略室が連携して、組織的・実質的な自己点検・評価を行うた

めの準備を進めてきた。具体的には全学科・専攻・部門が大学基準および外部指標に基づ

くセルフチェックを行い、現状把握とともに自己点検・評価の有効性について理解に努め

た。自己評価・教員業績評価委員会ではその結果を一覧化しフィードバックを行うことに

よって、学科・専攻・部門レベルでの自律的な改善を促すとともに、内部質保証に対する

本学の姿勢を明らかにするために、「内部質保証方針」の策定の検討を行った。そして、2015

（平成 27）年 5 月に「東京都市大学内部質保証方針」（内容は第 10 章に記載）を策定し、
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学内への周知を行った。 

さらに、2015（平成 27）年 1 月と 5 月に 2 回、学長、副学長、学部長、研究科長、事務

局長等から構成される大学協議会において、内部質保証の重要性、大学基準、点検・評価

項目、本学が設定する評価の視点等についての説明と周知を行うとともに、大学評価実務

説明会の内容を踏まえて、自己評価・教員業績評価委員会の主催により、5 月 25 日、26

日に事務局全部署を対象として内部質保証に関する説明会を開催した。  

この点検・評価報告書は、内部質保証方針に基づき、学部、研究科、関係委員会、事務

局による教職協働によって自己点検・評価を行った結果をまとめたものである。 

 

 

２．前回の大学評価の結果を受けて講じた改善への取り組み 

 

大学基準協会による前回の認証評価の際の指摘事項への本学の対応については、平成 22

（2010）年 3 月に「大学基準に適合している」との認定を受けたが、助言 14 件、勧告 1

件の改善に関する指摘があった。 

本学では、「今回の評価結果を踏まえ、教育・研究活動の更なる充実に積極的に取り組ん

でいくとともに、今回指摘のありました勧告および助言事項について、教職員一丸となり、

引き続き改善を進め、大学教育・研究の一層の向上および学生の満足度向上に向けた PDCA

サイクルの維持に邁進して参ります。」との姿勢を学内外に示し、その後は自己評価・教員

業績評価委員会を中心に改善に向けた取り組みを実行してきた。具体的にはすべての指摘

事項について、所管機関・委員会等に毎年の改善報告の提出を義務付け、自己評価・教員

業績評価委員会による把握、検証を行うというサイクルの下に改善に取り組んできた。 

その後、2013（平成 25）年 7 月に本学より大学基準協会に改善報告書を提出した結果、

助言、勧告について真摯で意欲的な改善に向けた取り組みの姿勢や改善結果が確認された

ものの、全研究科における社会人学生への配慮、国際交流の活性化、博士後期課程におけ

る単位取得満期退学後の課程博士の学位授与、環境情報学研究科における学位論文に求め

る水準の明示、工学部・知識工学部・工学研究科博士後期課程における学生の受け入れ、

環境学部・メディア情報学部・都市生活学部における教員編成に関する事項については、

十分な成果が表れていないとの指摘があったため、同様の取り組みを継続してきたところ

である。工学研究科博士後期課程における収容定員に対する在籍学生数比率の改善につい

ては、「アクションプラン 2030」における施策・事業に反映させ、本学の研究力向上を目

的とした施策等とも連動させ、在籍学生数の増加に取り組んでいる。 

 また、本学は 2015（平成 27）年 4 月 1 日付で事務組織の一部改正を行い、内部質保証を

一層推進することを目的として、企画室に「大学評価／IR 担当」を設置した。 

社会動向の変化に迅速に対応し、さらには国際標準の大学を目指して、教育の質的転換

を実践するとともに、本学の教育研究活動の質を社会に保証し、その質を一層向上させる

べく、全学、各学部・研究科、個人レベルにおける内部質保証システムの見直しを行って

いるところである。 
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第１章 理念・目的 

第１章 理念・目的 

 

１．現状の説明 

 

（１）大学・学部・研究科等の理念・目的は、適切に設定されているか。 

 

＜１＞大学全体 

東京都市大学は学校法人五島育英会が設置する大学であり、同法人が設置する武蔵工業

大学と東横学園女子短期大学が 2009(平成 21)年 4 月に統合し、武蔵工業大学から東京都市

大学へと名称変更して 7 年目を迎えた。 

 武蔵工業大学は 1929（昭和 4）年に創立され、工科系単科大学として優れた技術者の育

成を図ってきた。その建学の精神は次のとおりである（1-1）。 

 

建学の精神 

公正、自由、自治 

 

1997（平成 9）年には、社会の要請に応えるため、文理融合型の環境情報学部を開設、

2007（平成 19）年に知識工学部を開設し 3 学部体制となった。その後、2009（平成 21）年

に都市生活学部および人間科学部の文系 2 学部を加え、「東京都市大学」として 5 学部体制

になり、さらには 2013（平成 25）年に環境情報学部を環境学部とメディア情報学部に改組

し、2015（平成 27）年度現在では 6 学部 2 研究科を擁する大学になっている。 

 これまでの理念・目的の設定に関する検討としては、東京都市大学として新たにスター

トするにあたって、現代社会の要請に合致した大学理念の策定を行った。そこで定めた本

学の理念は次のとおりである（1-2）。 

 

東京都市大学の理念 

持続可能な社会発展をもたらすための人材育成と学術研究 

 

そして、本学の進めるべき重点的領域を、エネルギー、ものづくり、情報、環境、都市、

福祉とし、これらの領域をカバーする学部として工学部、知識工学部、環境学部、メディ

ア情報学部、都市生活学部、人間科学部を位置づけ、上記理念に基づく本学の目的を次の

とおり定めている（1-3、第 1 条）。 

 

東京都市大学の目的 

本大学は、学校教育法に基づき、豊かな教養を授け、深く専門の学術を教授研究し、も

って文化の向上に寄与するとともに、人類福祉の増進に貢献することを目的とする。 

 

その目的を実現するために、各学部は「東京都市大学学則」において各学部の人材の養
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第１章 理念・目的 

成および教育研究上の目的を定めている（1-3、第 4 条の 2）。 

また、研究科では、「東京都市大学大学院学則」において次のとおり目的を定めている

（1-4、第 1 条）。 

 

東京都市大学大学院の目的 

本大学院は，工学並びに環境情報学に関する学術の理論及び応用を教授研究し，その深

奥をきわめて文化の進展に寄与することを目的とする。 

 

そして、その実現のため、各研究科・各課程の人材養成および教育研究上の目的を定め

ている（1-4、第 3 条および第 3 条の 2）。 

なお、各学部・研究科の人材の養成および教育研究上の目的の内容については、各学部・

研究科の欄に記す。 

 

近年の高等教育機関を取り巻く社会環境の大きな変化を受けて、より一層社会に貢献す

る大学となるために将来ビジョンを策定し、その達成に向けた施策をもとに、各構成員が

さらに力を集結させて計画的に行動を推進していくことが喫緊の課題となった。 

そこで、2012（平成 24）年 10 月に東京都市大学中長期構想検討委員会が設置され、2013

（平成 25）年 3 月には同委員会で再確認された建学の精神と、本学の理念・目的を達成す

るための大学全体の教育理念、ビジョンが答申された。その内容は次のとおりである（1-5）。 

 

建学の精神「公正、自由、自治」 

「学びたい」という一心のもとに学生自らが支援者、教えてくれる人と校地・校舎を探

求したことによって創立されたという経緯を尊び、「創立時における学生の熱情」を大切

にする私学として、グローバルな時代に有為な人材育成に努めることを社会に誓う夢と

希望のシンボルである。 

 

東京都市大学教育理念 

ボーダーを超えて、学生と教職員が共に考え、学び、行動することで社会に貢献できる人材を育てる。  

 

ビジョン － 目指す大学像 

80 年を超える専門的実践教育の伝統に加えて、「都市」をキーワードに時代の要請に取

り組み、国際都市東京で存在感を示す有数の私大を目指す。 

 

この答申を受け、具体的な中長期計画を策定・推進するため、理事長の指示により東京

都市大学中長期計画推進会議を設置した。また、東京都市大学中長期計画推進本部を設置

し、東京都市大学中長期計画推進会議のもとに取り組むべき課題の抽出を行い、その解決

を図るためのプロジェクトの目標、事業の骨子設定、各プロジェクトの中長期計画案を東

京都市大学中長期計画推進会議に答申することとした。 
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その結果を受けて策定された本学の中長期計画が「アクションプラン 2030」である（1-6）。

「アクションプラン 2030」は、2014（平成 26）年 3 月に理事会において承認された。これ

によって本学の理念・目的を達成するための教育理念およびビジョンが明確になり、「アク

ションプラン 2030」を基軸として、代表的な事業では「二子玉川夢キャンパス」の開設（1-7）、

世田谷キャンパスのラーニングコモンズ設置（1-8）、本学の理念・目的やビジョンに基づ

く国際化のための取り組みである「東京都市大学オーストラリアプログラム（通称 TAP）」

を 2015（平成 27）年度から展開している（1-9）。同プログラムは「東京都市大学グローバ

ル人材育成プラン」の軸として、1 年次の準備教育と 2 年次 5 か月間の西オーストラリア

州公立エディスコーワン大学への留学を合わせた 2 年に亘る本学独自の国際人育成プログ

ラムであり、このプログラムを通じて、建学の精神、本学の理念ならびに教育理念、さら

にはビジョンに合致する、国際的な視野とコミュニケーション能力を持った「グローバル

な時代に有為な人材」を育てることを目的としている。 

以上のように、本学では理念・目的を設定し、それらに則った活動が一層具現化してき

たところである。 

 

＜２＞工学部 

工学部は、1929（昭和 4）年に創立された武蔵高等工科学校から続く学部である。1949

（昭和 24）年に新制大学として武蔵工業大学工学部が開設され現在に至っている。建学の

精神「公正・自由・自治」のもと、社会の要請に応じた実践的な技術者教育を行い、数多

くの技術者を世に送り出してきた建学以来の伝統と実績を有する。工学部では、人材の養

成および教育研究上の目的を次のとおり定めている（1-3、第 4 条の 2）（1-10、P.37）。 

 

「理論と実践」という教育理念に基づき、現実に即した発想のもとに理論的裏付けを持

った実践によって、社会の要請に対応できる技術的能力を備えた人材を養成することを

目的とする。 

 

工学部では、2007（平成 19）年度に過去を振り返り現状を把握し、社会の要請を考慮し

て、工学部の理念と目的に関する議論を重ねた。その議論をもとに大学の理念・目的を勘

案して、工学部の教育理念を「理論と実践」という言葉で表現している。 

その後、2009(平成 21)年 4 月に校名を東京都市大学に改称した後も、建学以来の伝統と

実績を引継ぎ、工学部は「社会の要請に対応した人材の育成」を教育目的としている。 

 

＜３＞知識工学部 

 知識工学部は、工学部から情報・通信系 2 学科と経営工学系 1 学科が独立して 2007（平

成 19）年度に開設された。知識工学部の理念は、「新たな知識や情報が、社会のあらゆる

領域における基盤として、大きな重要性を持つ『知識基盤社会』が到来しようとしている

ことから、社会人になっても新たな知識や技能を学習し、取得しようとする傾向が強まっ

ている」という認識に基づき、工学部との対比として構築されている。工学部が機械、電

気製品、建物などハードなイメージの「物」作りを目指す学部であるのに対し、知識工学

部は「物｣を作ったり動かしたりする際の仕組みや考え方など物理的実体を伴わない「知識」
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や種々の「ソリューション」という柔らかい「もの」を創造する人材を育成することを目

指している。そこで、学部の理念を「知の創造」とした。その理念を体現するために知識

工学部の人材の養成および教育研究上の目的を次のとおり定めている（1-3、第 4 条の 2）

（1-11、P.37）。 

 

21 世紀の知識基盤社会において、高度な科学技術知識を有し、これらを総合的に活用で

きる人材を養成することを目的とする。 

 

知識工学部の理念である「知の創造」は、大きな概念であるが、その実現は多様であり、

なんら学生に拘束を与えていない。知識工学部で学ぶ学生は、自らが属する学科が提供す

る知識と自らの個性に基づいて「知の創造」を実現することを期待している。 これまでの

知識工学部の卒業生は大手メーカの技術者、起業家、中学・高等学校の教員と、その幅は

広く、個性を重視した学部理念を反映した結果と理解している（1-12）。 

 

＜４＞環境学部 

環境学部は、1997（平成 9）年に設置された環境情報学部を発展的に改組することによ

り、2013（平成 25）年 4 月に開設した。前身の環境情報学部が目指した「21 世紀に持続可

能な社会を実現するための人材育成」という理念を継承し、現代の地球社会における最大

かつ喫緊の課題である環境問題を解決し、自然と共存できる社会の創生を目指して、「環境

問題を深く理解して持続可能社会の創造を担うことのできる環境リーダーの育成」を基本

理念としている(1-13、P.37)。そして、人材の養成および教育研究上の目的を次のとおり

定めている（1-3、第 4 条の 2）（1-13、P.38）。 

 

地域から地球規模に及ぶ環境問題を科学的に捉え、持続可能な自然環境や都市環境を創

造し、経済システムを環境調和型に転換することによって、持続可能社会の実現に寄与

することができる人材の養成を目的とする。 

 

 上記の理念・目的のもとに、環境学部は「環境創生学科」と「環境マネジメント学科」

の 2 学科を設置している。「環境創生学科」は、自然環境の保全や修復・創生を扱う「生態

環境分野」と都市における種々の環境問題を把握し、人間および人間社会にとって快適な

空間を創生する「都市環境分野」について、問題解決のための知識と技術および方法論並

びに環境配慮の行動規範を身に着けた、持続可能社会における環境リーダーの輩出を目的

としている。「環境マネジメント学科」は、「環境経営」と「環境政策」を基軸とした教育

と研究を推進し、複合領域である環境学を修め、総合的な観点から持続可能社会の実現に

向けた意思決定を行うことができる人材の輩出を目的としている。両学科ともに、環境問

題を科学的に理解し、持続可能社会を創造することに貢献できる人材を広く企業、行政、

地域社会等に供給することを目標として設定している。 

   

＜５＞メディア情報学部 

メディア情報学部は、2013（平成 25）年度に環境情報学部の改組によって同学部情報メ
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第１章 理念・目的 

ディア学科が発展する形で設置された。前身となる環境情報学部は 1997（平成 9）年に設

立されたが、それから現在に至る間に、情報通信技術の飛躍的な発展によりローカルなレ

ベルからグローバルなレベルまでのコミュニケーションを再編する新たな情報メディアや

コミュニケーションの流れが明確になってきた。また 2011（平成 23）年に発生した東日本

大震災を始めとする災害の経験は我々の社会が「情報の信頼性」や「信頼性の高い情報の

選択」というものの重要性をあらためて考える機会となった。メディア情報学部はこのよ

うな流れを踏まえ、「社会的な課題を発見して情報通信技術を駆使して解決に取り組み、新

たな社会に向けて情報発信するため、技術と社会の両面からの複合的なアプローチによる

研究および人材の育成」という要旨の学部の理念を掲げている（1-14、P.37）。そして、そ

の実現のために人材の養成および教育研究上の目的を次のとおり定めている（1-3、第 4

条の 2）。 

 

人間社会や、情報通信技術が生み出す新しい情報環境を深く理解し、より良い社会実現

に向け、社会的仕組みや情報システムを調査・分析・実現，評価・改善できる人材を育

成することを目的とする。 

 

メディア情報学部は、この目的のため「社会メディア学科」および「情報システム学科」

の 2 学科を設置している。「社会メディア学科」は、環境問題や国際問題などのグローバル

な諸問題から、都市・コミュニティの再生、合意形成、身近なコミュニケーションに至る

課題を対象に、社会科学的視点から、情報メディアを駆使して解決を図ることを目指して

いる。そのために、調査分析力(リサーチ力)と課題解決方法を提言するためのアイデア構

築・表現力(デザイン力)が身に付く実践的な教育を重視したカリキュラムを展開している。 

また、「情報システム学科」は、人々が幸福に暮らせる自然環境・社会環境を維持発展

していく基盤として、多様なニーズに応える、安全で安心な情報システムの実現に向けた

諸課題の解決に取り組んでいる。優れたシステムを作り上げるとともに、その必要性を戦

略的に提言・説明し実現に向けマネジメントできるアセスメント力を持った人材の育成を

目指している。また、メディア情報学部では大学全体の理念および学部の理念・目的を踏

まえ、「アクションプラン 2030」に沿って学部の取り組みを進めており、2015（平成 27）

年度に学部の特色を活かした PBL を含む教育プログラム開発として、「科学コミュニケーシ

ョンプログラム」の開発を提案し、「アクションプラン 2030」の事業計画として正式に採

択されている（1-15）。 

 

＜６＞都市生活学部 

都市生活学部は、2009（平成 21）年度に開設された文系学部の一つである。「商学・経

営学に軸足を置き、社会（生活者、市場など）に対する方法論を基盤にすえつつ、工学・

芸術（技術、意匠造形）の方法論を活用していく総合的な社会科学を追求し、都市におけ

る空間、商品・サービスに関する専門領域として都市の文化、まちづくり、居住環境につ

いて実践的な教育研究を行う」という教育理念を掲げている（1-16、P.40）、そして、そ

の実現のために人材の養成および教育研究上の目的を次のとおり定めている（1-3、第 4

条の 2）。 
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第１章 理念・目的 

 

魅力的で持続可能な都市生活の創造のため、生活者のニーズを構想・企画へと描きあげ、

その実現のため事業推進、管理運営を行っていく、企画・実行業務を担う実践力のある

人材を育成することを目的とする。 

 

都市生活学部では、「都市生活」という新しい概念に基づき、「都市のライフスタイル」

「都市のマネジメント」「都市のデザイン」「都市のしくみ」という4つの観点から、新時

代の都市づくりを総合的にマネジメントできる人材を育成している。生活者ニーズの把握

から、企画立案、事業推進、管理運営までをトータルに行うためのスキルを育む。また、

TAPを通して、国際感覚や語学力の強化を支援する。 

都市を巡る生活環境の実態は近年の環境問題、大規模な自然災害、ICT 技術の驚異的な

発展・普及、人口動態や多発する経済的・政治的危機を背景に極めて多様化、迅速化、国

際化しており、各分野の専門家と協働しながら生活者のニーズを構想・企画へと描きあげ、

事業推進、管理運営を行うことのできる企画・実行型の人材育成とその研究推進が急務で

ある。よって、都市生活学部では、既往の大学教育の枠組みの中では見られなかったよう

な、新しい観点から街づくりや施設・居住環境のデザインの課題を発見し、その解決につ

ながるような調査・研究・提案を行なう能力を涵養する場づくり、および人材養成の視点

を最も重要視している。都市生活学部の特徴は、ハードウェアとしての都市空間や建築空

間のみを対象とする発想にとどまらず、そこで行われるビジネスやイベント、また生活者

の活動などのソフトウエアも対象とし、都市における豊かな暮らし・ビジネスを支援する

教育・研究を行う点である。 

 

＜７＞人間科学部 

人間科学部は、2009（平成 21）年 4 月に 1 学部 1 学科として開設された。その１学科は

児童学科であり、2004（平成 16）年に開学した旧東横学園女子短期大学 保育学科（3 年制）

を継承・発展させて誕生した。 

人間科学部の理念・目的は、旧東横学園女子短期大学の建学の精神（「気品の高い風格」

を備え、科学的な合理性を持ち、実践研究に富んだ女性を育てる）および旧武蔵工業大学

の建学の精神（「公正・自由・自治」）、東京都市大学の理念（「持続可能な社会発展をもた

らすための人材育成と学術研究」）を基とし、全学・他学部との有機的連携を念頭に置き策

定された。すなわち、大きく変貌を遂げつつある 21 世紀の社会動向に対応し、豊かで平和

な社会生活の実現とその持続を目指して「未来を担う人間の、心豊かな成長を科学する」

ことを学部の理念とし（1-17、P.38）、その実現のために以下の人材の養成および教育研究

上の目的を定めている（1-3、第 4 条の 2）。 

 

いのちを大切にし、平和と環境を保持し、人類の持続可能な発展をもたらすため、「健康」、

「福祉」、「教育」、「文化」、「環境」について総合的に理解し、その向上に貢献できる豊

かな感性としなやかな知性を具え、高い専門性をもった、自立する人材を養成すること

を目的とする。 
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第１章 理念・目的 

人間科学部では、人間とは何かを見つめ、その成長を通して、人、もの、そして社会や

自然とのかかわりを自分で主体的に考え、判断し、行動できる学生、また、地球市民とし

て、それぞれの文化を尊重できるグローバルな国際感覚を持つ学生を求めている。 

なお、学部・学科の特色の一つとして、学部・学科の理念・目的に基づき、「子育て支

援センター（ぴっぴ）」を設置している（1-18）。 

 

＜８＞工学研究科 

工学研究科は、「技術者として社会の要請に応える」を研究科の教育の理念（1-19、P.40）

として人材育成に当たっており、人材養成および教育研究上の目的を次のとおり定めてい

る（1-4、第 3 条、第 3 条の 2）。 

 

工学に関する高度な理論と実践力を修得し、学際的視野を持って、科学技術に立脚した

社会貢献が出来る人材を養成することを目的とする。 

 

また、教育目標を（1）工学におけるリテラシーである情報技術と語学を含めたコミュ

ニケーション能力、（2）プレゼンテーション能力、（3）専門知識に裏付けされた課題を解

決できる能力を身に着けた人材の育成としている。 

社会が抱えている諸課題は、単一の専門分野からの取り組みだけでは問題解決は望めな

い場合が多く、視野の広い技術者・研究者の育成が求められている。さらに、さまざまな

分野の専門家と協力して領域を越えた連携により成果を出すためのコミュニケーション能

力やマネジメント能力がより強く求められるようになっている。特に、本学では社会で中

核となる技術者の育成を目指して 80 年を超える工学教育を実践してきており、その成果は、

「人事が選ぶ大学ランキング」（日経 HR 調査結果）において、国内大学のなかで人間力、

独創性で第 3 位という高い評価として現れている。このような実績から、人間力の中核と

なるコミュニケーション能力やマネジメント能力、あるいは独創性を裏付ける専門知識と

課題探求能力を持つ人材を育成している。そして、工学研究科の資源のうちもっとも重要

なものは人的資源、すなわち 80 数年間継続的に本学が社会に送り出してきた卒業生ならび

に彼らの実務の過程で紡がれた人的ネットワークである。工学研究科においては「社会の

要請の応える」ことこそが技術者の役割であり、そのためにはさまざまな技術者との連携

が不可欠であり、この人的資源との連携と、そこでのコミュニケーション能力・プレゼン

テーション能力・課題解決能力の涵養なくしては、この教育理念の達成はあり得ない。そ

のような意味から、工学研究科の理念・目的は実績および資源から見て適切である。 

 理念・目標のなかでは、特に入学者への「今後への期待」として、本学の全員が卒業研

究を必修としているが、「知識と経験を活用して、さらに工夫を加えて「知恵」を磨くこと

が肝要」と述べているように、単なる知識の蓄積でなく、そこから生まれる知恵が，工学

研究科学生の人間力、独創性を育むのでありこの点を重視している点は個性である。また、

連携大学院等の制度を通じて、社会との連携を重視していることも個性といえる。 

 

＜９＞環境情報学研究科 

環境情報学研究科では、「環境と情報と都市に関する学部レベルでの教育や研究への取り
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第１章 理念・目的 

組みをさらに展開・深化させていくこと」を基本理念とし（1-20、P.30）、それを実現する

ために人材養成および教育研究上の目的を次のとおり定めている（1-4、第 3 条、第 3 条の

2）。 

 

 環境と情報と都市に関わる科学や人と技術の関係について、また、これらに関連する人

間活動の本質を探究するとともに、社会における実践・研究・教育に携われる人材を養

成することを目的とする。 

 

そして、2015（平成 27）年度履修要綱において「『地球環境と調和する人間活動』」や『人

にやさしい情報活動』及び『都市生活環境における持続可能な諸活動』を対象にして、こ

れら活動を可能とするための本質を探求し、具体的な様々な活動を、どうデザインし、ど

う実践していくかを研究するとともに、その研究の体験を通して行なう総合的な高等教育

によって、これからの社会で必要とされる広い視野をもつ実行力のある人材を育成するこ

とを目指します。」と具体的に述べている（1-20、P.30）。この目的に基づき、教育・研究

活動を継続しており、目指すべき方向性を明確にしている。 

 

（２）大学・学部・研究科等の理念・目的が、大学構成員（教職員および学生）に周知さ

れ、社会に公表されているか。 

 

＜１＞大学全体 

大学全体の理念・目的は、各学部の学修要覧や各研究科の履修要綱に趣旨と解説も含め

て掲載し、全学生に発信・周知している。社会に対しては大学案内（1-21）、大学ガイド（1-22）、

ウェブページで発信している（1-2）。また、再確認された建学の精神、新たに策定された

本学の教育理念およびビジョンは、「アクションプラン 2030」が 2014 年 3 月に理事会で承

認された後、速やかに全専任教職員に冊子版を配付し、周知を図った。さらに要約版を作

成し在学生に配布した上、ウェブページでその内容を公表している（1-6）。 

 2014（平成 26）年 9 月には、大学戦略室の主催により「全学教職員意見交換会」を開催

し、全教職員に「アクションプラン 2030」の策定に至るまでの経緯および取組状況を紹介

するとともに意見交換の機会を設け、ビジョンを教職員間で共有した（1-23）。また、2015

（平成 27）年 9 月には、本学の現状分析とともにビジョン達成に向けての具体的な方向性

を共有するため、「全学 FD･SD フォーラム」（前年まで同日の午前・午後に分けて開催し

ていた教育改善研究会と全学教職員意見交換会を発展的に統合）を開催し、専任教職員の

約 9 割が出席してビジョン達成のための議論を深めたところである（1-24）。 

2015（平成 27）年 4 月には、大学戦略室を中心に「本学はどうあるべきか、また、どう

ありたいか。どんな価値を発信する存在だと社会に対し宣言できるのか」という想いを一

言に集約した「タグライン」を策定した。タグラインは学内で共有し、刊行物等を通じて

社会にも発信しているが、全教職員にアンケートを行いながら共通の価値観・言語を導き

出し、さらに全教職員へのフィードバックとアンケートを行った上で選定したものであり、

教職員全員参加の成果である（1-25）。 
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第１章 理念・目的 

東京都市大学タグライン 

超える、つながる、その夢に。 

 

＜２＞工学部 

 工学部の教育研究上の目的は、「東京都市大学学則」（1-3、第 4 条の 2）に記されている。

「工学部学修要覧」には、「人材の育成および教育研究上の目的」として明確に示しており

（1-3、P.37）、教職員および学生への説明と周知を図っている。また新入生に対しては、4

月のガイダンスにおいて工学部長と工学部教務委員長が工学部の教育理念、教育目的につ

いて説明している。また、ウェブページに「人材の養成および教育研究上の目的」、「学び

の特色」として、工学部の教育理念と目的を掲載して社会に向けて公開している（1-26）。 

 

＜３＞知識工学部 

 学部の理念に関しては知識工学部のアドミッションポリシーの中に引用されていて、ウ

ェブページ（1-27）などで社会に公表されている。学部の教育研究上の目的は「東京都市

大学学則」（1-3、第 4 条 2）やウェブページ上にも記載され（1-27）、大学構成員に周知さ

れている。さらに、ウェブページの学部のカリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシ

ーの記載箇所にそれらポリシーが学部の教育研究上の目的を実現するために設定されてい

ることが記され、教育研究上の目的も併記されている。すなわち、社会に公表されている

ことを意味する。 

 

＜４＞環境学部 

 学部・学科の理念と目的は、毎年全新入生に配布される学修要覧(1-13、P.37)に明記さ

れている。その内容は新入生には入学直後のガイダンス時、在学生に対しては 4 月のオリ

エンテーション時に学部教務委員長または教務委員によって全学生に周知されている。ウ

ェブページ(1-28)でも随時確認できる。更に保護者に対しては、大学と保護者との連絡会

において説明している。社会に対しては、前述のウェブページで公開されているほか、オ

ープンキャンパスに訪れた高校生と保護者に配布される大学ガイド(1-22、P.78)を通して、

直接学部長から示している。 

 

＜５＞メディア情報学部 

 学部の理念・目的は、学生に対しては、全学の理念・目的とともに「メディア情報学部

学修要覧」（1-14、P.37）に明記され、入学した全学部学生および教員に配布されるととも

に、ウェブページでも随時確認できる（1-29）。このため学外にも広く周知されている。大

学と保護者との連絡会、新入生ガイダンス等においても学部長、学科主任から学生、保護

者に対して改めて説明している。受験生に対しては、上記のウェブページのほか、オープ

ンキャンパスでも、学部長から入学希望者およびその保護者等の参加者に対して直接説明

をしており、配布する大学ガイドにも簡潔に示している（1-22、P.90）。また、学部の理念・

目的の達成に向けて、学部長、各学科主任を中心に取り組み、教務委員会、広報委員会な

ども学部・キャンパスで一体的に運営している。さらに、毎年入学者に実施している独自

アンケートの分析結果を教授会で報告し、問題意識と成果、課題を共有している。 
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＜６＞都市生活学部 

都市生活学部の理念・目的は、本学ウェブページや学部ウェブページ（1-30）、学修要

覧（1-16、P.36）に掲載され、教職員、学生に周知されている。特に、学期初めのガイダ

ンスにおいてはその説明を行っている。社会に対しては、上記ウェブページや大学ガイド

（1-22、P.104）を通じて公表している。 

 

＜７＞人間科学部 

 人間科学部・児童学科の理念・目的については、学部ウェブページ(1-31)、学修要覧(1-17、

P.36)、大学ガイド(1-22、P.112)などで教職員に周知されている。学生に対しては学部ウ

ェブページ、学修要覧によって周知しており、オリエンテーション時に確認している。受

験生、社会に対しては、学部ウェブページ、大学ガイドによって公表しているとともに、

オープンキャンパスで学部長および教務委員長が説明している。 

 

＜８＞工学研究科 

工学研究科の理念・目的は、研究科ウェブページにおいて公開されており（1-32）、ま

た、履修要項（1-19、P.40）において周知されている。履修要項は学生の学修指導の上で

根本をなすものであり、主任教授・教務委員・クラス担任・アドバイジング担当者・研究

室運営責任者というさまざまな立場で、常に立ち返って閲覧している。 

また、近年では IT 環境を利用した学生の指導を行われることから、ウェブページにお

いて同じ情報を閲覧できることは、周知の効果を一層高めている。あわせて、理念・目的

は大学院進学のためのガイダンスや年度初めのガイダンスにおいても研究科長ならびに教

務委員長から学生に対して周知している。また、各学期初めの専攻別のガイダンスにおい

ても専攻の教務委員が周知をしている。さらに、本学が毎年刊行している教育年報の中で、

工学研究科の理念・教育目標に関わる問題を取りあげている（1-33、P.32）。このように、

研究科の理念や教育目標を構成員に周知し、ウェブページで社会に公表している。 

 

＜９＞環境情報学研究科 

理念・目的について、学生には学則・人材養成および教育研究上の目的・シラバスが掲

載された履修要綱を配布し、周知徹底している（1-20、P.30）。また、研究科ウェブページ

へ掲載（1-34）するとともに、年度当初に行うガイダンスにおいて、学年別に周知徹底を

図っている。教職員に対しては、先の媒体のほか、各種委員会、シラバスの執筆依頼など

を通して理念の共有を計っている。受験生等に対しては大学ガイド（1-22、P.124）、研究

科ウェブページを通して公表している。 

 

（３）大学・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

 

＜１＞大学全体 

近年においては、2009（平成 21）年度の武蔵工業大学と東横学園女子短期大学の統合お

よび東京都市大学への名称変更、2013（平成 25）年度における中長期計画「アクションプ
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ラン 2030」の策定など、常に社会の要請に応えるべく、大学全体の理念・目的の適切性を

定期的に検証している。また、「アクションプラン 2030」（教育の質保証プロジェクト）で

は、「都市大教育理念に則った教育プログラムの確立」が挙げられており、その中では、教

育理念、教育目標等を日常的に可視化し、定期的な検証・見直しと再構築を継続的に行う

ことを謳っている（1-6）。現在はその一環として、大学戦略室において「本学が輩出する

人材像」を『自ら学び、社会の発展に貢献する、責任感と実践力を持った人材』と描き、

全学教務委員会での確認を経て、2014（平成 26）年度に体系的に整理した内容をベースと

して、各学部・研究科において理念・目的に立ち返った上で、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の更なる明確化のための見直しを行っている

ところである（1-35）。 

 

＜２＞工学部 

 工学部の教育理念は、工学部の伝統と実績や社会の要請を考慮し、議論を重ねて明確化

し、的確に言い表したものである。これを実践するために具体的に表現したものがディプ

ロマ・ポリシーであり、カリキュラム・ポリシーである。これらのポリシーは、2014（平

成 26）年度に教務委員会で全学的な体系的整理を図るために、工学部および各学科のディ

プロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーの点検を行い、整理を完了している（1-26）。

これらは、教職員および学生に周知するために、工学部所属の全学科のカリキュラムポリ

シー・ディプロマポリシーを学修要覧（1-10、P.39）に掲載している。今後、「アクション

プラン 2030」（教育の質保証プロジェクト）に基づく定期的な検証・見直しを行っていく。 

 

＜３＞知識工学部 

 2007（平成 19）年に工学部から独立して設立された知識工学部であり、設立時に十分な

検討のもとで学部の理念を決定した。また、その後、学部の理念を前提に学部の教育研究

上の目的が設定された。「理念」は抽象的なものであり、それを具象化したものが、カリキ

ュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシーであると考えている。よって、理念や教育研究

上の目的に関する見直しはロングスパンで行うべきであり、定期的な検証、点検を行うべ

きはカリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーであると考える。2 つのポリシーは

2014（平成 26）年度に作成したものであり、現在の学部の状況を十分に反映したものとな

っている。しかしながら、2015（平成 27）年度において、2 つのポリシーを簡潔に示すた

めの見直しを進めている。その修正に合わせて、2 つポリシーの検証と現存のカリキュラ

ムとの関係について精査する。 

 

＜４＞環境学部 

 環境学部は、未だ完成年度に至っていないが、2 年後の完成年度を見据えて各学科で検

証を開始している。「アクションプラン 2030」の教育の質保証プロジェクトの中でカリキ

ュラムの再構築(スリム化)とクォーター制の導入が提示されており、学科構成員および学

部教務委員会においてすでに検討を行っている。また、2013（平成 25）年度入学生に対し

て、入学半年後、一年後にアンケートを行い、学部・学科の理念や目的と入学してきた学

生との整合について検証を行っている（1-33、P.12) （1-36、P.16）。 
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＜５＞メディア情報学部 

 メディア情報学部は、未だ完成年度に至っていないが、中長期構想委員会を組織して若

手・中堅教員を中心としたワーキングで学部学科の中長期将来構想を検討して、2015（平

成 27）年 3 月開催の教授会に答申を行っている（1-37）。今年度は一層の教育の質の向上

に向けてカリキュラム再編ワーキングを設置し作業を進めている。このような学部の理

念・目的に関する PDCA サイクルは今後も継続的に実施していく予定である。学科内の研究

分野も学部の理念に沿って設定し、適正な教員配置に努めている。各教員の業績評価につ

いて、年度ごとに自己目標を提出し、その達成度を自己評価して、業績リストとともに提

出することで、自己認識と改善努力を促すとともに、この報告書を学部長および各学科主

任がすべてチェックし、学部の理念・目的の達成を検証している。 

 

＜６＞都市生活学部 

開設より 7 年をむかえ、学部としての理念・目的について将来構想を検討した。この結

果、2015（平成 27）年度よりカリキュラムを改編し、｢社会課題（Social Issue）｣と｢価

値ある都市生活（Value of Urban Life）｣を構築していくために、領域を「都市のライフ

スタイル Lifestyle」「都市のマネジメント Management」「都市のデザイン Design」「都

市のしくみ System」の 4 領域とし、教育・研究をすすめている（1-16、P.40）。 

都市生活学部では、毎年、前期・後期の授業終了後の 2 回、すべての教員が参加する授

業改善会議にて個別の授業の問題・課題を検討するとともに学部教員の共通課題を討議す

る。その際、課題解決の前提として、学部の理念・目的を振り返りながら討議を行い、検

証も行っている。また、2009（平成 21）年から 2012（平成 24）年にわたり、「都市生活

学部白書」を作成してきた。このなかで、広報、入学、教育、学生生活、就職、教員・組

織運営、研究・社会、施設・設備などについて、検証作業を行ってきた。全教員の分担に

おいて作成することから、この作成作業と原稿作成後の、全員による内容点検作業が学部

の活動全体にわたる点検作業となってきた。 

 

＜７＞人間科学部 

学部内 FD 研修、教務委員会、カリキュラム委員会を中心とし、学部の理念・目的の適

切性について常に見直しをしている。 

授業評価アンケートを各年度、前期および後期の授業終了時に実施している。この授業

評価アンケートの結果は担当教員に配布され、それをもとに、担当教員は授業評価アンケ

ートによる自己評価を行い、その結果を学部長が取り纏めている。また、授業評価アンケ

ートは、担当教員の自己評価だけでなく、学部長、教務委員長によって全教員の結果が点

検されている。その結果を教員へフィードバックし、授業改善に努めると同時に学科の理

念・目的の点検・評価を行っている。また、等々力キャンパス教員業績評価委員会の下、

2010（平成 22）年度から「教員業績自己点検・評価票」を作成し、学年末に、各年度目標

の総括、各年度領域別業績および次年度の目標を全教員が提出すると同時に、学部・学科

の理念・目的の点検・評価を行っている。 
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＜８＞工学研究科 

工学研究科教務委員会を中心として、ディプロマポリシーおよびカリキュラムポリシー

の見直しの際に、理念・目的に立ち返って点検をしている。また、工学研究科長の諮問機

関である専攻主任会議においても社会のニーズや学生の特質を踏まえて教育改革の方策を

検討している。2010（平成 22）年度からは、大学院教育に対する FD 活動を継続的に実施

しており、修正の必要とされる要件を洗い出す取り組みをとっている。これらの取り組み

により研究科の理念・目的の修正等は適切に行われるシステムとなっている。 

 

＜９＞環境情報学研究科 

2013（平成 25）年度の都市生活学専攻新設を機に、研究科の理念・目的について再検討

を行った。また、大学基準協会の大学基準に準拠した基準に基づいて、毎年実施する横浜

キャンパス教員業績評価委員会において定期的に検証している。さらに、年度初めの研究

科委員会において、募集要項(案)の審議の際に、研究科の人材の養成および教育研究上の

目的の確認を全構成員により確認している。 

 

２．点検・評価 

 

● 基準１の充足状況  

大学全と各学部・研究科において、理念を設定し、それを実現するための目的を社会の

要請に合わせて適切に設定し、それらに沿った活動を展開しているといえる。また、建学

の精神も再確認している。そして、その内容は定期的に検証され、教職員および学生に対

しては刊行物やウェブページ等を通じて周知し、社会に対して公表している。よって、基

準 1 を充足していると判断できる。 

 

① 効果が上がっている事項 

＜１＞大学全体 

1) 「アクションプラン 2030」の趣旨および内容が学内構成員に広く共有されたことによっ

て、再確認された建学の精神、新たに策定された大学全体の教育理念、ビジョン-目指

す大学像-の浸透が図られた。その結果、「アクションプラン 2030」に基づく施策・事業

によって、新たな取り組みや改善のための活動が推進されている（1-38）。 

＜２＞工学部 

1）  教育理念および教育研究上の目的は、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシ

ーという形で学科にまで浸透させることができている。それらは学修要覧に記載され、

日常的に可視化できるようにし、大学構成員に周知されている。 

＜３＞知識工学部 

1）  「理念」や「教育研究上の目的」を具体的に達成するためのカリキュラム・ポリシー、

ディプロマ・ポリシーが設定され、それに基づくカリキュラムで学生教育を行ってい

る。 

＜５＞メディア情報学部 

1) メディア情報学部中長期構想委員会において学部学科の将来構想を検討した結果、学
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部・学科の理念・目的については、これを維持してよりよい成果を目指すべきという

方向性が再確認された。現在は一層の学部の理念達成の向上に向けて、カリキュラム

再編ワーキングを組織し、作業を進めている。PDCA サイクルは現在のところ順調に機

能しており、中長期構想委員会による理念・目的および達成度の検証とそれに基づく

カリキュラム等の施策の見直しは、引き続き定期的に実施予定である。 

2) メディア情報学部としても「アクションプラン 2030」の全学的な施策を遂行するとと

もに、「アクションプラン 2030」に沿った新たな施策として提案した「科学コミュニケ

ーションプログラム」が事業として承認された。今後さらに学部の理念に沿った研究

教育内容の向上を目指し、大学全体の教育の質向上にも一層の寄与を目指している。 

＜９＞環境情報学研究科 

1）  都市生活学専攻新設を機に研究科の理念・目的について再検討を行い、明確に示すこ

とができた。2015（平成 27）年度は、研究科全体および専攻毎にカリキュラムポリシ

ー、ディプロマポリシーの明確化を図っている。 

 

② 改善すべき事項 

＜１＞大学全体 

1）  各学部・研究科の「理念・目的」については、それぞれ適切に設定されているものの、

「（学部の）理念」「教育理念」「目的」「目標」等の体系性が、社会から見た場合に分

かりづらくなっているものと判断される。 

2）  大学全体の理念・目的に沿った実践教育を行うためには、学生がより一層主体的に学

習に取り組むような環境を整える必要があるが、その一つの手法となり得る教育効果

を高めるための ICT 活用は十分ではない。  
 

３．将来に向けた発展方策 

 

① 効果が上がっている事項 

＜１＞大学全体 

1）  「アクションプラン 2030」の共有によって、再確認された建学の精神の内容、教育理

念、ビジョンの浸透には至ったが、今後は数値目標の設定や社会環境の変化に応じた

プラン自体の見直しも必要になってくる。大学戦略室においてビジョン達成に向けた

具体的な成果目標を明確に示し、「アクションプラン 2030」を確実に推進していく。 

＜２＞工学部 

1）  教育理念および教育研究上の目的の実現のためには、それらに則った教育の学修成果

を客観的に評価する必要がある。本学では 2015（平成 25）年度からジェネリックスキ

ル測定のための客観テストを導入し、1 年生から 3 年生に毎年実施することが決まっ

ている。今後は学年進行に伴うジェネリックスキルの伸長など経年変化に注視し、学

修成果の評価と教育の質保証のためのフィードバックに利用することを考えている。 

＜３＞知識工学部 

1）  カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシーをさらに具体化することで、「理念」

や「教育研究上の目的」に適合する学生像を明確化することができる。そのことによ
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って、学部の具体的なイメージを明らかにする。また、カリキュラム・ポリシー、デ

ィプロマ・ポリシーとカリキュラムとの、より厳密な対応を図る作業を行う。  
＜５＞メディア情報学部 

1）  学部の理念・目的の不断の検証は重要な施策であり、今後も引き続き、PDCA サイクル

がスムーズに進行するよう、学部長の指示のもとでシステム化する。「アクションプラ

ン 2030」自体も継続的に検証、改善されることがプランの中に謳われており、これと

歩調を合わせて進めていくこととする。 

2）  「アクションプラン 2030」に沿った新たな施策である「科学コミュニケーションプロ

グラム」についても 2016（平成 28）年度以降、本格的なカリキュラムとの連動を検討

し、大学および学部の理念に更に沿った一層の研究教育内容の向上の寄与を目指して

いく。 

＜９＞環境情報学研究科 

1）  研究科全体、さらに専攻毎のカリキュラムポリシー、ディプロマポリシーに関しても、

毎年度の点検を研究科委員会において、定期的に実施していく。 

 

② 改善すべき事項 

＜１＞大学全体 

1）  理念・目的、目標の更なる明確化については、2014（平成 26）年度に体系化した 3 つ

のポリシーを、更に簡潔に示せるよう見直しており、その過程において整理していく。 

2）  大学全体の理念・目的、大学全体の教育理念および各学部・研究科の理念・目的に合

致する教育を具現化するため、「アクションプラン 2030」（教育の質保証プロジェクト

およびキャンパス教育環境向上プロジェクト）の事業として既に大学戦略室において

本学が掲げる実践教育に相応しい教育への ICT 活用について調査・検討を行っており、

2016（平成 28）年度に環境整備に着手する。 

 

４．根拠資料 

 

1-1 東京都市大学建学の精神 

1-2 東京都市大学理念 

1-3 東京都市大学学則 

1-4 東京都市大学大学院学則 

1-5 建学の精神、教育理念、目指す大学像-ビジョン 

1-6 東京都市大学中長期計画（アクションプラン 2030）

http://www.goto-ikuei.ac.jp/tcu_actionplan2030/index.html  

1-7 東京都市大学二子玉川夢キャンパスについて 

1-8 世田谷キャンパス図書館ラーニングコモンズパンフレット 

1-9 東京都市大学オーストラリアプログラム（TAP）パンフレット 

1-10 工学部学修要覧（2015 年度） 

1-11 知識工学部学修要覧（2015 年度） 
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1-12 就職実績 http://www.tcu.ac.jp/recruiting/result/index.html  

1-13 環境学部学修要覧（2015 年度） 

1-14 メディア情報学部学修要覧（2015 年度） 

1-15 科学コミュニケーションプログラム関連資料 

1-16 都市生活学部学修要覧（2015 年度） 

1-17 人間科学部学修要覧（2015 年度） 

1-18 人間科学部児童学科パンフレット 

1-19 工学研究科履修要綱（2015 年度） 

1-20 環境情報学研究科履修要綱（2015 年度） 

1-21 大学案内（2015 年度） 

1-22 大学ガイド（2015 年度） 

1-23 全学教職員意見交換会について 

1-24 全学 FD・SD フォーラムについて 

1-25 東京都市大学タグライン 

1-26 東京都市大学学部紹介（工学部） 

http://www.tcu.ac.jp/academics/engineering/index.html  

1-27 東京都市大学学部紹介（知識工学部） 

http://www.tcu.ac.jp/academics/knowledge/index.html  

1-28 東京都市大学学部紹介（環境学部） 

http://www.tcu.ac.jp/academics/environment/index.html  

1-29 東京都市大学学部紹介（メディア情報学部） 

http://www.tcu.ac.jp/academics/informatics/index.html  

1-30 東京都市大学学部紹介（都市生活学部）

http://www.tcu.ac.jp/academics/urbanlife/index.html  

1-31 東京都市大学学部紹介（人間科学部） 

http://www.tcu.ac.jp/academics/humanlife/index.html  

1-32 東京都市大学大学院紹介（工学研究科） 

http://www.tcu.ac.jp/academics/graduate/index.html  

1-33 教育年報（2014 年度） 

1-34 東京都市大学大学院紹介（環境情報学研究科） 

http://www.tcu.ac.jp/academics/graduate/index.html  

1-35 教務委員会議事（2015 年 10 月 21 日） 

1-36 教育年報（2013 年度） 

1-37 メディア情報学部中長期構想委員会最終答申 

1-38 大学戦略室レター（No.1） 
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第２章 教育研究組織 

 

１．現状の説明 

 

（１）大学の学部・学科・研究科・専攻および附置研究所・センター等の教育研究組織は、

理念・目的に照らして適切なものであるか。 

 

本学は、1949（昭和 24）年 4 月に武蔵工業大学として、工学部に機械工学科、電気工学

科、建築学科の 3 学科を設置したことに始まり、2009（平成 21）年度の東横学園女子短期

大学との統合、「東京都市大学」への大学名称変更等を経て、2015（平成 27）年度におけ

る教育研究組織は、工学部、知識工学部、環境学部、メディア情報学部、都市生活学部、

人間科学部の 6 学部 18 学科と、大学院研究科は、工学部と知識工学部を基盤とする工学研

究科と、環境学部とメディア情報学部、都市生活学部を基礎とする環境情報学研究科の 2

研究科 12 専攻で構成している（2-1）。 

上記の 6 学部 2 研究科は 3 キャンパス（世田谷、横浜、等々力）に所在し、工学部・知

識工学部・大学院工学研究科は世田谷、環境学部・メディア情報学部・大学院環境情報学

研究科は横浜、都市生活学部・人間科学部は等々力に設置している。 

本学は東京都市大学への名称変更以降、それまでに積み重ねてきた専門的な技術者教育

と、新学部設置に伴う教育研究領域の拡がりを融合し、大学としてのアイデンティティを

確立することが求められた。そのために、「都市」などのキーワードに表象される時代のニ

ーズの変化を見据え、理念・目的や社会のニーズとの適合について再確認する必要があっ

た。 

本学の理念は「持続可能な社会発展をもたらすための人材育成と学術研究」であり、そ

の理念の実現のために目的を定めている。そして学部・研究科を、大学の理念・目的に基

づいて、それぞれの理念・目的を明らかにした上で編成している。 

また、本学のビジョンは、『「都市」をキーワードに時代の要請に取り組み、国際都市東

京で存在感を示す有数の私大を目指す』である。「都市の課題に取り組み、解決し得る人

材を育成する」ことは、以下の教育研究組織において築いてきた年月の長さにこそ相違は

あるものの、全学的に共有され、実践されている。 

 

工学部は、「理論と実践」という教育理念に基づいて、「ものつくり」「科学技術」「エネ

ルギー」「工学と医療」「都市インフラ」をキーワードとする、機械工学科、機械システム

工学科、原子力安全工学科、医用工学科、電気電子工学科、エネルギー化学科、建築学科、

都市工学科の 8 学科と、学部附置研究所である原子力研究所（川崎市麻生区王禅寺）で構

成している（2-2）。なお、医用工学科については、平成 25 年 4 月に生体医工学科から学科

名称を変更している。 

知識工学部は、2007（平成 19）年 4 月に工学部を改組し設置した学部であり、「知の創

造」という学部の理念に基づき、情報科学科、情報通信工学科、経営システム工学科、自

然科学科の 4 学科を設置し、情報・通信を中心とした「科学技術」、「未来社会」に重点を
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置く学科により構成している。情報通信工学科については、2013（平成 25）年 4 月に情報

ネットワーク学科から名称を変更している。 

なお、世田谷キャンパス（工学部、知識工学部）の付属施設として機器分析室を設置し

ているほか、共通施設として、ものつくり支援センターを置いている。 

環境学部は、2013（平成 25）年 4 月に環境情報学部を改組して設置した学部であり、学

部の理念に基づき、複雑かつ広範囲に及ぶ環境問題に対処するため、農学、工学、経済学

などの個別領域の専門性を重視するとともに、それらを融合させ、文系･理系の枠を超えた

実践的な教育・研究を行う環境創生学科と環境マネジメント学科の 2 学科で構成している。 

メディア情報学部は、環境学部と同様に 2013（平成 25）年 4 月に環境情報学部を改組

して設置した学部である。学部の理念に基づき、情報通信技術を駆使して社会の諸問題の

解決を目指し、社会的事象を分析・評価する視点や情報通信技術を利用者の視点から総合

的に捉える人材を育成するため、社会メディア学科と情報システム学科の 2 学科により構

成している。 

都市生活学部は、2009（平成 21）年 4 月に開設した社会科学系学部であり、都市生活学

科 1 学科体制の学部である。学部の理念に基づき、都市における空間、商品・サービスに

関する専門領域として、都市のライフスタイル、都市のマネジメント、都市のデザイン、

都市のしくみについて実践的な教育研究を行っている。 

人間科学部は、2009（平成 21）年 4 月に開設した、「児童学」を専門とする児童学科 1

学科体制の学部である。学部の理念に基づき、子どもの発達に必要な専門知識の獲得を重

視し、実践力と専門性を備えた保育者を育成するための教育研究を行っている。 

大学院工学研究科は、研究科の理念に基づき、機械工学専攻、機械システム工学専攻、

電気電子工学専攻、生体医工学専攻、情報工学専攻、建築学専攻、都市工学専攻、システ

ム情報工学専攻、エネルギー化学専攻、共同原子力専攻の 10 専攻により構成しており、修

士課程、博士後期課程を有する。電気電子工学専攻、生体医工学専攻、情報工学専攻は、

電気工学専攻の 1 専攻に集約されていたが、2009（平成 21）年度の改組によって開設した

専攻である。また、共同原子力専攻については、2010（平成 22）年度に早稲田大学と協力

関係を発展させ、共同教育課程として設置したものである。これらの専攻はそれぞれの分

野において産業界と密接に連携を保ち、各産業界から求められている、語学を含めたコミ

ュニケーション能力とプレゼンテーション能力を身に付ける指導に加え、工学におけるリ

テラシーと位置づけられる情報技術と専門知識を養い、それらを駆使して課題を解決でき

る技術者ならびに研究者を養成する事を目標に取り組んでいる。 

大学院環境情報学研究科は、研究科の理念に基づき、環境情報学専攻、都市生活学専攻

の 2 専攻により構成しているが、都市生活学専攻は 2013（平成 25）年度に開設した専攻で

ある。近年は、環境と情報と都市に関わる諸問題が、個人や家族などの小さいスケールか

ら企業や地域社会・都市・国際社会などの大きなスケールまで、また様々な分野が複雑に

絡み合う形で現れてきており、その解決に向けた基礎的な教育や研究を改めて見直し、一

層の充実を図ることが必要である。よって、環境情報学研究科では、従来の縦割り型の学

問体系を超えて、学際的な学問体系を素養として身に付けた人材を養成することを目指し

ている。 
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学部以外の教育研究機関では、共通教育部、情報基盤センター、総合研究所、産官学交

流センター、国際センターを設置している。 

共通教育部は、2012（平成 24）年度に知識工学部からリテラシー学群（工学部および知

識工学部の教養教育・外国語教育等を司る組織）が独立し、大学全体の教養教育・外国語

教育等を司るために全学組織として発展した機関である。学部・学科との連携のもと、全

学的な教育研究の充実・向上に資することを目的としており、「都市大スタンダード」と呼

ばれる共通プログラムの展開によって、全学部共通の教養教育を推し進めている。  

情報基盤センターは、全学の共同利用施設として、情報および情報処理システムに関す

る教育・研究の遂行、情報ネットワークを含む情報システムの有効な整備・運用・改善、

並びに各キャンパスの独自性に基づいた整備・運用・改善を図ることを目的とする施設と

して、各キャンパスに設置している（2-3）。 

総合研究所は、2004（平成 16）年に開設した本学の附属研究所であり、本学の特徴ある

研究の推進拠点として、研究の高度化を図っている。2015（平成 27）年度では、4 つのプ

ロジェクト研究（研究センター）と、重点的に推進すべき研究として採択された 2 つの重

点推進研究室およびインキュベーションラボから構成している（2-4）。 

産官学交流センターは、産官学交流を通じ、必要性の高い研究テーマを発掘し、外部か

研究資源を得ることにより学内の研究の活性化を図るとともに、本学の研究成果を企業及

び地域社会等に還元し、社会的貢献を果たすことを目的としている（2-5）。 

国際センターは、2014（平成 26）年 4 月に設置した組織である。本学の国際化および国

際的な活動の活性化を強く推進するため、国際交流、国際化および国際活動に関わる全学

的な事柄に関して企画・実行し、本学の発展に資することを目的としている。具体的には、

本学が国際標準の大学に進化するため、国際戦略の企画・立案に関する事項や、本学独自

の留学プログラムとして 2015（平成 27）年度から実施している TAP 等の推進に取り組んで

いる。 

 

（２）教育研究組織の適切性について、定期的に検証を行っているか。 

 

本学のこれまでの教育研究組織の編成は、全学的・民主的議論を積み重ねながら進めら

れてきた。上述したような教育研究組織の改正は、学長の諮問等により、新学部開設準備

委員会による検討を経て、学部教授会、研究科教授会、大学協議会を経て、最終的に理事

会によって承認される等の手続きにより実施されたものである。さらに、現在は「アクシ

ョンプラン 2030」（キャンパス教育環境向上プロジェクト）の施策として、「時代に見合っ

た学部学科構築のための検討・実施」を設定しており、創立 90 周年（2019 年）、100 周年

（2029 年）での本学が目指すべき姿を踏まえ、社会の要請に沿った教育研究組織の適切性

についての検証を、大学戦略室を中心に行っていくこととしている（2-6）。 

 

２．点検・評価 

 

● 基準２の充足状況 

 本学の学部・研究科等の教育研究組織は、本学の理念・目的およびビジョンに沿って編
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成しており、本基準を充足していると判断できる。 

 

① 効果が上がっている事項 

1）  本学の国際化を推進するために国際センターが設置されたことにより、その取り組み

が強力に推進されており、TAP の実施・推進、海外協定大学との交流、科学技術振興

機構の「日本･アジア青少年サイエンス交流事業」（さくらサイエンスプラン）の採択

等で成果を上げている（2-7）。 

 

② 改善すべき事項 

1）  近年の本学の志願者動向の結果においては、本学における学びの内容が社会一般から

見えにくくなっていると判断せざるを得ない。 

 

３．将来に向けた発展方策 

 

① 効果が上がっている事項 

1）  本学における国際化の推進については、入試、教育、学生支援、研究、施設、人事の

面での一体的な取り組みが不可欠であるため、国際センター、大学戦略室および学内

関係機関（学部・研究科、関係委員会）との連携を強化していく。  
 

② 改善すべき事項 

1）  学びの内容の明確化とその発信については、3 つのポリシーの更なる見直しと簡潔明

瞭な表現が必要であり、現在全学部・研究科で改めて一体的な見直しを行っている。

それらに基づいてカリキュラムのスリム化や講義の整理統合などを行い、学生への教

育効果を高めると同時に、教員の講義負荷軽減を図り、各教育研究組織内の教員グル

ープの力を高めていく。  
 

４．根拠資料 

 

2-1 東京都市大学組織図 

2-2 原子力研究所パンフレット 

2-3 情報基盤センターパンフレット 

2-4 総合研究所パンフレット 

2-5 産官学交流センターパンフレット 

2-6 東京都市大学中長期計画（アクションプラン 2030）（既出 1-6） 

2-7 「日本･アジア青少年サイエンス交流事業（さくらサイエンスプラン）」採択取組一覧 
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第３章 教員・教員組織 

 

１．現状の説明 

 

（１）大学として求める教員像および教員組織の編制方針を明確に定めているか。 

 

＜１＞大学全体 

東京都市大学では、「東京都市大学学則」第 1 条第 1 項に「豊かな教養を授け、深く専

門の学術を教授研究し、もって文化の向上に寄与するとともに、人類福祉の増進に貢献す

ること」を目的として掲げている（3-1、第 1 条）。また、教員像としての明文化には至っ

ていないものの、教育理念を「ボーダーを越えて、学生と教職員が共に考え、学び、行動

することで社会に貢献できる人材を育てる」としている(3-2)。教員には教養あるいは専門

を教授できる高い教育能力を求めるとともに、教育者として人格・識見に優れ、かつ学生

と真摯に向き合い、自らの活性化とレベルアップを図り、日々研鑚を重ねることを明確に

求めている。 

研究能力に対しては、学位を有することを原則とし、研究の業績を有する者を求めてい

る(3-3、3-4、3-5、3-6、3-7)。学部および研究科によっては、職階あるいは指導資格の授

与を判断する上で、研究業績と教育実績と合わせ社会貢献も含めてガイドラインを定め、

客観的な判断のもとに運用されている。これらの点検ならびに評価は、各学部長の責任の

下で行われている。 

教員組織の編成は、副学長が委員長となり運営される専門分野編成審査委員会において

審議されている。全学的な教員編成方針は定められていないが、当該委員会では、その任

務を「大学として必要性の高い専門分野を指定した上で各学科等へ再配分すること」とし

ており、また、各学部・学科で設定した教育目標を達成するためのカリキュラムを運用す

る上で必要な教員の専門分野と教員数を年度初めに確認して、当該学科における教員の専

門分野の妥当性を点検している。また、新規に採用する教員の専門分野に対し、あるいは

昇格において、学科の将来計画との整合性と照合し、採用する教員の研究分野の妥当性、

昇格する教員の研究分野、カリキュラムの中での必要性や将来展望を点検し、あわせて、

他学部や他学科との専門分野の重複等も考慮し、申請の妥当性を判断している。これらは、

年度初めに各主任教授を通じて周知・徹底されている（3-8）。 

大学院においては、「東京都市大学大学院学則」第 1 条第 1 項に各研究科の学問分野に

関する学術の理論および応用を教授研究し、その深奥を極めて文化の進展に寄与すること

を目的と定めており、教育と研究を両輪とすることを教員に求めている(3-9、第 1 条)。教

員の指導資格の認定に関しては、各研究科に教員資格基準が設けられており、研究科長の

下に資格審査委員会を設け判断している（3-10、3-11）。 

学科の開講科目間の連携は主任教授の責任の下、教務委員が運用している。また、連携

の程度によっては各学部・研究科の教務委員会の中で調整を行っている。さらに、学部に

またがる共通教育科目に関しては、共通教育部の教務委員が、教育に関わる全学的な事柄

を議論する組織である全学の教務委員会（3-12）の下で調整を図っており、各学部教務委
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員長および全学教務委員長の責任の下で運用されている。 

 

なお、共通教育部では明確な手続の下で教員の任免および教員組織の編成が行われてい

るため、本章では大学全体の欄においてその内容を記す。 

共通教育部は 3 キャンパスに分かれる 6 学部の教養科目、外国語科目、自然科学系基礎

科目、体育科目、教職科目を担当する全学的組織であり、「東京都市大学共通教育部規程」

（3-13）で定められた任務に対して、各学部・学科との連携のもと、全学的な教育研究の

充実・向上に資するとともに、研究面での実績に加え、「教育者として人格・識見に優れ、

大学における教育を担当するにふさわしい能力を有する者」という教育面での力量も求め

ている（3-7）。教員組織の編成に当たっては、共通教育部教員資格審査委員会（3-14）が

新年度当初に、各学系から提出された昇任計画案、新規採用計画案を確認することにして

いる。ただし、新規に募集する教員枠に関しては専門分野編成審査委員会に新規採用専門

分野を申請し、同審査委員会が専門分野と職位の妥当性を審議することになっており、大

学全体として必要性の高い専門分野を確認することができ、その結果、全学的な専門分野

の構成を常に最良の状態にしておく体制が保証されている。 

 

＜２＞工学部 

 工学部では、「東京都市大学世田谷キャンパス教員資格基準」（3-3）において、教員に求

める能力・資質等を明確化している。教員の組織的な連携体制は、工学部教授会（3-15）

において学部全体に関する審議・報告を行っており、主任教授が各学科におかれ（3-16）、

各学科に関係する事項の議論と周知のために工学部主任教授等会議（3-17）を定期的に開

催している。各学科では主任教授が招集する教室会議を毎月開催しており、学科における

審議や連絡調整を行っている。教育課程の編成に関する事項は、工学部教務委員会（3-18）

において審議され、各学科の教育課程に関する事項は教室会議で審議される。また、知識

工学部と共通の課題については工学部・知識工学部の合同教務委員会（3-19）で審議し、

さらに全学的に共通する課題については、全学教務委員会において審議される。このよう

に工学部の組織的な運営と教育課程の編成に関しては、会議体を階層的に配置し、それぞ

れの会議体の連携を図りながら役割分担を行い、さらに、会議体における審議事項と責任

を明らかにしている。 

 なお、工学部及び知識工学部に共通する事項については、工学部・知識工学部の合同教

授会(3-20)において審議している。 

 

＜３＞知識工学部 

知識工学部では、「東京都市大学世田谷キャンパス教員資格基準」（3-3）において、教員

に求める能力・資質等を明確化している。教員の組織的な連携体制としては、知識工学部

教授会において学部構成員全体に関係する議事の審議・報告を行っている（3-21）。教授会

での審議・報告には馴染まないが、各学科に十分に周知・議論が必要な事項に関しては知

識工学部主任教授等会議において学部長から各学科の主任教授に伝えられる（3-22）。それ

ぞれの学科では教室会議を毎月 1 回以上開催しており、各学科における審議必要事項の議

論や連絡調整を行なっている。また、知識工学部教務委員会（3-23）には、各学科の代表
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者が参加し、学部全体の教育課程編成方針を具体化するための議論が行われている。さら

に、工学部との共通の課題を検討するための組織として、工学部・知識工学部の合同教務

委員会（3-19）も定期的に開催されている。その上に、全学の教務委員会が設置されてい

る。このように、各学科、学部、キャンパス、大学についての教学に関わる連絡調整を行

う組織を階層的に設置することにより、組織的な教育を行う上での役割分担を行い、責任

の所在を明確化している。 

 なお、知識工学部および工学部に共通する事項については、工学部・知識工学部の合同

教授会(3-20)において審議している。 

 

＜４＞環境学部 

 環境学部では、「東京都市大学横浜キャンパス教員資格基準」（3-4）において、教員に求

める能力・資質等について明確化している。環境創生学科は「農学と工学」、環境マネジメ

ント学科は「工学と経済学」という、それぞれが 2 分野を融合した内容によって構成され

ている。そのために、環境創生学科が目指す「生態環境分野」では農学系および理学系教

員、「都市環境分野」では工学系教員で主に構成し、両分野を融合させて研究と教育を行う

こととしている。また環境マネジメント学科が目指す「環境経営分野」では工学出身の教

員、「環境政策分野」では経済学や政治、法律を専門とする教員で構成し、研究と教育を行

うこととしている(3-24)。 

教員の組織的な連携体制と教育研究に係る責任の所在の明確化に関しては、2013(平成

25)年度の改組により発足したメディア情報学部と、それぞれ補完しながら発展することを

企図し、両学部共通の課題を取り扱う組織として、主任教授会議、教員資格審査委員会、

教員業績評価委員会、図書館委員会、キャリア委員会を設置して対応している(3-25、3-26、

3-27、3-28、3-29)。また、合同教授会、入学試験委員会、学部教務委員会等を両学部共同

で開催している(3-30、3-31、3-32)。また、学部独自の組織として教授会を定例で開催す

るとともに、両学科合同会議、各学科会議を不定期に開催し、全学に係る事項を全教員に

周知するとともに、ワーキング・グループによって学部や学科の課題を議論する場をつく

るなど情報の共有を図っている。 

 

＜５＞メディア情報学部 

 メディア情報学部では、「東京都市大学横浜キャンパス教員資格基準」（3-4）において、

教員に求める能力・資質等について明確化している。学部の教育目標を達成するために、

社会学系、心理学系、教育系、工学系、情報系という多様性の高い人材を確保するよう努

めており、社会メディア学科と情報システム学科は相互補完的な関係にあり、カリキュラ

ム・教員も相互に連携して運営している。教員間の組織的な連携を密にするために、おお

よそ月 1 回程度開催されるメディア情報学部教授会のほか、学科主任が招集する学科会議

も月 1 回以上の頻度で開催されている。必要に応じて合同学科会議も開催し、学科間の情

報共有および調整を円滑に行うようにしている。 

 

＜６＞都市生活学部 

都市生活学部では、「東京都市大学都市生活学部教員資格基準」（3-5）において、教員
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に求める能力・資質等について明確化している。都市生活学部では、2011(平成 23)年の開

設より、専任教員資格要件について、1)博士号の取得（ないしそれに替わるもの)､2)社会

的評価の高い出版社より単著の出版､3)教育･研究･学務における評価される業績､4)上記の

研究活動のより高度化と継続的実施､5)その他として､①担当授業科目拡充のため新たな業

績の蓄積による幅の広い専門性の確立・②担当する専門内容に合致した研究業績などとい

った条件を定めて教員の実績の評価を行ってきた。 

また、2012(平成 24)年度に、ほぼすべての教員を対象に大学院指導資格審査を行ったこ

とにより、各教員が自己の研究活動水準を強く自覚するにいたった。こうしたことから、

2015(平成 27)年度において、職位ごとに教員に求める能力・資質等を明確化し、大学院設

置基準に対応できること等を前提とする予定である。 

教員の組織的な連携体制と教育研究に係る責任の所在の明確化に関しては、学部全体に

係る問題・課題の意見交換の場として教室会議を毎月定期的に開催し、議決が必要な場合

は教授会に諮る形をとっている(3-33)。教育課程編成に係る事項は教務委員会を中心に議

論し、教室会議に提案、全員の意見交換を行う形をとっている。また、人間科学部と共通

の問題・課題を意見交換し、方針を決定する場として、等々力キャンパス運営会議を設置

し、両学部の一体化に努めている。入学者の募集や学生の就職先確保に関する広報業務は、

教員全員が連携して業務を行ない、緊密化に努めている。 

 

＜７＞人間科学部 

教員に求める能力・資質については、「人間科学部教員資格基準」(3-6)があり、教員の

教育業績、研究業績、実務経験、学部運営、社会的貢献などの実績を鑑み、人格・識見に

秀でた者を求めることを明確化している。また、学部の理念・目的に基づき、現在の児童

学の 5 分野(児童保健、児童福祉、児童心理、児童教育、児童文化)等で専門性の高い教育

の確保に努めている。また、学生のほとんどが保育士国家資格・幼稚園第１種教諭免許取

得を目指しており、保育者養成の根幹となる実習指導に重きを置いており、その担当教員

として現場経験豊富な実務家教員を専任講師として 2 名採用している。 

教員の組織的な連携体制としては、月 1 回の構成員全員による教室会議と教授会におい

て、各委員会から提出された案件を審議している。また、定期的に各委員会を開催し、そ

の内容を教室会議で報告し、教員間の意思疎通を図っている。教室会議においては、学生

の動向についても報告され、全教員が学生の状況を把握し、指導上の留意を共有している。 

学部長は学長指名であり（3-34）、それを受け学部長が教務委員長を指名する(3-35)。

研究教育については、学部長、教務委員長が中心となり、教務委員会（毎月１回）、等々力

キャンパス教員業績評価委員会において点検されている（3-36）。また、教務委員会、学生

部委員会などをはじめ、各委員会の代表は全学の委員会、キャンパスの委員会等にも出席

し、学部間、キャンパス間で連携体制をとっている。 

 

＜８＞工学研究科 

工学研究科の教員は、工学部および知識工学部に所属する教員の中から、研究業績を中

心として、これに人格識見および教育能力・実務能力等を含めた審査により資格を認定さ

れる。認定する際の資格基準は「東京都市大学大学院工学研究科教員資格基準」（3-10）に
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おいて、博士前期課程ならびに博士後期課程における、研究指導および講義を担当できる

教員、研究指導の補助並びに講義および実験を担当できる教員、さらに講義および実験の

みを担当できる教員について、明確に区分した資格基準を設けており、その内容は学内教

職員専用のウェブページから自由に閲覧できる。さらに、工学研究科教員資格基準取扱要

項（3-37）において資格基準の詳細を規定し、研究業績に関して申し合わせを設けて定量

的な指標としており、これらにより教員に求める能力・資質等は明確化されている。 

各専攻には 4 つ以上の学科目を必要とすることが「工学研究科の学科目及び教員組織に

関する編成要項」（3-38）において規定されている。また、同要項では、「専攻ごとの主要

な学科目に適格性のある修士課程の研究指導及び講義担当適格者＜M○合 ＞と研究指導の補

助並びに講義及び実験担当適格者＜M 合＞をもって組織するものとする。ただし、主要な

学科目に研究指導適格者が 2 名いる場合は、そのうち 1 名を研究指導の補助担当適格者と

みなすことができる。」と編成のあり方を規定している。博士後期課程も同様である。 

教員の組織的な連携体制は工学研究科委員会(3-39)を最高議決機関として構築され、工

学研究科長は専攻主任会議を主催して重要事項を審議するとともに諮問を得ることとし、

専攻主任は適宜、所属教員による専攻会議を主催して専攻内の意思統一・意見集約を行う

こととしている。工学研究科教務委員会では、各専攻から選出された教務委員による審議

を行い、教務委員長はその結果を工学研究科長に答申する。それらの結果を踏まえて工学

研究科長は工学研究科委員会に重要案件を提案し、審議議決あるいは報告を行う。各専攻

では、学科目を最小組織単位として教員間の連携を図っている。 

教育研究に係る責任の体制について、工学研究科長は工学研究科全体を、専攻主任教授

は各専攻を、学科目に所属する教授が各学科目の運営について責任を負う。 

 このように、教員の組織的な連携体制と教育研究に係る責任の所在は明確化されている。 

 

＜９＞環境情報学研究科 

環境情報学研究科では、「東京都市大学大学院環境情報学研究科教員資格基準」（3-11）

において教員に求める能力・資質等について明確化している。研究科の運営組織として、

所属専任教員のみによる環境情報学研究科委員会(3-40)が設置されており、組織的な教育

を実施している｡研究科委員会構成員の互選により選出された研究科長、各専攻で選出され

た専攻主任 2 名、研究科長が指名した教務委員長の 4 名を執行部と位置付け、専攻主任会

議を定期的に開催している。所属専任教員の役割分担として、教務委員会を設置している。

定期的に教務委員会、専攻主任会議および研究科委員会を開催することにより、環境情報

学研究科を運営している。研究科の教育研究、授業編成、教員人事等に関する重要案件は

全て研究科委員会において審議されており、教員の組織的な連携体制と教育研究に係る責

任の所在は明確である。 

 

（２）学部・研究科等の教育課程に相応しい教員組織を整備しているか。 

 

＜１＞大学全体 

 学部の教員組織の整備に関しては、専門分野編成審査委員会がカリキュラム運用上必要

となる教員の専門分野に関する整合性を点検し、学部・学科間の重複と将来計画・年齢構
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成を考慮し、教員組織の整備を図っている。学部における授業担当は学科において決定し

ているが、専門科目は教員の研究分野を尊重しており、各学科におけるシラバス作成のた

めの会議によって科目の適合性も併せて議論することが多い。科目担当の適合性は学生に

よる「授業改善アンケート」等を参考に、必要に応じて点検している。 

大学院においては、前項のとおり教員に対して教育と研究を両輪とすることを求めてい

る。大学院の指導教員に関しては各研究科に資格審査委員会を設け、研究科長の責任の下、

特に研究業績に重きを置いて「東京都市大学工学研究科教員資格基準」に示したガイドラ

インに基づき、指導資格を認定している。科目担当に関しては、専門に則した授業科目は

専門の教員が担当し、基礎科目は共通教育部の教員が担当することが多く、それぞれの専

門性を活かした分担としている。基礎科目においては各研究科教務委員長の責任の下、科

目の開設等を行っている。 

また、2009（平成 21）年度より女性研究者支援室（現、男女共同参画室）が設置され、

その重点活動として、全学における女性研究者の採用に取り組んでいる。 

 共通教育部の教員組織を巡っては、各学系下の各部門で多様な科目が設置され、採用時

点から各教員が専門性の高い特定科目を担当している。大学院開講の数学、物理、英語等

の基礎科目の担当教員については、共通教育部大学院共通教育委員会（3-41）の発議の下、

大学院工学研究科教員資格審査委員会（3-42）や大学院環境情報学研究科教員資格審査委

員会（3-43）がそれぞれ資格基準に基づき教員資格審査を行っている。 

 

＜２＞工学部 

 専門分野編成審査委員会の審査を受けた教員が、どの学科においてもバランスよく配置

され、適切な教員組織の編成が行われている。特に教授の審査については、世田谷キャン

パス教員資格審査委員会（3-44）の中に専門分野調査会を設け、当該候補者の業績および

能力が基準に適合するか否か調査・検討している。准教授、講師、助教および教育講師に

ついても、教員資格審査委員長および副委員長が必要と認める場合、専門分野調査会を設

けて審議する。授業科目担当については、各学科において資格審査を受けた教員の専門に

基づいて決められており、専門性を考慮した編成が行なわれている。 

 専任教員数は大学設置基準上必要な専任教員数を上回っており、年齢構成も含め適切か

つ計画的で、教育課程に相応しい教員組織が整備されている。 

 

＜３＞知識工学部 

専門分野編成審査委員会において決定された専門分野に基づき、編制方針に沿った教員

組織の整備を行なっている。授業科目の担当教員の決定にあたっては、各学科等の教室会

議や学部教務委員会において検討を行い、各科目を教授するのに相応しい教員を担当者と

するような仕組みを整備している。学部専任教員の年齢構成はバランスの取れた構成とな

っており、更に女性研究者についても積極的な採用を行なった結果、知識工学部における

女性専任教員の割合は 43 名中 4 名(9.3%)となっている。 

 

 ＜４＞環境学部 

環境マネジメント学科は 2013（平成 25）年度の改組によって大学で定めた教員定員の
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見直しが行われたが、定員を適切に活用し、教育課程に相応しい体制の整備に努めている。 

 授業科目と担当教員の適合性については、2013（平成 25）年度改組時に教員と担当授業

との適合性を吟味したうえで文部科学省に届出を行っている(3-24)。また、2013(平成 25)

年度以後に採用した教員については、採用時に横浜キャンパス教員資格審査委員会におい

て厳格に審査し、担当予定科目の模擬授業を行ったうえで採用の可否を決定している。 

 以上により、授業科目と担当教員の適合性、および適合性を判断する仕組みが整備され

ていると判断している。 

 

＜５＞メディア情報学部 

社会メディア学科においては「コミュニティデザイン分野」「人間コミュニケーション

分野」において、約半数ずつの教員構成となるよう配置し、情報システム学科においては

「システムデザイン分野」「ICT アセスメント分野」について同様に配置している。新規採

用では、変化する社会状況を随時検討し、その都度、社会的要請が強く必要とされる領域

について学科教員で意見交換を行い、採用計画を吟味して適切な人員配置ができるよう、

採用要件を明らかにして募集を検討している。授業科目と担当教員の適合性については、

主任または科目責任者らが当該教員にヒヤリングして適合性を判断し、新規科目について

は必ず授業評価アンケートを実施して学部長、学科主任が内容をチェックしている。 

 

＜６＞都市生活学部 

教員組織は、「都市のライフスタイル」「都市のマネジメント」「都市のデザイン」「都

市のしくみ」の 4 専門領域で構成され、教員は各領域に応じて多岐にわたる分野から確保

するよう努めている。学部の教育課程は教育編成組織の編成と同じく、3 つの専門領域に

対応させることを方針としていたため、「都市居住」領域に過剰感がある状況であったが、

2015（平成 27）年度より領域を 4 分野に編制し直したことなど、4 領域への配置、年齢バ

ランスなどについて全体的な整合性を図っている。授業科目と担当教員の適合性を判断す

る仕組みについては、その理念・目的に基づいて学部設立時に新学部設立準備室において

全教員を対象に専任教員資格条件に基づく研究業績の書類評価を行い、研究業績について

個人プレゼンテーションを実施して評価をすることで、授業科目を決定した。 

その後、実際の授業の実施については、専任教員、非常勤教員共に、①学期ごとに実施

される授業評価アンケートによる学生からの評価、②学生の評価の低い授業についての学

部長による授業聴講によって適合性を判断すること等を行ってきた。 

 

＜７＞人間科学部 

人間科学部では、学長および専門分野編成審査委員会の編成方針に則り、教員組織の整

備を行っている。児童学科の基本となる前述の児童学の 5 分野に関わる授業として、以下

の陣容で教育に当っている。 

1)「児童保健」の分野は、博士の学位を有する教授（医師）と、体育を担当する准教授

が当っている。 

2)「児童福祉」の分野は、施設長経験が長く実習生の受け入れ等を含めた現場の状況に

精通している実務家教員、施設職員の経験が長かった実務家教員をそれぞれ専任講師
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として配置している。 

3)「児童心理」の分野は、博士の学位を有する教授と准教授が担当している。 

4)「児童教育」の分野は、教育原理の分野に准教授、教育方法の分野に教授 2 名、准教

授 2 名、芸術教育・表現技術分野に教授 2 名、准教授 2 名を配置している。 

5)「児童文化」の分野は、准教授が担当している。 

教員の経歴も多様であり、幼稚園園長、幼稚園教諭、施設長、保育士などの現場経験を

有する者、医学、心理等の臨床に携わる者、国内外の学会や行政の委員等で活躍する者な

ど、保育・就学前教育に関して経験豊かな人材を揃え、学部・学科の理念・目的に沿った

理論と実践を遂行しており、教育課程にふさわしい教員組織として構成されている。 

 

＜８＞工学研究科 

工学研究科では、何れの専攻においても、大学院設置基準の修士課程および博士後期課

程の基準と照らして、十分に余裕を持って運営されている。また学部での新規採用に当た

っては、学科・専攻としての教育研究体制に係る人事計画を求めており、専攻の運営にお

いて将来的にも充実した教育・研究体制を維持できるように配慮するよう求めている。 

授業科目と担当教員の適合性は、工学研究科教員資格審査委員会において適合性を判断

する仕組みが整備されている。研究科担当教員の資格は、修士課程については研究指導、

研究指導補助、授業科目担当の区別を明確化しており、博士後期課程についても研究指導、

研究指導補助の区別を明確化している。 

工学研究科担当教員の適正配置に関しては課題がある。すなわち、学科目に 2 名の研究

指導教員あるいは研究指導補助教員を配置することが編成方針であることに対して、それ

を満たしていない専攻がある点である。修士課程にあっては、建築学専攻(1 学科目)、シ

ステム情報工学専攻(3 学科目)、共同原子力工学専攻(2 学科目) で研究指導教員が 1 名の

学科目が存在する。博士後期課程にあっては、機械工学専攻(2 学科目)、機械システム工

学専攻(2 学科目)、電気電子工学専攻(2 学科目)、生体医工学専攻(3 学科目)、建築学専攻

(3 学科目)、都市工学専攻(1 学科目)、システム情報工学専攻(3 学科目)、共同原子力工学

専攻(3 学科目) で研究指導教員が 1 名ないし不在の学科目が存在する。 

 なお、早稲田大学との共同原子力専攻においては、両大学の各分野の教員が一つの教育

課程を構成している。本専攻における教員数については、法令・文部科学省からの通知に

従い、各大学が必要な人数を置くものとし、教員はいずれかの大学に所属し、採用・昇任・

懲戒その他人事に関する事項は各大学を設置する各学校法人において行うこととしている

（3-45）。 

 

＜９＞環境情報学研究科 

 環境情報学専攻の修士課程・博士後期課程、都市生活学専攻の修士課程において、専任

教員数は大学院設置基準を充足している。教員の資格認定においては、環境情報学研究科

教員資格審査委員会を組織し、担当教員と担当予定科目の適合性を審査した上で資格認定

を行っている。同委員会では、修士課程の研究指導教員、研究指導補助教員が審査を行っ

ており、博士後期課程の研究指導教員、研究指導補助教員の認定については、博士後期課

程の研究指導資格を有する教員のみで行う。資格の認定においては、環境マネジメント、
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コミュニケーション環境、情報システム、地域・都市環境、都市生活の 5 つの領域毎にそ

の適性を判断しており、教員を適正に配置した上で研究指導にあたっている。これらのこ

とから、教員組織の編制方針と編制実態は整合が取れている。 

 

（３）教員の募集・採用・昇格は適切に行われているか。 

 

＜１＞大学全体 

 本学では、専門分野編成審査委員会において、募集する教員の分野を全学的な立場で審

査する。同委員会で承認された案件は、申請を行った学科内に設けられた教員選考会議で

採用候補者を選考する。その選考が適切に行われたかの点検を学長が行い、適切性が確認

された採用候補者は、各学部等における教員資格審査委員会で資格審査を行う。審査は、

教員資格審査委員会ごとに設けられた「教員資格基準」（3-3、3-4、3-5、3-6、3-7）と、

「資格審査に関するガイドライン」（3-46、3-47、3-48、3-49、3-50）に則って行う。なお、

工学部と知識工学部、環境学部とメディア情報学部では、それぞれ合同で資格審査を行い、

審査手続きを共通化させている。 

教員資格審査委員会で資格認定された採用候補者に関しては、各学部の教授会規程

（3-15、3-21、3-51、3-52、3-33、3-53、3-54）に基づき、教授会に上程される。なお、

各学科の資格基準については、それぞれの教員資格基準と齟齬が生じないことを前提に、

教室会議の審議を通じて各学科の独自性を反映させて定められ、教員に周知されている。

選考にあたっては、各教員資格審査委員会で定めた「公募における評価項目・基準・方法」

に基づいて行う。 

なお、昇格人事については 2015（平成 27）年度より、いずれの職種についても公募を

行うとともに、国内外からの推薦書を付して教員資格審査委員会で審査することとなって

いる。 

各学科等で制定した教育・研究業績の昇格の目安を満たした候補者がいる場合、その教

員の専門を含む広い分野での教員公募を行うため、専門分野編成審査委員会へ教員採用の

申請を行う。その後のプロセスは先述の採用プロセスと同様の手順を踏むこととなり、教

授資格に関しては、各教員資格審査委員会で投票が行われ、更に教授会においても投票を

行う。准教授に関しても、上記と同じ条件で投票を行う。 

 共通教育部の教員の新規採用の場合においても、上記プロセスと同様の手続きに従って

独自に審査を行っており、開設以来、新規採用については全て公募を実施している。なお、

共通教育部教員資格審査委員会においては、専門分野審査会における審査の際、該当者の

専門分野によっては、客観性、妥当性を担保すべく、近接領域を専門とする他学部の教授

に副査を依頼することもある。 

 

＜２＞工学部 

工学部では、前述したプロセスに従って教員募集を行っている。教授資格に関しては、

世田谷キャンパス教員資格審査委員会で投票が行われ、投票総数の 3 分の 2 をもって議決

される。准教授に関しても同様の条件で議決する。 

 

31



第３章 教員・教員組織 

＜３＞知識工学部 

知識工学部においても、前述のとおり専門分野編成審査委員会において、教員の募集を

行う際に全学的な立場で募集教員の分野を審査する。知識工学部では、工学部と合同で資

格審査を行っていることから、世田谷キャンパス資格審査委員会における審査手続きは工

学部同様である。教授資格に関しては、世田谷キャンパス教員資格審査委員会で投票が行

われ、投票総数の 3 分の 2 をもって議決され、准教授に関しても同様の条件で議決する。 

 

＜４＞環境学部 

 横浜キャンパスにおいては、基本的に上述の審査プロセスを経て教員人事を行っている。

教員の採用と公募にあたっては、専門分野編成審査委員会に対して申請を行い、承認され

た事案に対して公募を実施、その後の審査は該当学科による書類審査、面接、模擬授業な

どを経て横浜キャンパス教員資格審査委員会が開催され、「横浜キャンパス教員資格審査委

員会内規」(3-55)に従って審査される。横浜キャンパス教員資格審査委員会において承認

された場合は、その後に開催される学部の教授会に上程され、「環境学部教授会規程」（3-51、

第 6 条、第 9 条)に則って教授による投票を行い、3 分の 2 以上の賛成をもって採用予定者

の資格認定を行う。  

  

＜５＞メディア情報学部 

メディア情報学部においては現在まで全ての採用人事で上述した手続きを踏まえて適

切に進めている（3-4、3-26）。また教員資格審査委員会で承認された後、学部の教授のみ

で構成する人事教授会において投票を行い、最終的な採否を決定している。昇格人事につ

いても、従来より教員資格審査委員会で採用と同様に適格性について適正に審査を行って

きたが、2015（平成 27）年度から全学的に昇格人事でも新規採用と同様の公募手続きを導

入したことを受け、詳細な手続きを整備しつつ進めているところである。 

 

＜６＞都市生活学部 

 2013（平成 25）年度までは、都市生活学部は開設以降教員の募集・任免・昇格は無く推

移してきた。しかしながら、学部の完成に伴い退職者や昇格者、その基準･手続きの運用を

行う必要が発生してきたことから、この時期より採用が行われてきている。募集・昇格に

関しては、都市生活学部教員資格審査委員会が「都市生活学部教員資格基準」に則って審

査を行い、教授資格に関しては採用・昇格の場合ともに投票が行われ、出席者の 4 分の 3

以上をもって議決される。また教室会議の審査結果に会して不服がある場合は、教員資格

審査委員会に不服の申請をすることができるので公平性が確保される。 

 なお、2015（平成 27）年度より、全学的な教員資格に関する対応の方針にあわせ、内容

を改編させていく予定である。 

 

＜７＞人間科学部 

専任教員の募集・採用については、専門分野編成審査委員会における審査結果に従って

行われる。公募後、学部の教員資格審査委員（5 名）により、「人間科学部教員資格基準」

（3-6）および「人間科学部教員資格審査に関するガイドライン」(3-50)に則り、教育業績、
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研究業績、模擬授業、面接等から公正に審査している。「人間科学部教員資格審査に関する

ガイドライン」は定期的に検証し、見直しをしている。 

 

＜８＞工学研究科 

本学には大学院専任教員の制度は存在しない。工学部あるいは知識工学部の採用人事に

際しては、大学院の指導あるいは指導補助を行うことができるように考慮して選考と審査

を行っており、資格審査に関する基準と手続きは、各専攻・教員に周知されている。審査

における業績に関する審査項目においては、業績の細目を含めて各資格に対応して満たす

べき要件を明確にしている。原著論文に関しては、各専攻に対応する各学科から申請され

たリストをもとに、主要論文リストに従って個々の論文の質的な妥当性を検証している。

各専攻では、これらの基準を判断材料として専攻主任教授が申請し、工学研究科教員資格

審査委員会において審査の上、承認された場合には工学研究科委員会で審議される段取り

となっている。  

連携大学院の教員の審査基準は、各専攻の教員の審査基準に準拠しており、教授（併任）

あるいは准教授（併任）としての審査を行い、資格を認定している。 

したがって、工学研究科における教員資格審査については規程および手続きが明確に規

定され、手続きも明確となっており，それに従って適切に資格審査が行われている。 

 また、教員資格審査申請書に外部資金導入実績を記載することとしており、これにより、

研究の推進のためには外部資金導入が重要であるが、資格審査においても参考とするよう

になったことで、より適正な人事を行えるようになった。 

 

＜９＞環境情報学研究科 

 研究科担当教員の資格審査においては、大学院教員資格審査委員会の審査を経て、大学

院研究科委員会において投票により資格認定が決せられており、適切性・透明性が維持さ

れている。審査においては、大学院担当にふさわしい研究・教育上の業績があるか、研究

指導を行うに十分な人間的資質があるか否かについて厳密な審査が行われている。 

 

（４）教員の資質の向上を図るための方策を講じているか。 

 

＜１＞大学全体 

教員の教育研究活動等の把握と評価を行うために、全学の自己評価・教員業績評価委員

会(3-56)の調整の下で、各キャンパスに設置する教員業績評価委員会の指示により全学共

通の教員業績登録システムへの業績登録と、毎年の自己点検票の作成が全教員に義務付け

られている。 

教員業績登録システムは、「教育」「研究」「学内運営」「社会貢献」に関する業績を登録

するウェブシステムであり、データベースとなる（3-57）。自己点検票は「教育」「研究」

「学内運営」「社会貢献」の 4 分野について当該年度の活動を振り返り、到達度を自己評価

し、改善点も考慮して次年度の目標を自ら設定するものであり、各教員は自己の活動と業

績を多面的に評価し、自らの活性化とレベルアップを図る。そして、自己点検票を主任教

授に提出し、主任教授は学科の方針や目標に対して各教員がどのように貢献したかなどを
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含めて、各教員業績評価委員会に毎年報告書を提出している。 

 教員の資質向上については、授業改善アンケートを用いた FD を行っている。アンケート

の集計結果は学科の主任教授に渡され、学科全体の授業改善点の分析や、評価の低い教員

に対してその原因等の報告を求める取り組みも行われている。さらに、学部の教務委員会

が取りまとめ、学部としてのカリキュラムポリシーとの整合性を点検し、フィードバック

する体制としている。また、授業評価の結果や教材の準備あるいは研修プログラム等の取

り組みに対する優秀教育賞の授与や、優れた成果を上げて社会に貢献した研究に対する優

秀研究賞の授与も行っており、教員の教育活動・研究活動に対する支援を行っている。 

その他にも、すべての教員を参加対象とする研修として、学生の多様化に対応するため

に、学生部が主体となって開催する「教職員のためのカウンセリング研修会」や、研究倫

理の向上を企図した「研究倫理(コンプライアンス)研修会」、「ハラスメント防止研修会」、

事務職員も含めてすべての教職員が参加して実施される全学 FD・SD フォーラムなどを実施

している。また、新規採用教員を対象として、着任時の研修や、事務職員と共同して合宿

形式で行われる FD・SD ワークショップを開催している。 

2010（平成 22）年に東京大学生産技術研究所と本学との間で学術連携に関する覚書が締

結され、継続して双方の研究者による共同研究、前者の研究者による講義が行われており、

交流は進展している。研究設備の利用あるいは共同研究の取り組み等により、特に若手の

研究活動に対する活性化に有効な環境が構築され、教育スタッフの交流も可能となり、人

的な交流による教育研究活動に対する活性化が進んでいる（3-58）。 

  

 共通教育部では、同様に、各教員が主任教授に対し 5 月末までに前年度の研究業績、教

育業績などを申告するとともに、今年度の目標も申告することになっている。 

 

＜２＞工学部 

 教員業績登録システムへの登録と自己点検票の作成を全教員に義務付け、学科主任教授

が教員業績評価報告票を「世田谷キャンパス教員業績評価委員会」（3-59）に毎年提出して

いる。また、工学部長からの指示により工学部教務委員会委員が分担して、高等教育に関

する学協会が主催する年次大会などの講演会・セミナーなどに参加し、その内容を工学部

教務委員会・主任教授等会議で報告した後、各学科にも報告し、教員の資質向上のための

情報提供を行っている。 

 

＜３＞知識工学部 

 2008（平成 20）年度より教員業績登録システムへの登録と自己点検票の作成を全教員に

義務付け、学科主任教授が教員業績評価報告票を作成し、「世田谷キャンパス教員業績評価

委員会」に提出している。 

 

＜４＞環境学部 

 環境学部では、全学自己評価・教員業績評価委員会の横浜キャンパス委員より所属教員

に周知を行い、全学共通の評価項目について 5 段階による自己評価を行い、当該年度の自

己目標と照査したうえで次年度の目標を設定し、紙ベースで「自己評価書」として横浜キ
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ャンパス教員業績評価委員会（3-27）へ提出している。また、提出された自己評価書は学

部長および学科主任教授を含む横浜キャンパス教員業績評価委員会でチェックを行い、そ

こでの評価と議論に基づいて学部長および学科主任教授が助言・指導を行っている。 

  

＜５＞メディア情報学部 

 毎年、年度末までに全教員が教育研究業績を教員業績登録システムに登録して自己評価

を行い、自己評価報告書を提出する。学部長、各学科主任は全員の報告書を確認し、必要

であれば助言・指導を行っている。業績についての登録情報は学内外に公表している。 

その他、学部独自の取り組みとして、2014（平成 26）年度より「メディア情報学部活性

化プロジェクト」を導入した。これは学科間の有機的な研究連携を推進するため、両学科

にまたがったメンバー構成で新規の研究・教育プロジェクトを立ち上げて企画を申請した

場合、審査の上、学部として教育研究費の助成を行うものである。成果は教授会に報告さ

れるほか、学会発表・学術論文などを通して学外にも公表されることが条件になっている。

2014（平成 26）年度は 2 件が採択され、今まで共同研究を行ったことのないメンバー構成

での新しいコラボレーションが生まれている。このような施策も、結果として学部の FD

を促進するものとなっている。 

 

＜６＞都市生活学部 

各教員の教員業績評価システムへの業績登録と自己評価について、都市生活学部教員の

業績評価基準は、全学自己評価・教員業績評価委員会の関連組織である等々力キャンパス

教員業績評価委員会で審議されている。また、授業評価アンケートの結果をもとに学部長

が主宰する FD の一環としての「授業改善会議」にて年 2 回検討を行ってきた。教員の資質

向上という点に関しては、授業評価アンケート結果・現状の課題に対する対策等の検討を

行っている。 

 以上の取り組みのほか、学生にノート PC 必携させＩＴ援用型教育を実施していること

から、教員の能力向上のためのＩＴスキルアップ研修として、①スマートスクールのガイ

ドライン作成（講義コンテンツ準備の段階、PC ネットワーク接続の段階など段階別に）、

②Windows, Office の新バージョン研修会、③ArchiCAD（3D ソフト）教員向け研修会、④

プロジェクト演習および卒研指導に関する経験共有実態調査の実施に取り組んできた。 

 

＜７＞人間科学部 

 各教員の教員業績評価システムへの業績登録と自己評価について、登録内容と評価結果

を WEB 上に公開している。さらに、それらに基づき、到達度を自己点検し、自己点検評価

表にまとめ、次年度の目標とともに学部長に提出している。そして、8 月に進捗状況の点

検のため、等々力キャンパス教員業績評価委員(3 名)は各教員と個別面接を行っている。 

 FD 研修は、大学全体で実施される FD 研修に参加する他、学部教務委員が中心となった

独自のものを年１回実施すると同時に、年 1～2 回の公開授業を実施し、教員同士の資質向

上に努めている（3-60、P.68)。 

 

＜８＞工学研究科 
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工学研究科においても FD 活動は定着している。工学研究科修了生に対して実態調査ア

ンケートを毎年行っており（3-61）、進学の目的と満足度、研究テーマの選択方法と指導方

法に対する印象、授業科目に対する印象等を調査しており、批判的な指摘もあるが、多く

の建設的な指摘や提案もあり、教員の資質向上や授業改善に生かしている。2007（平成 19）

年度からは自己点検評価票に記入するとともに、2010（平成 22）年からは業績の登録内容

が公開されるようになったことにより、自己評価を毎年行い、教育・研究活動をはじめ、

「大学運営」、「社会貢献」についても、客観的な見地から改善に取り組めるようになった。 

 

＜９＞環境情報学研究科 

 横浜キャンパス教員業績評価委員会を設置し、学部とともに大学院を担当する教員の教

育、研究、運営、社会貢献活動の評価を年度ごとに行っている。 

 

２． 点検・評価 

 

●基準３の充足状況   

本学では、教員に求める資質や教員組織の編制方針に基づき、専門分野編成審査委員会

において、学部・研究科等の教育・収容定員等に応じて、必要な専門分野や教員組織の編

成、年齢構成などの多面的な観点から審査を行い、必要かつ十分な教員配置を行っている。 

また、全ての学部・研究科において教員の募集、採用、昇任等を、人事の活性化や広く

社会から人材を求めることなどに留意の上、教員資格審査関連規程、教員資格基準に基づ

く明文化された手続きに従い、公正かつ適切な方法で実施している。また、教員の資質向

上についても全学部・研究科で取り組んでいる。 

以上により、本基準を充足していると判断できる。 

 

①効果が上がっている事項  

＜１＞大学全体 

1）  専門分野編成審査委員会の設置により、各学部・学科の掲げる目標の方向性が明確に

なり、教員も将来の目標設定を設ける上での動機づけに役立てられるようになった。 

2）  6 学部 18 学科と共通教育部における専門分野の構成については、専門分野編成審査委

員会によって、本学の理念・目的や各学部等の理念・目的を踏まえて、有限な教育資

源の有効活用が出来ている。また、教員の採用・昇任において公募方式を取り入れ、

広くより良い人材確保に向けた改革がなされている。 

3）  研究分野によっては複数の学部や学科の連携が必要となるが、専門分野編成審査委 

員会によって、重複した採用を避け、大学として研究分野をどのように取り扱うかと

いう視点から採用を行うことが担保できている。 

4）  学長方針により、教員の新規採用手続き、昇格人事などの手続きが明示され、全教員

に周知されたことにより、今後の教員組織の適切な構成が可能になった。 

 

＜５＞メディア情報学部 

1）  メディア情報学部は講座制ではなく、個々の教員が自身の研究担当領域を持って、全

36



第３章 教員・教員組織 

体として学部のミッションの達成に取り組むという方法で教員組織が構成されている。

このことは社会状況、社会的要請の変化への迅速な対応を実現している。教員の交替

に際して学部・学科の構成員が中長期の将来構想を踏まえて次の人事に向けた意見交

換を行うことで、学部学科の教員構成に関する PDCA サイクルを動かすことにもつなが

っている。また教員の退職-新規採用の際に退職教員の担当領域について無条件に後継

者を採用するというようなことが生じない担保にもなっている。実際の人事について

はすべて完全公募制で行っており、透明性、公正性が確保されている。 

 

＜６＞都市生活学部 

1）  教員の組織的な連携体制として、授業改善会議の実施により、学部内で常に経験を共

有している。2012（平成 24）年度からは卒業研究および卒業論文指導がスタートした

ことから、卒論指導に関する情報共有などを行う機会が一層増えている傾向にある。 

 

＜７＞人間科学部 

1）  児童学に関する教育課程にふさわしい教員組織を配備し、FD 研修等を行い教員自身も

資質向上に努力しており、各分野の専門家との共同研究などにより専門的研究の発展

に役立っている。学生にとっては知識・理論に偏重することなく、高い実践力を身に

つけることができ、100％という就職率にもつながっている。 

 

＜８＞工学研究科 

1）  人事計画の着実な実践により、工学研究科の修士課程において研究指導資格を有する

教員は必要数を維持し、修士課程への進学者数が定員数を超す状態が続いている。ま

た、登録された業績の点検により専門分野の審査や資格審査が従来に比べて客観的な

尺度で公正に行えるようになった。研究業績の評価は厳正に行っており、教員の資格

基準に照らした研究能力は堅持されている。 

 

②改善すべき事項   

＜１＞大学全体 

1）  本学は工業大学としての長い歴史があり、理系教員に対する基準は長年にわたって積

み重ねられてきた実績に基づいて客観性が保たれているが、現在の複数学部の体制下

において、人文・社会科学系の教員に対する基準の整備が遅れている。資格基準に対

するガイドラインあるいは取扱要項が明文化されていない組織には、客観性を担保し

た基準の整備が求められる。 

2）  歴史の浅い学部においては、大学院の充実化のため、大学院指導資格を充足する教員

の採用を優先する事例が増え、目標達成の条件は担保されているものの、平均年齢が

高い傾向の学部・学科があり、若手教員の採用による組織の活性化が課題である。 

3）  共通教育部では、TAP の実施、ならびにギャップ・タームへの対応のため、セメスタ

ー科目のクォーター科目への移行が必要であり、科目の特性に配慮しつつ、専任教員

を中心とした組織的対応が必要になっている。 
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＜２＞工学部 

1）  教員の資質向上のための取り組みは行われているが、教員の年齢、職階、経験などを

考慮した体系的な活動へと発展させることが課題である。 

 

＜３＞知識工学部 

1) 知識工学部の 37％の教員が 51～55 歳の年齢層に集中していて、教員の年齢構成に偏

りを生じている。 

 

＜４＞環境学部 

1）  横浜キャンパス教員資格審査基準の更なる明確化と適切なガイドラインの作成が課題

である。改組前の環境情報学部時代は、工学系単科大学の中に初めて設置された社会

科学系学部ということもあり、統一的なガイドラインの作成が困難であったが、現在

では文系または文理融合の学部が誕生し、ガイドラインも整備されつつある。今後の

新規採用・内部昇格においては、より公平性の高い人事が求められることから、具体

的で詳細な教員資格審査基準およびガイドラインの作成が必要である。 

2）  2016（平成 28）年度の完成年度に向けて、教員と学生比率の更なる低減が必要である。 

 

＜５＞メディア情報学部 

1）  もともと社会科学系の学部であった環境情報学部の改組で生まれた学部のため、現在

では理系を謳う情報システム学科があるにも関わらず、依然としてキャンパス全体と

して研究教育支援職員が不在であり、大きな課題となっている。恒久的な教職員の増

員に対しては全学的な視野に立った議論が必要であり、容易ではないが、これを補う

ために、現在も活用している TA、SA について、教育研究支援にとどまらず、学生自身

の教育の質の向上という観点で、当該学生の学びにもなっている点を重視し、その側

面からもいっそう効果的になるような体制が必要である。 

 

＜６＞都市生活学部 

1）  2012（平成24）年度に、大学院環境情報学研究科都市生活学専攻の設置にあたり、当

学部教員の大学院指導資格の審査を行った。この結果、その合否を通じて各教員が研

究活動水準を強く自覚するに至った。 

2）  2014（平成26）年度末で、退職した教授が5名と多く、現在専任教員は15名の在籍にな

っており、教員編成上の再整備が必要である。 

 

＜７＞人間科学部 

1）  教員の年齢構成が高くなってきており、年齢構成に偏りが生じている。 

 

＜８＞工学研究科 

1）  指導体制にゆとりがない専攻が一部に存在する。着実な人事計画のもと、採用活動を

進めることが求められる。また、業績の登録は個人の判断に任されている点、あるい

は自己点検評価を行っても、個人の努力で行えることには限界があり、教員の教育研
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究に対する支援システム作りが必要であろう。 

 

３．将来に向けた発展方策 

 

①効果が上がっている事項 

＜１＞大学全体 

1）  専門分野編成審査委員会の設置により、各学部の特徴を踏まえた教員人事を行える段

階に至ったが、学部・学科の特色を一段と鮮明にするためには、組織の整備と資格基

準の厳格な運用によって最低限の基準を満足する教員構成にするだけでなく、研究活

動の一層の活性化を図り、研究面で教員の顔が見えるよう支援体制を充実化させるこ

とが求められる。また、これと並行して、高等教育動向や大学改革に対する取組とし

て、教育改革に取り組む人材の確保が不可欠である。そこで、専門分野編成審査で行

われてきた従来の視点をさらに広げた基準での組織構成を検討する準備を進めている。 

2) 教員の新規採用手続き、昇格人事などについてはその手続きが明示され、全教員に周

知されたことにより、今後の教員組織の適切な構成が可能になったが、そのためには

学部・学科の将来計画と人事計画の明確化が前提となる。現在、各学科の主任教授に

指示し、完成年度(平成 28 年度)以後の将来計画とそれに伴う人事計画を 2015（平成

27）年末までに取り纏めることとしている。 

3) 本学の「学位授与の方針」「教育課程の編成方針」「入学者の受け入れ方針」をもとに、

『求める教員像』ならびに『教員組織の編成方針』を策定中である。教員像について

は、3 つの方針の他に建学の精神や教育理念の実現を企図したものとし、教員組織の

編成方針においては、3 つの方針を反映させた適切な組織であることと共に、設置基

準における必要教員数に基づく適正配置や諸規程の整備、年齢構成への配慮、自己研

鑽などを盛り込んだものとし、2016（平成 28）年度における成立を目指している。 

 

＜５＞メディア情報学部 

1) 教員人事については適切に対応し、透明性・公平性を確保できており、現時点で採用・

昇格手続きの中で審査基準について明示されているものの、一層の透明性、適切性を

確保するため、基準要件を示したガイドラインの整備を進めている。 

 

＜６＞都市生活学部 

1）  教員の組織的連携の一環として、引き続き卒論指導に関する情報共有などを行う機会 

を創出していく。 

 

＜７＞人間科学部 

1）  教員の資質向上を図るために授業評価アンケートおよび FD 研修や公開授業等を毎年

行っている。これらは、教員の授業改善上極めて効果的であるとともに、教員の資質

向上に有効である。公開授業は、他の教員にとってよい刺激となり教員同士の資質の

向上に効果があり、シラバスおよび授業内容の重複予防にも意義があるため継続して

いく。 
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＜８＞工学研究科 

1) 研究業績評価は厳正に行っており、今後も研究者間の人的交流を継続し、教員資格基   

準に照らした研究能力は堅持していく。  
 

②改善すべき事項 

＜１＞大学全体 

1）  人文・社会科学系における資格基準を明文化し、客観的な評価が実施できるような体

制を 2015 年(平成 27 年)度内には制定することを目標とする。 

2）  大学院の指導資格においても特色のある人材、特に突出した研究面での業績を有する

指導教員の確保に努め、幅広い多様性のある卒業生を輩出できる制度の整備を図って

いる。 

3）  共通教育部では授業改善アンケートの公開およびフィードバックを必須とし、準備を

しているところである。 

 

＜２＞工学部 

1）  教育に関しては、教員の資質向上と評価についての取り組みが行われているが、体系

的な活動のためにはさらに大きな視点から見た、学部あるいは大学の教育改革を実践

するための教育改善の実績評価や高等教育に対して洞察力を有する人材の育成などが

必要である。 

 

＜３＞知識工学部 

1）  教員組織の編成に対して、人事計画において、特定の年齢に偏らない構成を策定し、

それを実現する。 

 

＜４＞環境学部 

1）  「横浜キャンパス教員資格審査基準とガイドライン」については、環境学部長とメデ

イア情報学部長により、自然科学、社会科学系教員のいずれもが適切に審査できるよ

うな内容とすべく準備中であり、資格審査委員会等での所定の審議を経て 2015（平成

27）年末までには整備し、次年度以後の教員採用および昇格人事に適用していく。 

2）  2016（平成 28）年度入試における合格者選抜を厳格に行って適正な学生数にするとと

もに、教員数の確保に努め、教育の質の保証を図りたい。 

 

＜５＞メディア情報学部 

1）  横浜キャンパスでは TA・SA 制度の発足以来、学期末ごとに教職員と TA・SA の懇談会

を開き、取り組みの中で得た学びや疑問、改善点などを教職員と学生が共有する場を

設けている。TA・SA 制度が引き続きキャンパスの特色としても位置づけられるよう、

これらの機会を拡張していく必要がある。またより根本的な解決方法として、引き続

き教員の増員や支援職員の配置を要望していきたい。 
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＜６＞都市生活学部 

1）  大学院指導資格との関連においては、研究領域の見直しによって、所属教員のバラン

スと領域設定のバランスを図っている。特に新任教員については、研究実績の優れた

者を採用し、大学院開設にあたって講義内容との整合性などについて留意した。この

結果、Ｍ○合 E

A 教員が現在 7 名となっている。また新規採用予定の教員についてもＭ A○合 E

A

取得が十分可能な教員を確保する。研究活動については、2013（平成 25）年度から発

足した大学院を通じて、所属する大学院生受け入れなどを通して少しずつではあるが、

研究体制が進みつつある。一層の研究活動の活発化を行っていく方向である。 

2）  教員の年齢構成では、都市生活学部は開設に当って、研究や実務において十分な業績

を持つ教員を集めスタートしたことが、結果年齢構成が高くなる原因となった。2015

（平成 27）年を迎え、これらの退職者により生じる教員採用枠を活用し、30 代、40

代、50 代の教員を獲得することにより、年齢構成の偏りの是正に努めている。今後は、

さらに新規採用などによりさらに年齢構成のバランスを図っていく予定である。 

 

＜７＞人間科学部 

1）  教員の年齢構成が高くなっており、新規採用時は 30 代の若手教員の採用を考慮する。 

 

＜８＞工学研究科 

1）  資格の見直しについて制度化されていないこともあり、研究業績の面で資格基準を満

たしていると言えない状況が一部の教員において生じており、資格の永続性を担保す

る仕組みの導入が必要である。研究指導の資格は教授が原則となっているが、これを

改め、他の職階にも業績に応じて研究指導資格を与えることを検討するべきである。

そのために、資格基準の運用のための細部を点検しているところである。 

 

４．根拠資料  

 

3-1 東京都市大学学則（既出 1-3） 

3-2 東京都市大学教育理念（既出 1-5） 

3-3 東京都市大学世田谷キャンパス教員資格基準 

3-4 東京都市大学横浜キャンパス教員資格基準 

3-5 東京都市大学都市生活学部教員資格基準 

3-6 東京都市大学人間科学部教員資格基準 

3-7 東京都市大学共通教育部教員資格基準 

3-8 東京都市大学専門分野編成審査委員会規程 

3-9 東京都市大学大学院学則（既出 1-4） 

3-10 東京都市大学大学院工学研究科教員資格基準 

3-11 東京都市大学大学院環境情報学研究科教員資格基準 

3-12 東京都市大学教務委員会規程 

3-13 東京都市大学共通教育部規程 

3-14 東京都市大学共通教育部教員資格審査委員会規程 
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3-15 東京都市大学工学部教授会規程 

3-16 東京都市大学工学部主任教授に関する規程 

3-17 東京都市大学工学部主任教授等会議規程 

3-18 東京都市大学工学部教務委員会規程 

3-19 東京都市大学工学部・知識工学部の合同教務委員会に関する規程 

3-20 東京都市大学工学部・知識工学部の合同教授会の運営に関する規程 

3-21 東京都市大学知識工学部教授会規程 

3-22 東京都市大学知識工学部主任教授等会議規程 

3-23 東京都市大学知識工学部教務委員会規程 

3-24 東京都市大学環境学部・メデイア情報学部設置届出書 

3-25 東京都市大学横浜キャンパス主任教授会議規程 

3-26 東京都市大学横浜キャンパス教員資格審査委員会規程 

3-27 東京都市大学横浜キャンパス教員業績評価委員会規程 

3-28 東京都市大学横浜キャンパス図書館委員会 

3-29 東京都市大学横浜キャンパスキャリア委員会 

3-30 東京都市大学環境学部・メディア情報学部合同教授会の運営に関する規程 

3-31 東京都市大学環境学部入学試験委員会 

3-32 東京都市大学環境学部教務委員会規程 

3-33 東京都市大学都市生活学部教授会規程 

3-34 東京都市大学都市生活学部及び人間科学部の学部長候補者選出方法に関する細則 

3-35 東京都市大学人間科学部教務委員会規程 

3-36 東京都市大学等々力キャンパス教員業績評価委員会規程 

3-37 東京都市大学大学院工学研究科教員資格基準取扱要項 

3-38 東京都市大学大学院工学研究科の学科目及び教員組織に関する編成要項 

3-39 東京都市大学大学院工学研究科委員会運営規程 

3-40 東京都市大学大学院環境情報学研究科委員会運営規程 

3-41 東京都市大学共通教育部大学院共通教育委員会規程 

3-42 東京都市大学大学院工学研究科教員資格審査委員会規程 

3-43 東京都市大学大学院環境情報学研究科教員資格審査委員会規程 

3-44 東京都市大学世田谷キャンパス教員資格審査委員会規程 

3-45 早稲田大学と東京都市大学との共同教育課程の設置に関する協定書 

3-46 東京都市大学世田谷キャンパス資格審査に関するガイドライン 

3-47 東京都市大学横浜キャンパス資格審査に関するガイドライン 

3-48 東京都市大学共通教育部資格審査に関するガイドライン 

3-49 東京都市大学都市生活学部教員資格審査に関するガイドライン 

3-50 東京都市大学人間科学部教員資格審査に関するガイドライン 

3-51 東京都市大学環境学部教授会規程 

3-52 東京都市大学メディア情報学部教授会規程 

3-53 東京都市大学人間科学部教授会規程 

3-54 東京都市大学共通教育部会議規程 
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3-55 東京都市大学横浜キャンパス教員資格審査委員会内規 

3-56 東京都市大学自己評価・教員業績評価委員会規程 

3-57 専任教員の教育・研究業績(教育・研究の過去 5 年間の実績) 

3-58 東京都市大学・東京大学生産技術研究所学術連携 

http://www.tcu.ac.jp/ttrenkei/index.html  

3-59 東京都市大学世田谷キャンパス教員業績評価委員会規程 

3-60 教育年報（2014 年度）（既出 1-33） 

3-61 大学院工学研究科実態調査アンケート集計結果報告書（平成 25 年度） 
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（１）教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針 

 
第４章．教育内容・方法・成果 

（1）教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針 

 

１．現状の説明 

 

（１）教育目標に基づき学位授与方針を明示しているか。 

 

＜１＞大学全体 

「アクションプラン 2030」では、「ボーダーを超えて、学生と教職員が共に考え、学び、

行動することで社会に貢献できる人材を育てる」を教育理念に据え、教育の質保証プロジ

ェクトにおいて、都市大教育理念に則った教育プログラムの確立、教育の質を保証するた

めのマネジメントシステム、グローバル化に対応した人材の育成、研究レベルに裏付けら

れた大学院での人材育成の 4 つの施策を掲げている。特に、「明確な教育目標の設定」を

同プロジェクトにおける筆頭の事業として設定し、明確なビジョンをもって、体系的な教

育を展開することを謳っている。 

学士課程においては、学則第 1 条に教育目的を定めている。また、学位規程の第 3 条で

「学士の学位は、本学所定の課程を修め、本学を卒業した者に授与する」と定めている

（4-1-1）。これらを踏まえながら、各学部の学位授与方針については、学則第 4 条の 2 に

掲げるそれぞれの「人材の養成および教育研究上の目的」に基づいて定め、各学部の学修

要覧に明示している。また、これらを体系的にまとめたものをウェブページ（4-1-2）や大

学ポートレートで公開している。 

大学院では、その教育目的を、大学院学則第 1 条に「本大学院は、工学並びに環境情報

学に関する学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめて文化の進展に寄与する

ことを目的とする」と定め、同第 3 条では、各研究科の「人材の養成および教育研究上の

目的」を定めている。各研究科は、これらを踏まえ、学位授与方針を定め、各研究科の履

修要綱に明示している（4-1-3、P.41）（4-1-4、P.31）。 

なお、第 4 章では、2013（平成 25）年度から学生募集を停止した環境情報学部と、全学

の教養教育を担っている共通教育部についても自己点検・評価の結果を大学全体の欄を用

いて記載する。 

 

 環境情報学部については、2013（平成 25）年度から、学部の改組により、環境情報学科

が環境学部、情報メディア学科がメディア情報学部となったが、教育目標および学位授与

方針は、それぞれの学部に発展的に引き継がれているため、これに関しては、後述する当

該学部の項目で記述する。  
  

＜２＞工学部 

工学部では、学生が講義により専門的な理論を学ぶとともに、実験・実習を履修するこ

とで、講義により学んだ理論を応用する過程を実際に経験し習得することにより、工学部

の教育理念の「理論と実践」を習得した人材を育成することを教育目標としている。この

教育目標は、学則第 4 条の 2「人材の養成および教育研究上の目的」で明示している。 
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その目標を達成するために、「本学部・各学科の定める所定の単位を取得し、以下の知

識・能力等を修得した学生に対して卒業を認定し、学士の学位を授与する」と学位授与方

針を定め、習得すべき学習成果を以下のように明示している（4-1-5、P.40）。  
 

1. 社会の発展に貢献する社会人としての、豊かな教養と人間性を身に付けている。  
2. 工学全般で必要な基礎学力と、学科の分野に対応する十分な専門知識を身に付けてい

る。  
3. 現実に即した発想のもとに、理論的裏付けを持った実践によって、社会の要請に対応

できる能力を身に付けている。 

 

＜３＞知識工学部 

知識工学部では、教育目標として、学則第 4 条の 2「人材の養成および教育研究上の目

的」で、「21 世紀の知識基盤社会において、高度な科学技術知識を有し、これらを総合的

に活用できる人材を養成する」と定めている。 

これを達成するために、「所定の期間在学し、本学部のカリキュラムポリシーならびに

各学科が定める教育目標に沿って編成された授業科目を履修することにより、次のような

能力を修得した学生に対して卒業を認定し、学位を授与する」と学位授与方針を定め、習

得すべき学習成果を以下のように明示している（4-1-6、P.40）。  
 

1. 科学と工学を体系的に理解すると共に、幅広い教養を有し、課題に対してその本質に

立ち戻って解決する能力を身に付けている。  
2. 各学科の専門分野での教育を通じて、修得した知識を総合的に活用できる能力および、

関連する新しい知識を生涯にわたり探究する能力を身に付けている。  
 

＜４＞環境学部 

教育目標として学則第 4 条の 2 に「人材の養成および教育研究上の目的」を定めている。

環境学部では、「地域から地球規模に及ぶ環境問題を科学的に捉え、持続可能な自然環境や

都市環境を創造し、経済システムを環境調和型に転換することによって、持続可能社会の

実現に寄与することができる人材の養成」を目的と定めている。 

これを達成するために、「所定の年限在学し、以下の能力を身につけるとともに所定の単

位数を修得した者に、学士（環境学）の学位を与える」と学位授与の方針を定め、習得す

べき学習成果を以下のように明示している（4-1-7、P.41）。 

 

1. 地域から地球規模に至るまで、人類が直面する環境問題に対して、科学的な調査、分

析及び評価ができ、解決方法を構想することができる能力を修得している。 

2. 環境に対する高い倫理観をもって、社会の持続可能な発展に貢献することができる能

力を身に付けている。 

3. 環境に関連する幅広い教養と学識を身に付け、異なる文化や価値観を持つ人々とのコ

ミュニケーションができる能力を身に付けている。 
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＜５＞メディア情報学部 

 教育目標として学則第 4 条の 2 に「人材の養成および教育研究上の目的」を定めている。

メディア情報学部では、「人間社会や、情報通信技術が生み出す新しい情報環境を深く理解

し、より良い社会実現に向け、社会的仕組みや情報システムを調査・分析・実現、評価・

改善できる人材を育成すること」を目的と定めている。 

これを達成するために、「所定の年限在学し、以下の能力を身につけるとともに、学部・

学科の教育理念・教育目標に沿って設定した授業科目を履修して基準となる単位数を修得

したものに、社会メディア学科においては学士（社会情報学）を、情報システム学科にお

いては学士（情報学）の学位を与える」と学位授与の方針を定め、習得すべき学習成果を

以下のように明示している（4-1-8、P.41）。 

 

1. 各学科が設定した専門分野とそれに関連した領域の学識を身に付け、情報と社会に

係る自然科学・社会科学両面からの研究ができる。 

2. 情報と社会に関する幅広い教養を身に付け、異なる文化や価値観を持つ人々とのコ

ミュニケーションができる能力を身に付けている。 

3. 社会・人間環境や情報環境に関して、現状やニーズを調査・分析し、評価する能力

を持ち、課題解決に向けて、プロトタイプの提言・構築を行うことのできる基礎知

識を持ち、その実現のためのコミュニケーション力、マネジメント力を身に付けて

いる。 

 

＜６＞都市生活学部 

教育目標として、学則第 4 条の 2 に「人材の養成および教育研究上の目的」を定めてい

る。都市生活学部は、「魅力的で持続可能な都市生活の創造のため、生活者のニーズを構想・

企画へと描きあげ、その実現のため事業推進、管理運営を行っていく、企画・実行業務を

担う実践力のある人材を育成する」ことを目的と定めている。  
これを達成するために、「所定の年限在学し、以下の能力を身につけるとともに所定の

単位を修得した者に、学士（都市生活学）の学位を与える」と学位授与方針を定め、習得

すべき学習成果を以下のように明示している（4-1-9、P.36）。  
 
1. 複雑化する国内外の社会を見通す広い教養をもち、商学・経営学的な知識を基礎に、

都市生活について総合的、横断的な知識を基礎に、特定領域の専門的な深い知識を持

っている。 

2. 社会科学的な方法論と芸術・工学的方法論を複合的に習得し、魅力的で持続的な都市

生活にかかわる各領域で企画、業務において実践に応用する能力を持っている。 

3. 都市生活にかかわる各領域で、修得した知識や方法論を応用して企画・業務を実践、

マネジメントする力を持っている。 

4. グローバルな視野に立てる十分な教養を有し、自律的に考える力を持ち、責任ある社

会人として国内はもちろん世界で活躍できる基礎能力を持っている。 
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＜７＞人間科学部 

人間科学部児童学科では、教育目標、教育課程、実施方法、学位授与方針を有機的に捉

え、体系化している。またアドミッションポリシー、カリキュラムポリシー、ディプロマ

ポリシーの 3 ポリシーを定め、学生・教職員だけでなく一般に対しても理解しやすい形で

明示している。 

教育目標として、学則第 4 条の 2 に「人材の養成および教育研究上の目的」を定めてい

る。人間科学部では、「いのちを大切にし、平和と環境を保持し、人類の持続可能な発展を

もたらすため、「健康」、「福祉」、「教育」、「文化」、「環境」について総合的に理解し、その

向上に貢献できる豊かな感性としなやかな知性を具え、高い専門性をもった、自立する人

材を養成すること」を目的と定めている。  
これを達成するために、「所定の年限在学し、以下の能力を身につけるとともに所定の

単位数を修得した者に、学士（児童学）の学位を与える」と学位授与方針を定め、習得す

べき学習成果を以下のように明示している（4-1-10、P.36）。  
 
1. 豊かな人間性に根差した学際的教養と、「知」の基盤となる横断的基礎知識、児童

の教育・保育および子育て支援の分野に関する専門的知識や技術を修得している。 

2. 「体験型プログラム」を通して、豊かな自己表現力とコミュニケーション力を身

につけ、「理論」と「実践」を総合的に応用することができる。 

3. 児童学分野における真理探究のための主体的学びから、柔軟な思考力、課題探究

能力および問題解決力を修得している。 

4. グローバルな視点から物事を考え、現代的課題に対応しうる倫理観および社会的

責任を修得している。 

 

＜８＞工学研究科 

工学研究科の教育課程は、方針と目標および学校教育法第 99 条、大学院設置基準第 3

条第 1 項、同 4 条第 1 項に則って教育プログラムの整備と担当教員体制の強化に重点を置

き、工学の各分野で先端的な研究に対応する指導を行い、科学技術に貢献する人材育成を

目指している。 

教育目標は、大学院学則第 3 条の 2 に「人材の養成および教育研究上の目的」を定めて

いる。修士課程は、「高い専門学力と語学力・情報活用能力を活かし、社会構造の変化に迅

速に対応できる幅広い応用力と実践力を身に付け、課題を解決できる技術者・研究者を養

成すること」を目的としている。一方、博士後期課程においては、修士課程がどちらかと

いえば高度専門技術者の養成に主眼を置いているのに対し、「先端的な知識と技術を駆使し

社会ニーズを意識しながら、着実に課題を解決するとともに新しい領域を開拓出来る研究

能力を備えた人材を養成すること」を目的としている。これに加えて、修士課程では、各

専攻においても「学習・教育目標と育成する人材目標」を工学研究科履修要綱にて明示し

（4-1-3、P.43、P.49、P.55、P.61、P.65、P.73、P.79、P.85、P.91、P.97）、それに合致

するよう、専攻ごとに学位授与方針を定めている。 

 学位授与方針は、東京都市大学学位規程第 3 条において、修士課程では「広い視野に立

って、精深な学識を修め、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に
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必要な高度の能力を有する者に授与する」ものと定めている。博士後期課程では「専門分

野について、研究者として自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力及びその基礎

となる豊かな学識を有する者に授与する」ものと定めている（4-1-11）。また、各専攻にお

いても学位授与の方針を工学研究科履修要綱にて明示している（4-1-3、P.43、P.50、P.55、

P.61、P.65、P.74、P.79、P.86、P.91、P.98）。 

学位授与の要件としては、東京都市大学学位規程第 4 条において、在学期間・修得単位・

論文審査および最終試験の合格を定めている（4-1-11）。 

なお、共同原子力専攻については、「早稲田大学と東京都市大学との共同教育課程の設置

に関する協定書」に基づき、両大学合同で学位の審査を行い、合格した者には、両大学連

名で学位を授与している（4-1-12）。 

工学研究科では、上記教育目標を達成するために、後述する教育システムを介して広い

視野を養い、実践的な専門能力を身に付けるプログラムを形成しており、これにより学位

授与方針に適合する学生を育成することができるため､教育目標、学位授与方針、教育課程

の編成・実施方針の整合性は保たれているといえる。  
 

＜９＞環境情報学研究科 

環境情報学研究科は、学校教育法第 99 条、大学院設置基準第 3 条第 1 項、同 4 条第 1

項に則って教育プログラムの整備と担当教員体制の強化に重点を置き、環境情報学に関す

る学術の理論および応用を教授研究し、その深奥をきわめて文化の進展に寄与することを

目的とする。環境情報学研究科では、大学院学則第 3 条で、「環境と情報に関わる科学や人

と技術の関係について、また、これらに関連する人間活動の本質を探究するとともに、社

会における実践・研究・教育に携われる人材を養成すること」を教育目標と定めている。

（4-1-13）。 

 修士課程では、「環境、情報、都市に関わる科学や人と技術の関係について、学際性に注

目した研究課題に取り組みつつ、構成力・論理力・表現力などの社会における実践におい

て必要とされる能力を身に付けた人材を養成すること」を目的とする。 

博士後期課程では、「環境や情報に関する学際的な研究を深化させ、また、関連する領

域における研究や教育に携われる人材を養成すること」を目的とする。 

学位授与方針は東京都市大学学位規程第 3 条において、修士課程では「広い視野に立っ

て、精深な学識を修め、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必

要な高度の能力を有する者に授与する」ものと定めている。博士後期課程では、「専門分野

について、研究者として自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力及びその基礎と

なる豊かな学識を有する者に授与する」と定めている。そして、同規定第 4 条において、

学位授与の要件として、在学期間、修得単位数、論文審査および最終試験の合格を定めて

いる（4-1-11）。 

研究科の教育目標を達成するために、環境情報学研究科履修要綱において、「人材の要

請および教育研究上の目的」を詳説するととともに、研究科にわたるものとそれぞれの専

攻に特化した｢カリキュラムポリシー」｢ディプロマポリシー」を掲げている（4-1-4、P.32、

P.34）。さらに｢環境情報学研究科学位授与資格認定における審査基準」を掲げている（4-1-4、

P.46、P.47）。 
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（２） 教育目標に基づき教育課程の編成・実施方針を明示しているか。 

 

＜１＞大学全体 

 本学では、全学部全学科および大学院全研究科において教育課程の編成方針を定めてい

る。各学部あるいは各研究科における教育目標や学位授与の方針に沿うよう、教養科目や

専門科目をバランスよく配置し、修得することができるよう、教育課程の編成を目指して

いる。この教育課程の編成方針に従って、各学部および各研究科における教育課程が編成

され、定められた教育課程に従って教育を実施することが各学部の学修要覧あるいは各研

究科の履修要綱に明記されている。教育課程の内容についても、各学部の学修要覧、ある

いは各研究科の履修要綱に、学習すべき科目の区分や、必修・選択の区別、さらには取得

すべき単位数等について明記している。前学期、後学期ごとに、授業時間表に授業科目等

を掲載し、履修について周知している（4-1-14）（4-1-15）（4-1-16）（4-1-17）（4-1-18）。 

  

環境情報学部では、教育課程の編成方針について、環境情報学部学修要覧に明示してい

る。2013（平成 25）年度から、学部の改組により、環境情報学科が環境学部、情報メディ

ア学科がメディア情報学部となったが、教育課程の編成方針は、それぞれの学部に発展的

に引き継がれているため、これに関しては、後述する当該学部の項目で記述する。  
 

共通教育部は、2012（平成 24）年度に発足以来、全学組織として主体的に教育課程の編

成・実施を統括している。共通教育部の目指す共通教育とは、以下のとおりである（4-1-19）。 

 

1. 物事を深く理解するための多面的な視野の習得 

2. 個人の主体的判断力の育成 

3. 国際的な視野を含めたバランス感覚の獲得 

4. 専門教育に対応できる基礎的能力の育成 

5. 現代社会を生きるうえで不可欠なコミュニケーション能力の育成 

 

全キャンパスの学生に配布される各学部学修要覧の「共通分野」および「教育課程表」

には、科目区分、必修・選択の別、単位数等が記載されている。 

 

＜２＞工学部 

教育目標と学位授与方針に示した修得すべき学習成果を達成するために、教育課程の編

成方針を以下の通り設定している(4-1-5、P.39)。 

 

1. 「公正・自由・自治」という建学の精神と「持続可能な社会発展をもたらすための

人材育成と学術研究」という理念に基づいて、学部・学科が定める理念・目的・教

育目標を実現し、自らのキャリアを確立するための教育課程を編成する。 

2. 「理論と実践」という学部の教育理念に基づき、理論的な裏付けに基づいた発想に
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より、現実の問題を解決する実践能力を有する人材を育成する。 

3. 幅広い教養と国際的コミュニケーション能力を修得し、それを支える心身を鍛錬す

るために、「教養科目」・「外国語科目」・「体育科目」を配置する。 

4. 工学全般に共通する知識・能力（実行、思考、協働など）・倫理観，および、深い専

門的知識・能力を修得するために、「工学基礎科目」と「専門科目」を体系的に配置

する。 

5. 技術者として仕事を遂行する基礎力、実社会での課題を探究する能力、および実社

会の複合的な問題を解決する能力を修得するために、「卒業研究」などを配置する。 

 

上記方針に基づき、低学年時からの基礎理論に関しての徹底した講義とともに、実験・

実習による具体的な適用や応用を体験させ、高学年時に事例研究、卒業研究などを通して、

工学としての本質を体験的に理解させることを目指している。 

 

＜３＞知識工学部 

教育目標と学位授与方針に基づいた教育課程の編成・実施方針をカリキュラムポリシー

として学修要覧に以下の通り明示している（4-1-6、P.39）。 

 

1. 持続可能な社会および環境を損なわない調和のとれた発展を期して定められた本学

部の教育・研究目標（＊1）を実現するための教育課程を編成する。 

2. 高度な科学技術知識を総合的に修得することと、これを国際的な知識基盤社会で活用

できるようになることを教授するため、「教養科目、体育科目、外国語科目」「知識工

学基礎科目」「専門科目」を体系的に配置する。 

3. 学部の教育・研究目標（＊1）を、社会の多様性に応じて実現するために、学部共通

の「知識工学基盤科目」内に「知識基盤系」科目群を配置し、学生のアカデミックキ

ャリアの早期からのプランニングと実践を支援する。 

4. これらを実現する環境として、構成員が多くの時間を共有し、相互の多様性を認めつ

つ連帯感を持ち、建学の精神である「公正・自由・自治」を実践する気概を養うため

の幅広い学修環境を提供する。 

（＊1）知識工学部の教育・研究目標 

「21 世紀の情報基盤社会において、高度な科学技術知識を有し、これらを総合的に活用で

きる人材を養成する」  
 

＜４＞環境学部 

 教育目標と学位授与方針に示した修得すべき学習成果を達成するために、教育課程の編

成方針を以下の通り設定している（4-1-7、P.40）。 

 

1. 幅広い視野と教養を身に付けるために、外国語科目、体育科目、および社会科学・

人文学・自然科学、情報処理、社会実習などに関わる科目等の教養科目を配置する。 

2. 環境問題を理解し分析するにあたって必要な基礎的な知識や技能を、自然・人文
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学・社会科学の視点で修得させることを目的として専門基礎科目を設置する。 

3. 専門的な方法論と知識を体系的に学ぶために専門科目（学科基盤科目と学科専門科

目）を設ける。 

4. 学科基盤科目として、数理統計系科目、分析計測系科目、環境問題と関連する科目

群、学科専門科目として、独自の専門性の高い科目群によって構成し、専門分野を

深く掘り下げた内容を教授する。 

5. 3 年次の事例研究および 4 年次の卒業研究を必修とし、学生が主体的に問題を発見

し、その問題に適した理論的枠組みを作り、調査や分析を行い、問題の解決に関す

る論文を執筆して発表する、これら一連のプロセスを通して実践的な専門能力と総

合的人間力を養う。 

 

4 の学科専門科目については、環境創生学科は生態環境分野と都市環境分野、環境マネ

ジメント学科は環境経営分野と環境政策分野に区分し、それぞれの専門分野での研究に必

要な知識や技術の修得を図っている。さらに、5 の事例研究と卒業研究は、各学科の専門

分野のいずれかに属する研究室に 2 年間所属して行うことから、所属した研究室の専門分

野の学科専門科目を優先して学修するよう研究室で指導している。 

 

＜５＞メディア情報学部 

 教育目標と学位授与方針に示した修得すべき学習成果を達成するために、教育課程の編

成方針を以下の通り 5 つの項目に分けて示している（4-1-8、P.40）。 

 

1. 情報社会を理解し分析するにあたって必要な基礎知識や技能等について、社会科学お

よび情報科学の視点で修得させることを目的として専門基礎科目を設置する。 

2. 学科に関わる専門的な方法論と知識を体系的に学ぶために、専門科目を設置する。学

科基盤科目と専門分野ごとの学科専門科目をおき、社会環境、情報環境などを調査・

分析し、解決に向けた提言、構築ができる基礎能力を身に付けることができる構成と

する。 

3. 学科基盤科目では、学科の専門分野に共通して修得すべき科目を教授し、専門科目の

体系的学習の基盤を養う。 

4. 学科専門科目では、専門分野を両学科とも 2 分野に区分し、それぞれ独自の専門性の

高い科目群によって構成することで専門分野を深く掘り下げた内容を教授する。 

5. 専門科目では、実習や演習等を重視し、実践的に能力の積み上げを図る。３年次の事

例研究および４年次の卒業研究を必修とし、調査・分析能力、問題の解決・提言能力

の涵養に向け、丁寧な個別指導を行う。 

 

「幅広い視野と教養を身に付けるため」の教養科目、「情報社会を理解し分析するにあた

って必要な基礎知識や技能等について、社会科学および情報科学の視点で修得」すること

を目的とした専門基礎科目、「社会環境、情報環境などを調査・分析し、解決に向けた提言、

構築ができる基礎能力を身に付ける」ための専門科目のうち、学科基盤科目では「学科の
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専門分野に共通して習得すべき科目」であり「専門科目の体系的学習の基盤」であり、学

科専門科目は「専門分野を両学科とも 2 分野に区分し、それぞれ独自の専門性の高い科目

群によって構成することで専門分野を深く掘り下げた内容を教授する」ための科目である

ことを示している。 

 

＜６＞都市生活学部 

教育目標と学位授与方針に示した修得すべき学習成果を達成するために、教育課程の編

成方針を以下の通り設定している（4-1-9、P.36）。 

 

1. 複雑化する社会の中で、社会人としての確かな視点の獲得を目指して、社会、文化、

歴史に関する広い教養を修得できる科目を設定する。 

2. 国際的知識をはじめ外国語コミュニケーション能力などグローバルな場面で活動す

るための基礎を形成する科目を設定する。 

3. 「都市のライフスタイル」「都市のマネジメント」、「都市のデザイン」、「都市のしく

み」の 4 領域において企画・業務の遂行力の獲得をめざし、総合的、専門的、実践的

に学べる科目を設定する。 

4. 商学・経営学を基礎におき、社会科学的方法論、芸術・工学的方法論という複眼的な

方法論を獲得し、それを企画、業務の実践に生かす能力を修得するための科目を設定

する。 

5. リサーチスキル、デザインスキル、プレゼンテーションなどの専門スキル向上のため

の演習型授業科目を設定する。 

6. 専門的知識、専門的スキルを総合し、自ら問題発見し、対象を分析し、その問題解決

に深く取り組むために、プロジェクト演習、卒業研究などの少人数学習科目を設定す

る。 

7. 社会で活躍できる人材となるため、自らのキャリアについて深く考える科目を初年次

から継続して設定する。 

 

また、学修要覧において学部の「教育の理念と体系」を明示し、学生、教員ともにこれ

を見ることで編成・実施方針が理解できるようになっている（4-1-9、P.40）。 

 

＜７＞人間科学部 

人間科学部では、教育目標と学位授与方針に対して整合性のある教育課程を編成すると

ともにその実施を明示している。 

教育課程については、カリキュラムポリシーを定め、教育課程に関わる理念および内容

を明示している。カリキュラムポリシーは次の 4 点で示している（4-1-10、P.36）。 

 

1. 基礎的知識と基本的学習能力を獲得し、人間性の基礎となる豊かな教養を培うため

に、幅広い科目の履修ができる。 

2. 幼稚園教諭一種免許状、保育士資格取得に必要な科目とともに、知識に偏重しない「子
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育て支援体験」「生活と自然体験」「異文化理解体験」「児童文化・自己表現体験」な

ど「体験型プログラム」を提供し、将来の保育者としての保育力・実践力を高める。 

3. 基礎ゼミ、特別研究、卒業研究などの少人数制の科目を通して、主体的に学び、自主

的に研究を進める姿勢を育成し、専門性を高めることを目指す。その中で、柔軟な思

考力、問題解決力、自己表現力、コミュニケーション力などを培う。 

4. 「海外研修」「インターンシップ」「ボランティア」などの科目を通して、ESD（持続

可能な開発のための教育）など今日的な課題に取り組み、国際的な視野からも探究す

る力を養う。 

  

教育課程表においては、学習すべき科目の区分や、必修・選択の区別、単位数を明示す

ると共に、「人間科学部児童学科教育課程表１、教育課程表２」を作成する等、学生・教職

員にとって分かりやすい提示の仕方に努めている（4-1-10、P.40-43）。 

 

＜８＞工学研究科 

 工学研究科の教育課程は、工学研究科履修要綱にて明示している。 

修士課程では、教育目標と学位授与方針に示した修得すべき学習成果を達成するために、

教育課程の編成方針を以下の通り設定している（4-1-3、P.41）。 

 

1. 工学におけるリテラシーである情報技術と語学を含めたコミュニケーション能力 

2. プレゼンテーション能力 

3. 専門知識に裏付けされた課題を解決できる能力 

 

講義科目は、専門科目、共通科目の科目区分と必修・選択の区分、単位数が設定され、

「教育課程表」として工学研究科履修要綱に明示している（4-1-3、P.109-114）。 

修士課程のカリキュラムには、実践的な専門性を高めるために多くの専門科目が配置さ

れており、社会のニーズに対応できるように学科目・専攻を超えて自由に履修することで

専門領域を広げる工夫がなされている。また、専門性を高めるだけでなく、社会の変化に

対応し、広く科学技術の分野で活躍できる人材育成のため、学部での教育をベースとして、

より原理・原則に重点をおいた自然科学系の工学研究基礎科目と、高度専門技術者として

科学技術を有機的に機能させるための教養科目と国際社会においてもその力を発揮出来る

ための英語科目を工学研究教養科目として全専攻の共通科目として配置している。 

 

＜９＞環境情報学研究科 

環境情報学研究科の教育課程は、本大学院研究科の理念と教育および学校教育法第 99 

条、大学院設置基準第 3 条第 1 項、同 4 条第 1 項に則って教育プログラムの整備と担当教

員体制の強化に重点を置いている。環境情報学研究科は、「環境情報学専攻」「都市生活学

専攻」の 2 専攻から構成されている。学部は環境学部 2 学科、メディア情報学部 2 学科、

都市生活学部 1 学科体制となっているが、環境情報学研究科では、各学部の卒業生が継続

して、さらに専門性と研究能力を高められるよう配慮している。そのため、研究科は、修
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士課程では環境情報学専攻で学部の 2 学科の専門領域を包含する「環境マネジメント」、「地

域・都市環境」、「情報システム」、「コミュニケーション環境」の 4 領域、都市生活学専攻

では「都市生活」1 領域から構成されている（4-1-4、P.33、P.35）。 

博士後期課程は環境情報学専攻だけに設置されており、領域は「環境」および「情報」

に集約している（4-1-4、P.40）。 

修士課程の授業は、講義科目が中心となる。各講義科目は半期で 2 単位であり、それぞ

れの教員がその専門性に合わせて、講義中心に行う場合と学生自らが学ぶ輪読形式の場合

がある。情報システム分野などでは一部授業の中で演習を取り入れている。英語科目に関

しては、講義内での演習が多く行われるため 1 単位としている。また、1 年次に英語での

発表会、2 年次にはポスター発表および中間発表を行うことを義務化している（4-1-4、

P.44）。修士課程の各学年において文献研究および演習が用意されている。これは指導教員

が担当する原書講読や輪講などの科目であり、2 単位となっている。さらに、修士論文を

作成するための科目である特別研究が 6 単位として設定されている。環境情報学研究科の

他の研究科および他大学院との単位互換および単位認定については、本学大学院学則第 16

条において「指導教授が教育上必要と認めた場合、10 単位を超えない範囲」で認定するこ

とができる（4-1-13）。これについては履修要綱の履修上の注意事項 5-(3)において周知し

ている（4-1-4、P.42）。 

博士後期課程については、指導教授が個別にきめの細かい研究指導を行なっている。3

年次は 2 回にわたり英語による研究テーマ内容の発表、4 年次 5 年次においては中間発表

を義務化し、博士論文の最終審査会につなげていく。この方針についても履修要綱に明示

している（4-1-4、P.45）。 

 

（３）教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針が、大学構成員（教職員

および学生等）に周知され、社会に公表されているか。 

 

＜１＞大学全体 

 本学では、全学部全学科および大学院全研究科において、各学部の学修要覧、あるいは

各研究科の履修要綱に教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針を明示し

ている。各学部の学修要覧、あるいは各研究科の履修要綱は全教職員および学生に配布さ

れており、大学構成員に広く周知されている。さらに、学校教育法施行規則第 172 条の 2

に定められている教育情報の公表義務内容に則り、上述のポリシーは、本学のウェブペー

ジで公開しており、大学構成員である教職員および学生だけでなく、広く社会にも公表し

ている（4-1-2）。 

 環境情報学部の教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針は毎年発行され、

教職員、学生に配布される「学修要覧」および「教授要目（シラバス）」に掲載している。

学部ウェブページの教育関連ページには、4 年間の学び、カリキュラム、カリキュラム代

表例、授業科目一覧、コース紹介、研究室紹介、教員紹介、教職課程などが掲載されてお

り、教職員、学生、受験生を含む社会一般に対して周知・公表している。 

 共通教育部についても、「学修要覧」および本学ウェブページの「全学部共通科目」によ

り、教育目標、教育課程の編成・実施方針が学内外に公表されている。 
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＜２＞工学部 

教育目標は、東京都市大学のウェブページに「人材育成と教育研究上の目的：『理論と

実践』という教育理念に基づき、現実に即した発想のもとに理論的裏付けを持った実践に

よって、社会の要請に対応できる技術的能力を備えた人材を養成することを目的とする。」

と公開している。学位授与方針および教育課程の編成・実施方針は、ディプロマポリシー

およびカリキュラムポリシーとしてウェブページで公開している（4-1-20）。さらにこれら

を記載した学修要覧を教職員には毎年配布している。学生には入学時に全員に配布した上

で各種ガイダンスを通じて周知している。 

 

＜３＞知識工学部 

教育目標は、東京都市大学のウェブページに「21 世紀の情報基盤社会において、高度な

科学技術知識を有し、これらを総合的に活用できる人材を養成する」と公開されており、

この教育目標を具現化した人物像として「“科学技術”と“一般社会”の架け橋となる『知』

を創造できる人材」をあげている。学位授与方針および教育課程の編成・実施方針は、デ

ィプロマポリシーおよびカリキュラムポリシーとしてウェブページで公開している

（4-1-21）。さらにこれらを記載した学修要覧を教職員には毎年配布している。学生には入

学時に全員に配布した上で各種ガイダンスを通じて周知している。  
 

＜４＞環境学部 

 教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針について、毎年度作成する学修要

覧に明示している（4-1-7、P.40、41）。この学修要覧は年度当初に全教員、新入学生に配

布している。また、毎春行われる学生向けの教務ガイダンスにおいては同書を元に直接説

明を行っている。この学修要覧に加えて、教授要目(シラバス)、各学科の 4 年間の学び、

各学科の学びの特色や主な専門科目、研究室紹介、教員紹介などを学部ウェブページに掲

載しており、教職員、学生、受験生を含む社会一般に対して周知・公表している（4-1-22）。 

 

＜５＞メディア情報学部 

 教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針は毎年刊行され、教職員、新

入学生に配布される当該年度の「学修要覧」に掲載されており、毎春行われる学生向けの

教務ガイダンスにおいては同書を元に直接説明を行っている。また学部ウェブページには、

授業科目一覧、各学科の 4 年間の学び、各学科の学びの特色や主な専門科目、研究室紹介、

教員紹介、教職課程などが掲載されており、これは学外からもアクセス可能で社会一般に

対して周知・公表している（4-1-23）。さらに毎年受験生と保護者向けに発行している大学

ガイドにも教育目標・教育課程表を掲載している（4-1-24、P.91-98）。 

 

＜６＞都市生活学部 

 教職員に対しては、毎年度新たな学修要覧を編集するたびに、教育目標、学位授与方針

および教育課程の編成・実施方針に関して、確認を促している（4-1-9、P.36）。学生に対

しては、毎年度はじめに学修要覧を配布して読ませると同時に、毎学期開始時のオリエン
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テーションの場において、学部長、教務委員長などが同内容について、時間をかけて詳細

に説明している。 

社会への公表という点では、学部ウェブページ（4-1-25）を通して公開するとともに、

オープンキャンパスなどの機会に、学部長、教務委員長が詳細に説明している。 

 

＜７＞人間科学部 

教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針については、毎年刊行する「学

修要覧」に明記している（4-1-10、P.36）。「学修要覧」については、各学年の前期・後期

授業開始前に開催される「履修のためのオリエンテーション」に持参させ、「教務ガイダン

ス」という形で、本学の教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の詳細

を説明・解説している。 

学生に関しては、系統的な教育が達成されるように、また、学生が学びの連続性を確認

できるように「学修要覧」に免許・資格の取得と連動した「履修モデル」を掲載し、学修

の「見える化」に努めている(4-1-10、P.54-57)。 

 社会に対しては、本学ウェブページにおいて教育課程を公表しており、誰でも情報への

アクセスが可能であるようにしている(4-1-26)。 

 

＜８＞工学研究科 

工学研究科の教育目標はウェブページ上ならびに工学研究科履修要綱に明示されており、

学位授与に関する方針（ディプロマポリシー）も工学研究科履修要綱に掲載している。 

工学研究科で開講されている講義科目は、全てそのシラバスがウェブページ上ならびに

工学研究科履修要綱に明示されており、科目区分や単位数・開講時期を明示した教育課程

表や、専門科目の体系を把握することのできる科目体系表についても、ウェブページ上な

らびに工学研究科履修要綱に明示している（4-1-27）。 

 

＜９＞環境情報学研究科 

教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針については、入学時に全学生

に配付される履修要綱に大学院学則及び学位規定をはじめとする関連規程を示すことで明

示されている。また、履修要綱には環境情報学研究科の「人材の養成および教育研究上の

目的」、環境情報学と都市生活学各専攻の、「カリキュラムおよびディプロマポリシー」と

ともに「教育目標と身に付く素養」、「修了後の進路」、「学位授与資格認定における審査基

準」および全科目のシラバスについても記載して大学構成員への周知を図っている。また、

これらの情報は大学ウェブページ上で公開することにより社会に公表している（4-1-28）。 

 

（４）教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的

に検証を行っているか。 

 

＜１＞大学全体 

 本学では各学部および各研究科に教務委員会を設け、常に、各学部および各研究科にお

ける教育目標と教育目標に従った教育課程の編成および実施方針について定期的に検証を

56



第４章．教育内容・方法・成果 

（１）教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針 

 
行っている。さらに、各学部および各研究科の教務委員長を構成員とする全学教務委員会

を設け、各学部や各研究科で定めている教育目標や学位授与方針が本学の理念と合致して

いるかについて定期的な検証を行っている（4-1-29）。 

また、全学教務委員会では、毎年 1 回「教育年報」を発刊している（4-1-30）。これは

教員が取り組んでいる教育改善の結果を報告する年報であるが、各学部の教育方針、教育

効果向上のための工夫、カリキュラムに関する解説等の報告がなされ、定期的な検証を行

う素材となっている。 

 なお、「アクションプラン 2030」の中では、「教育」の項目として「社会に保証できる教

育システムを有する大学」を目標に挙げており、具体的には「教育の質保証プロジェクト」 

が現在進められている。このような全学的な取り組みの中でも「明確な教育目標の設定」

「教育目標に応じたカリキュラムの再構築」が挙げられており、これらの活動の中でも検

証が進められている。 

環境情報学部では、各種調査、アンケート等を通じ、教育目標や学位授与方針、教育課

程の編成・実施方針の適切性について、環境情報学部教務委員会が検証を統括し、カリキ

ュラム、講義内容や教育方法などの改善に結びつけている。 

 共通教育部では、共通教育部教授会および共通教育部教務委員会において教育課程の編

成や実施方針について毎年検証行っている。検証を踏まえて変更や改善のための提言があ

る場合は、毎年刊行する「教育年報」を通じて行っている。 

 

＜２＞工学部 

工学部の各学科では学期終了後に教育改善検討会議を開催し、授業改善について話し合

うと共に、教育目標、学位授与方針および教育課程の編成および実施方針の適切性につい

て検討している。その結果は工学部各学科の主任教授が取り纏め、工学部教務委員会の検

討を経て工学部主任教授等会議にて審議され、学部全体として組織的な検証と改善を行っ

ている（4-1-30、P.47）。さらに、各学部および各研究科の教務委員長を構成員とする全学

教務委員会の下で、学部・学科で定めている教育目標や学位授与方針が本学の理念と合致

しているかについて、定期的な検証を行っている。 

 

＜３＞知識工学部 

知識工学部の各学科では学期終了後に教育改善検討会議を開催し、授業改善について話

し合うと共に、教育目標、学位授与方針および教育課程の編成および実施方針の適切性に

ついて検討している。その結果は知識工学部各学科の主任教授が取り纏め、知識工学部教

務委員会の検討を経て知識工学部主任教授等会議にて審議され、学部全体として組織的な

検証と改善を行っている。 

 

＜４＞環境学部 

 教育目標と教育課程の編成・実施方針の適切性については、毎年行っている「学生実態

調査」、および各学期に実施している科目成績評価と「授業改善アンケート」の結果に基づ

いて学部教務委員会で検討している。 
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「授業改善アンケート」の結果は、学科主任教授が確認した後に各教員に伝え、各教員は

100 文字から 500 文字でコメントを記入し、ウェブページ上で学生に公開することでフィ

ードバックを行っている。また、「学生実態調査」における学生からの学部教務関連の質問

や意見に対しては、学部教務委員長を中心に回答を作成している。回答は、学内専用ウェ

ブページに掲載し、学生や教職員が閲覧できるようにしている。 

 

＜５＞メディア情報学部 

 毎年実施・報告される「学生実態調査」、「教育年報」、科目成績評価や授業改善アンケー

トの結果等を確認し、教育目標や学位授与方針、教育課程の編成・実施方針の適切性につ

いて検証を行っており、学部教務委員会が組織としてこの責務を統括している。 

1981（昭和 56）年から毎年行っている「学生実態調査」は、学生生活だけでなく、教育

関連、すなわち「教養に関する科目について」、「外国語科目について」、「専門科目につい

て」、「カリキュラム構成について」、「受講してよかった科目」、「シラバスの活用」、「成績

結果に納得しているか」の設問があり、この調査結果は全学教務委員会が報告書にまとめ、

教職員に公開している（4-1-31）。 

 また、半期毎の各開講科目の成績評価で判明する学生の学修達成度は、メディア情報学

部及び学科の学修・教育目標をどの程度達成できているかの重要な手がかりである。さら

に、最低 3 期に 1 回実施する「授業改善アンケート」については、学部長、主任教授、教

務委員長が結果を確認し、担当教員自身の授業改善に役立てると共に、教育課程の編成・

実施状況についての検証の資料としている。これらを主な材料として定期的に検証を行っ

ている。「授業改善アンケート」の結果は、各教員に伝え、各教員はウェブページ上で 100

文字から 500 文字でコメントを記入し、ウェブページ上で学生に公開することでフィード

バックを行っている。「学生実態調査」における学生による学部教務関連の質問や意見に対

して学部教務委員長を中心に回答を作成している。回答は、学内専用ウェブページに掲載

し、学生や教職員が閲覧できるようにしている。 

 

＜６＞都市生活学部 

 毎年度末の教務委員会において、教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施

方針の適切性に関して確認、討議し、その内容を教授会、教室会議（学科に関する教員全

体の会議）において確認している。 

特に学位授与方針に関しては、学位授与判定時に、教授会で同方針に関して確認すると

ともに、その適切性に関して討議している。 

また、カリキュラム改訂時には、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切

性を再検討し、適宜更新を行っている。 

 

＜７＞人間科学部 

児童学科の教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について

は、定期的に検証を行っている。 
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児童学科のカリキュラムは、就学前教育・保育や子育て支援をめぐる社会的な要請に連

動する形で構築している。そのため、子どもや子育てに関わる政策や制度の変化に照準を

あて、それらと有機的に連携が保たれるように必要に応じて検証、改善が必要となる。 

学部内には、教務委員会、カリキュラム改訂委員会、教職課程委員会などを組織化し、

カリキュラムの改訂、カリキュラムポリシー、ディプロマポリシーを改善するシステムを

有している。 

カリキュラムポリシー、ディプロマポリシーは、日本学術振興会の幼児教育・保育分野

および文部科学省が定める幼稚園教諭免許状・保育士資格の要件を参照基準として準拠し

ている（4-1-10、P.36）。 

 

＜８＞工学研究科 

学生実態調査アンケート（4-1-32）、大学院工学研究科教育改善ワークショップ（4-1-33）､

全学 FD・SD フォーラム等（4-1-34）を通して、学生からの意見や社会からの要請に応える

べく、定期的なカリキュラムの見直しを行っている。具体的には、各専攻において開催さ

れる専攻会議でカリキュラムの見直しを議論するとともに、時代の要請に合わせたカリキ

ュラム改定を行っている。改訂結果は、工学研究科教務委員会での議論を経て、工学研究

科委員会で最終的に審議・承認がなされることになっている。 

 

＜９＞環境情報学研究科 

 本項で点検している内容については、ほぼ毎月開催される大学院環境情報学研究科委員

会における個別の具体的議題の中で言及される場合がある。そのようなケースで環境情報

学研究科のあるべき姿について、日常的に意見交換、討論がなされている。特に詳細な検

討が必要と考えられた場合には、同じくほぼ毎月開催される大学院教務委員会に付託され、

そこでの検討結果を研究科委員会で再度討議するという手続きをとっている。また、全体

的な検証としては、本自己点検作業の中で 3 年ごとに定期的に検討している。 

 

２． 点検・評価 

 

●基準４（１）の充足状況 

本学では、教育目標を学則において明確に定めている。また、学位授与方針、教育課程

の編成・実施方針を策定し、各種刊行物、ウェブページなどを通じて明示している。よっ

て本基準を充足していると判断できる。 

 

①効果が上がっている事項  

＜１＞大学全体 

1）  全教職員を対象とした、教育に関する意見交換会である「全学 FD・SD フォーラム」を

毎年実施しており、教育に関する情報共有の場として役立っている。 

2）  環境情報学部については、履修分野をまとめ、履修モデルと進路のイメージをより明

確に提示できるように、2007（平成 19）年度入学生からコース制を取っている。これ

により、教育目標との関連が分かりやすくなっている。2014（平成 26）年度の主コー
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ス認定者数は環境情報学科 140 名(卒業生の 73%)、情報メディア学科 172 名(卒業生の

85%)だった。主コース認定者数が多いことは、多くの学生が自分の選んだコースを意

識して系統的に科目履修や研究室選択をしたことを示している。 

 

＜２＞工学部 

1）  工学部の教育理念である「理論と実践」は、社会における本学の位置づけと育成すべ

き人材を明確に認識した上で定めている。本学工学部の特徴を明らかにする教育理念

として簡潔に示されており、教職員のみならず、学生にも浸透しやすいものと考えら

れる。この理念に基づく教育方針は、学部独自のウェブページなどを通じて積極的な

周知がなされている（4-1-20）。 

 

＜７＞人間科学部 

1）  人間科学部は、幼稚園教諭一種免許状、保育士資格取得を希望する学生が多数を占め

ている。そのため学部の教育目標にもコミュニケーション能力、教育実践力の育成に

重点を置くことを記している。世田谷区公立保育所玉川地区園長会、一般財団法人川

崎市保育会、公益社団法人横浜市幼稚園協会、都筑区内に認可保育所を設置する社会

福祉法人及び都筑区役所などと包括的提携を結び、近隣・地域の保育所、幼稚園で学

生が自主的に研究・教育活動を行うことを支援している。また学内に子育て支援施設

「ぴっぴ」（平成 26 年度利用者数：18,609 人）を設置し、学生は「子育て支援演習」

を受講し、実習を行うことで、地域の子育てを支援するとともに、学生の教育・保育

実践力の育成にも効果を上げている。 

これらの具体的な活動などは、教育方針とともに学部独自のウェブページで紹介さ

れ、学部の特色をより分かりやすく伝えている（4-1-26）。 

 

＜８＞工学研究科 

1）  工学研究科の理念・目的はガイダンスなどを通して在学生に浸透している。教育目標

の達成は､工学研究科の高い就職率（4-1-35）や修了学生の社会からの高評価からみて

も成されているといえる。これらの達成に向けた取り組みも､シラバスの充実化や成績

評価の厳密化などにより充実している。特に､PDCA サイクルに則った教育向上のため

のシステムが構築かつ運用されるようになり、多くの点で効果が高いと評価している。 

 

②改善すべき事項 

＜１＞大学全体 

1）  本学では全学部全学科および大学院全専攻において、大学の理念と整合性の取れたカ

リキュラムポリシーおよびディプロマポリシーを策定し、教育目標および学位授与方

針の定期的な見直しを行っているが、今後はさらに全学部全学科および大学院全専攻

で統一的な見直しを行う必要がある。 

2）  博士後期課程における科目履修の導入や修得すべき学習成果の明示などは改善すべき

事項である。 

 

60



第４章．教育内容・方法・成果 

（１）教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針 

 
＜６＞都市生活学部 

1）  教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針を社会へ向けてより一層発信し

ていく余地がある。 

 

＜９＞環境情報学研究科 

1）  方針は明示的に学生に対しても社会に対しても示されているが、個々の大学院学生が

それを熟読し、理解しているかについては、十分な確証が得られていない。指導教授

陣が日常的・意識的に伝達することが重要であり、研究の中間発表会や英語発表会等、

さまざまな機会を捉えて、大学院学生への周知や学生の自覚・意識向上を図るべく、

引き続き取り組む必要がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

 

①効果が上がっている事項 

＜１＞大学全体 

1）  現在、大学戦略室において、本学が育成する人材像を策定し、それを基に全学部・研

究科で 3 つのポリシーの見直し作業を進めているが、2016（平成 28）年度には大学全

体としての 3 つのポリシーも明確に策定し、それを教職員で共有しながら教育活動に

つなげていく。 

2）  環境情報学部は、2015（平成 27）年度で最終年度を迎えるため、記述は割愛する。 

 

＜２＞工学部 

1）  工学部の教育理念は、教職員のみならず、学ぶ学生にもある程度は浸透しているが、

社会へも広く周知する必要がある。機械システム工学科や都市工学科では、卒業生を

含めた学科のあり方についてのシンポジウムを毎年開催しているが、これは学部の教

育理念や目標を卒業生にも再確認してもらう機会となっている。これらの取り組みを

継続すると共に、効果を検証し、社会へ広く周知する際に活かしていく。 

 

＜７＞人間科学部 

1）  「ぴっぴ」等の特徴的な活動を、ウェブページ等を通じて今まで以上に積極的に学内

外に周知し、学部の特色をより分かりやすく伝えていく。 

 

＜８＞工学研究科 

1）  各専攻における定期的なカリキュラムの見直しや、教務委員会の定期開催により、時

代の要請に応えられる機敏性のある改訂には対応していると考えている。また、大学

院における研究業績を基にした工学研究科としての表彰制度も確立しているが、今後

は、学生の学修に対する表彰や各専攻における表彰など学生の学修や研究に対するイ

ンセンティブを高める施策を検討していく。 

 

②改善すべき事項 
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＜１＞大学全体 

1）  現在、本学では各学部および各学科が主体となって教育目標および学位授与方針の定

期的な見直しを行っているが、学部の学科数によっては、体系的な整理が行いにくい

状況にある。教育目標および学位授与方針の定期的な見直しを、全学教務委員会を介

して全学部全学科および大学院全研究科において統一的に行う。 

2）  2016（平成 28）年度から博士後期課程における科目履修の導入を予定している。また、

修得すべき学習成果の明示など整備する。 

 

＜６＞都市生活学部 

1）  社会へ向けての発信のため、学部ウェブページの更なる充実を図るとともに、高校生、

受験生、及びその保護者向けの広報資料の充実を行う。 

 

＜９＞環境情報学研究科 

1）  学生に対する教育課程の編成方針、学位授与に関する方針等の啓発に関しては、特に、

英語発表会や中間発表会の準備開始時期に研究科委員会等で指導教員に改めて指導を

促すことにより、さらなる徹底を図っていく。 

 

４．根拠資料 

 

4-1-1 東京都市大学学則（既出 1-3） 

4-1-2 アドミッションポリシー・カリキュラムポリシー・ディプロマポリシー体系図 

http://www.tcu.ac.jp/guidance/data/imgs/h27_3policy.pdf  

4-1-3 工学研究科履修要綱（2015 年度）（既出 1-19） 

4-1-4 環境情報学研究科履修要綱（2015 年度）（既出 1-20） 

4-1-5 工学部学修要覧（2015 年度）（既出 1-10） 

4-1-6 知識工学部学修要覧（2015 年度）（既出 1-11） 

4-1-7 環境学部学修要覧（2015 年度）（既出 1-13） 

4-1-8 メディア情報学部学修要覧（2015 年度）（既出 1-14） 

4-1-9 都市生活学部学修要覧（2015 年度）（既出 1-16） 

4-1-10 人間科学部学修要覧（2015 年度）（既出 1-17） 

4-1-11 東京都市大学学位規程 

4-1-12 早稲田大学と東京都市大学との共同教育課程の設置に関する協定書（既出 3-45） 

4-1-13 東京都市大学大学院学則（既出 1-4） 

4-1-14 2015（平成 27）年度 工学部・知識工学部授業時間表（前期/後期）  

4-1-15 2015（平成 27）年度 環境情報学部・環境学部・メディア情報学部授業時間表 

4-1-16 2015（平成 27）年度 都市生活学部・人間科学部授業時間表（前期/後期） 

4-1-17 2015（平成 27）年度 工学研究科授業時間表 

4-1-18 2015（平成 27）年度 環境情報学研究科授業時間表 

4-1-19 東京都市大学共通教育部紹介 

http://www.tcu.ac.jp/academics/liberalarts/index.html  
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4-1-20 東京都市大学学部紹介（工学部）（既出 1-26） 

http://www.tcu.ac.jp/academics/engineering/index.html  

4-1-21 東京都市大学学部紹介（知識工学部）（既出 1-27） 

http://www.tcu.ac.jp/academics/knowledge/index.html  

4-1-22 東京都市大学学部紹介（環境学部）（既出 1-28） 

http://www.tcu.ac.jp/academics/environment/index.html  

4-1-23 東京都市大学学部紹介（メディア情報学部）（既出 1-29） 

http://www.tcu.ac.jp/academics/informatics/index.html  

4-1-24 大学案内（2015 年度）（既出 1-21） 

4-1-25 東京都市大学学部紹介（都市生活学部）（既出 1-30） 

http://www.tcu.ac.jp/academics/urbanlife/index.html  

4-1-26 東京都市大学学部紹介（人間科学部）（既出 1-31） 

http://www.tcu.ac.jp/academics/humanlife/index.html  

4-1-27 東京都市大学大学院紹介（工学研究科）（既出 1-32） 

http://www.tcu.ac.jp/academics/graduate/index.html  

4-1-28 東京都市大学大学院紹介（環境情報学研究科）（既出 1-34） 

http://www.tcu.ac.jp/academics/graduate/index.html  

4-1-29 教務委員会議事（2015 年 10 月 21 日）（既出 1-35） 

4-1-30 教育年報（2014 年度）（既出 1-33） 

4-1-31 学生実態調査アンケート集計結果報告書（平成 27 年度）  

4-1-32 大学院工学研究科実態調査アンケート集計結果報告書（平成 25 年度）（既出 3-61） 

4-1-33 大学院工学研究科教育改善ワークショップ 

4-1-34 全学 FD・SD フォーラムについて（既出 1-24） 

4-1-35 就職実績（既出 1-12） 

http://www.tcu.ac.jp/recruiting/result/index.html  
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第４章．教育内容・方法・成果 
（２）教育課程・教育内容 

第４章 教育内容・方法・成果 

（２）教育課程・教育内容 

 

１．現状の説明 

 

（１）教育課程の編成・実施方針に基づき、授業科目を適切に開設し、教育課程を体系

的に編成しているか。 

 

＜１＞大学全体 

 本学では全学部全学科および大学院全研究科において、カリキュラムポリシーを定め、

カリキュラムポリシーに沿った教育課程を編成している（4-2-1、P.39）（4-2-2、P.39）

（4-2-3、P.40）（4-2-4、P.40）（4-2-5、P.36）（4-2-6、P.36）。 

学部あるいは大学院において学習すべき授業科目を整理し、必修科目、選択必修科目、

および選択科目などの区分、あるいは教養科目、体育科目、外国語科目、専門基礎科目、

専門科目などの区分を行い、図や表を利用して科目の体系的な配置を明示している。さ

らに、一部の学科では授業科目とプログラムの学習・教育到達目標との対応関係につい

ても表を用いて明示している。 

学士課程においては、教養科目、体育科目、外国語科目、専門基礎基盤科目を教養教

育として、また、専門科目を専門教育として位置付け、教育課程を体系的に編成し、授

業科目を適切に開設している。 

一方、大学院においては、コースワークとして取得すべき科目を授業科目、リサーチ

ワークとして取得すべき科目を実験・演習・文献研究、および特別研究として学習時間

のバランスを考慮した学習体系を設置している。 

 

 環境情報学部については、学部共通科目（外国語、第二外国語、体育科目、情報リテ

ラシー科目、人間・環境・情報科目）と各学科専門科目（学科専門科目）などの科目区

分を行い、学部として学習すべき授業科目を整理し、必修科目、選択必修科目、および

選択科目などに分け、教育目標を達成するために教育課程を体系的に編成している。 

 専門科目は各学科の専門内容に沿ってそれぞれ約 130 科目が開設されており、学際的

な学びに応えられるよう、様々な分野の科目が用意されている。また、学生の専門的知

識や語学力の向上、アカデミック･スキルのさらなる涵養ができるよう、3 年次から「事

例研究・原書講読」を、4 年次では「卒業研究」を実施する 2 年間ゼミ指導体制がとら

れている。 

 以上のように、教育課程を体系的に編成し、授業科目を適切に開設している。 

さらに、履修分野をまとめ、体系的な履修ができるよう、2007（平成 19）年度入学生

からコース制を取っており、各コース別にコース指定科目と推奨科目を設定し、一定要

件を満たせば、「主コース」認定、さらに「副コース」認定を行う仕組みとしている（4-2-7、

P.157-164、P.166-171）。 
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共通教育部については、2013（平成 25）年度からそれまで 3 キャンパス別々の教育課

程の編成・実施方針に基づいて開講されていた教養科目が全学共通化された。これによ

り全学部の学生がどのキャンパスでも教養科目を自由に履修でき、卒業要件に必要な教

養科目の単位をいずれのキャンパスにおいても習得が可能となった。教養科目に加えて

教養ゼミナールも幅広く深い教養を培う機会となっている。学生の知的関心を高めるテ

ーマによる 20 名以下の少人数クラスを開講している(4-2-8)。毎年、開講科目の適正に

ついての検討、新規ゼミナール開設の審査を行うことで教育目標に準じた少人数教育を

維持している。体育科目でも実技・講義に教養ゼミナールを加えた体系的な教育システ

ムを編成している。 

また、2010（平成 22）年度の外国語共通教育センター設立以来、全学部共通の「都市

大スタンダード」による共通テキスト使用及び共通試験による評価制度を推進しており、

英語必修科目を共通化し、全学同一内容の授業を所属キャンパスで開講している。2013

（平成 25）年度からはさらにすべての外国語選択科目の他キャンパス履修が可能となっ

た。グローバル教育推進の一環として、本学の海外短期留学プログラムを推進し、協定

校で修得した単位は本学の外国語選択科目として認定している。 

2015（平成 27）年度カリキュラム表から国際化（グローバル化）に対応した教養科目

に対して「G」のマークを付してその点が明らかになるように示し、グローバル化が問わ

れる現代社会の中で履修を推奨している。 

また、工学部および知識工学部の物理学基礎科目は共通科目として全クラスが共通シ

ラバスのもと、共通試験を実施し、学生が平等な成績評価を受けることができるカリキ

ュラムとなっている。 

教職課程は中学・高等学校の普通免許状の習得に必要な科目を開講している。「数学」

「理科」「技術」「情報」「工業」の免許状修得のための授業は講義・実技・実験から成り、

体系的なカリキュラムが編成されている。 

 

＜２＞工学部 

工学部では、学部の教育理念に基づき、理論的な裏付けに基づいた発想により、現実

の問題を解決できる実践能力を有する人材を育成する。その実現のために、学部・学科

のカリキュラムポリシーにおいて具体的に定めた教育課程を学科毎に編成し、授業科目

を開設している（4-2-1、P.75-76、P.89-90、P.101-102、P.117-118、P.133-134、P.145-146、

P.159-160、P.175-176）。 

開講科目は、教養科目、体育科目、外国語科目、基盤科目、専門科目などの区分や科

目群ごとに整理し、順次性のある授業科目を体系的に配置すると共に、科目間の接続関

係を示す図表を作成し、学修要覧中で履修モデルとして示している（4-2-1、P.83-85、

P.95-97、P.107-112、P.124-127、P.137-138、P.150-153、P.167、P.182-185）。 

学習・教育到達目標と対応した授業科目やプログラムを設定し、カリキュラムポリシ

ーに概要を明記している。また一部の学科では、授業科目とプログラムの学習・教育到

達目標との詳しい対応関係を示す表を学修要覧で明示している（4-2-1、P.80-82、

P.164-166、P.179-181）。 
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専門教育では、工学全般に共通する知識・能力・倫理観、および深い専門的知識・能

力を修得するために、「工学基礎科目」と「専門科目」の区分の科目群を体系的に配置し

ている。工学基礎科目では、数学系・自然科学系・情報系の科目で工学全般の基礎とな

る知識を習得し、工学教養科目では工学全般で共通する技術文書執筆法や工学倫理など

を学ぶ。専門科目では、各学科のプログラムに基づいた講義科目や実験・実習科目を分

野ごとに体系的に分類・有機的に配置し、4 年間を通じて学科毎の専門分野における理

論と実践を修得できるようにしている。 

教養教育としては、幅広い教養と国際的コミュニケーション能力を修得し、それを支

える心身を鍛錬するために、「教養科目」「外国語科目」「体育科目」の区分の科目群を配

置している。また、教員を目指す学生のために、教職課程科目を配置している。 

国際化や情報化の進展に対応するために、必修の英語科目や情報系科目を低学年で配

置し、さらに上級科目を履修できるようにしている。また、近年の社会から強く求めら

れる十分な倫理観を有する技術者を育成するために、2015（平成 27）年度から 3 年次ま

たは 4 年次に必修科目として「技術者倫理」を配置している。 

 

＜３＞知識工学部 

知識工学部では、「21 世紀の情報基盤社会において、高度な科学技術知識を有し、こ

れらを総合的に活用できる人材を養成する」という学部の教育目標に基づき、「科学と社

会の架け橋となる人材」を育成するため、「社会に対する関心」と「主体的な学び」の涵

養を重視した教育課程を学科毎に編成し、授業科目を開設している（4-2-2、P.71-72、

P.85-86、P.93-94、P.101-102）。 

開講科目は、教養科目、体育科目、外国語科目、基盤科目、専門科目などの区分や科

目群ごとに整理し、順次性のある授業科目を体系的に配置すると共に、科目間の接続関

係を示す図表を作成し、学修要覧に履修モデルとして明示している（4-2-2、P.79-81、

P.89、P.97、P.106）。 

学習・教育到達目標と対応した授業科目を設定し、カリキュラムポリシーに概要を明

記している。また一部の学科では、授業科目の学習・教育到達目標との詳しい対応関係

を示す表を学修要覧で明示している（4-2-2、P.77-78）。 

専門教育では工学全般に共通する知識・能力・倫理観、および深い専門的知識・能力

を修得するために、「知識工学基礎科目」と「専門科目」の区分の科目群を体系的に配

置している。知識工学基礎科目では、数学系・自然科学系の科目で工学全般の基礎知識

を身につけるほか、「情報リテラシー」や「情報社会と倫理」などの科目で「社会との

関わり」を学んでいる。専門科目では、講義科目や実験・実習科目を分野ごとに体系的

に分類・有機的に配置し、4 年間を通じて学科毎の専門分野における高度な科学技術知

識とこれらを総合的に活用できる能力を修得する。 

 

＜４＞環境学部 

環境学部では複雑かつ広範囲に及ぶ環境問題に対処するために、高度な専門能力とと

もに学際的なアプローチも必要となる。この相反する目標を達成するために、学部・学

科のカリキュラムポリシーにおいて具体的に定めた教育目標を達成するために、教育課
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程を学科毎に編成し、授業科目を開設している。具体的には、「基礎科目」と「専門科目」

の中間に、より学問領域の広い「専門基礎科目」を置き、三段階の教育課程を設定して

いる（4-2-3、P.77、P.105）。 

学部共通の基礎科目は主に幅広く深い教養と総合的な判断力、豊かな人間性を涵養す

ることを目指し、外国語科目、 体育科目、教養科目からなる。 

さらに、環境学部の専門科目は、学科の 2 つの専門分野に共通する学科基盤科目と、

より専門性が高く専門分野ごとに定められている学科専門科目とに分けられる。いずれ

も、上記高度な専門能力と学際的なアプローチを可能にするために、低学年次より体系

的に授業科目を配置している。また、学修要覧では、学びの一例として、履修モデルを

示している（4-2-3、P.79-80、P.107-108）。 

 

＜５＞メディア情報学部 

 メディア情報学部では、「人間社会や、情報通信技術が生み出す新しい情報環境を深く

理解し、よりよい社会実現に向け、社会的仕組みや情報システムを調査・分析・実現、

評価・改善できる人材を育成する」ことを目的とし、その実現のために、学部・学科の

カリキュラムポリシーにおいて具体的に定めた教育目標を達成するために、教育課程を

学科毎に編成し、授業科目を開設している（4-2-4、P.62-63、P.77、P.109）。 

教育課程は基礎科目（外国語科目、体育科目、教養科目）、専門基礎科目、専門科目（学

科基盤科目、学科専門科目）、自由選択科目で構成されている。これらの分類には内容的

に階層性があり、学年進行では基礎科目と専門基礎科目は１～2 年次に、学科基盤科目

は１～3 年で 2 年次に最も多く、学科専門科目は 3 年が最も多く主に 2～3 年中心に配置

している。このように科目が教育課程の段階と対応して学年配当されていることから、

学生は各分類について卒業単位として求められている単位数を履修していくことにより、

自然に授業科目を順次に履修することになり、一定の選択の自由度を持ちながらも自然

に体系的に履修可能なように編成されている。なお、学生に対しては各学科で履修モデ

ルを提示して学修要覧に掲載している。これを参考にすることで、学生は自然に体系的

に学習を順次進めることができ、教育到達目標や将来進路と結びついた学修が可能とな

る（4-2-4、P.79-81、P.111-112）。 

基礎科目は、外国語、体育、教養科目で構成され、大学での学びの全般的な基礎とな

る科目群であり、いわゆる教養教育にあたる。幅広い分野の科目が数多く用意されてお

り、多様な学びを可能にしている。専門基礎科目は、両学科共通の方法論の基礎となる

科目や、法学・政治学・経済学など情報・メディアに関する専門学習の社会的位置づけ・

関係性の理解を可能にする科目群となっている。専門科目は、学科基盤科目と学科専門

科目に分かれる。 

学科基盤科目は、事例研究・卒業研究での研究に進む上での基礎知識、方法論に関す

る科目である。内容としては、社会メディアに関連する心理学・認知科学など隣接領域

の理論や基礎知識、思考・発想法、基礎的スキル、方法論、ウェブデザイン関連科目に

大きく分かれる。構成される科目のうち、方法論的な科目を調査系の基礎となる科目群

と情報系の基礎となる科目群の 2 群に分け、選択必修とすること等によってバランスよ

く基礎的方法論を身につけることを可能にしている。 
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情報システム学科の学科基盤科目は、内容としては、情報通信システムの基礎から現

在の状況の理科に関する科目群、情報システム実現上で必要な数学基礎知識とその発展

科目群、そしてプログラミングを体系的に基礎から応用までを学習する科目群に大よそ

分類される。学科専門科目は、さらに深く学んでいくために、個別の領域の知識や問題、

考え方について講義する科目である。社会メディア学科ではコミュニティデザイン分野

と人間コミュニケーション分野の２つ、情報システム学科はシステムデザイン分野と ICT

アセスメント分野のそれぞれについての専門科目を置いている。 

事例研究（3 年）・卒業研究（4 年）は、いわゆる研究室／ゼミナールにあたる位置づ

けの科目であり、全員が必修である。卒業研究では全員が卒業研究あるいは卒業制作に

取り組む。このことが一つの教育課程を通じての直接的な到達目標となっている。 

 

＜６＞都市生活学部 

都市生活学部では、「魅力的で持続可能な都市生活の創造のため、生活者のニーズを構

想・企画へと描きあげ、その実現のため事業推進、管理運営を行っていく、企画・実行

業務を担う実践力のある人材を育成する」ことを目的とし、この目的に合致するよう、

学部・学科のカリキュラムポリシーにおいて具体的に定めた教育課程を編成し、授業科

目を開設している（4-2-5、P.46-49）。 

1～2 年次を中心に教養科目と専門の基礎となる科目を学んだのち、2～3 年次を中心に

4 領域の専門科目で知識を深めていく。並行して、1～2 年次で専門スキルを演習形式で

身に付け、3 年次の「プロジェクト演習」や 4 年次の「卒業研究」において、学んでき

た専門知識と結び付けて応用展開し、個人毎の専門能力を育成する。一方、キャリア形

成を行うため、フレッシャーズゼミ、キャリアデザインによって個人単位でのきめ細か

い指導を行い、進路の適切な選択へと導く。専門能力の育成と進路選択という二筋の教

育によって実践力のある人材を育成する。 

授業科目は、教養科目、専門基礎科目、演習科目、専門科目を体系的に組立て、それ

に合わせた学年配当と必修・選択必修・選択の区分としている。専門基礎科目は基幹科

目と基礎共通科目で構成し、1 年生の履修科目としている。専門科目については、2015

（平成 27）年度からの新学部構想の下、専門科目を「都市のライフスタイル」「都市の

マネジメント」「都市のデザイン」「都市のしくみ」の 4 領域に再編成して分類を行い、

授業科目の新設、改訂、廃止を行い、適切な再編と再配置を行った。その結果、創設時

に掲げた学部の理念を活かしつつ、各自の専門性に合わせてより戦略的な選択を行うこ

とが可能になり、より学部の特徴と教育目的に合致したカリキュラムとなった。「総合領

域」は、3 年次での「プロジェクト演習」で、専門科目で学んだ知識と演習で身に付け

た専門スキルを結びつけて応用展開する、学部を象徴する実践型演習となっている。4

年次の「卒業研究」ではそれをさらに深化させ、4 年間の学習の総仕上げを行う。 

 

＜７＞人間科学部 

人間科学部では、学部のカリキュラムポリシーに基づき、教育課程を編成している

（4-2-6、P.40-43）。 
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人間科学部では、幼稚園教諭一種免許状および保育士資格を取得することができるが、

そのためには、卒業に必要な単位を修得することを前提として、「免許法施行規則・教育

職員免許法施行規則第 66 条 6 に定める科目」ならびに「児童福祉法施行規則に基づく履

修科目」を修得しなければならない。 

人間科学部児童学科では、「科目群区分」「必修・選択の別」「単位数」「資格区分」「学

年別・週時間数」「担当者」を記載した教育課程表 1、2 を作成している。これは学生が

入学から卒業にいたる大学での教育カリキュラムの構造を理解しやすいように作成した

ものである。 

教育課程の順次制については、低学年次は、教養科目、外国語科目、体育科目の授業

を中心に科目を開設し、高学年次には児童学一般に関わる専門科目を中心に開設してい

る。高学年次は、少人数制のゼミによる特別研究、卒業研究科目を開設し、児童の領域

に関わる研究手法を学び、卒業論文を作成する。 

また、多数の学生が幼稚園教諭一種、保育士資格を希望するため、保育者としての理

論と実践力を身に付けるべく、実習科目を含む授業科目を配置している。 

 

＜８＞工学研究科 

工学研究科では、大学院修了後、工学に関する社会からの要請に応えられる人材を輩

出するために、自然科学を基にした工学研究における基礎科目（工学研究基礎科目）、語

学、知的財産など研究を進める上で必要な教養科目（工学研究教養科目）、さらには各専

攻で研究に必要な専門科目（各専攻授業科目）を配置する教育課程を編成している（4-2-9、

P.109-114）。 特に、各専攻には学科目が設置されており、各専攻内学科目に対してもカ

リキュラムが整備されて、科目体系表として明示されている（4-2-9、P.45、P.51、P.57、

P.62、P.67、P.75、P.81、P.87、P.93、P.99）。これらの教育課程の体系化については、

工学研究科教務委員会において、定期的な見直しを行っている。また、単なるコースワ

ークや学内における実験・演習だけではなく、フィールド研修やインターンシップ等、

リサーチワークも取り入れて科目を体系化している。 

なお、共同原子力専攻については、「早稲田大学と東京都市大学との共同教育課程の設

置に関する協定書」第 11 条に基づき、両大学の調整を図る連絡協議会（合同教員会議）

を通じ、教育課程の編成を協議し、授業科目を適切に開設している（4-1-10）。 

 

＜９＞環境情報学研究科 

教育目標に基づいて、修士課程では、学際的かつ専門的観点から大学院学生に対する

環境、情報、都市に関する学識の付与と研究遂行能力の向上を図ることを目標としてい

る。博士後期課程では、専攻分野における研究者として自立して研究活動をおこない、

専門分野の発展に貢献できる人材を育成することを目標としている。 

現在、環境情報学専攻および都市生活学専攻の各領域の教員数および科目群が充実し、

修士課程では、34 名の研究指導教員および 14 名の研究指導補助教員、9 名の授業担当教

員が、また博士後期課程については、10 名の研究指導教員が教育に携わっている。専任

教員が 53 名、非常勤教員が 4 名である。また授業科目については、環境情報学専攻では

46 科目、各領域の専門科目は 9～12 科目、4 科目が共通として設置されている（4-2-11、
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P.38、P.39）。また、都市生活学専攻においては、22 科目が設定されているが、一級建

築士試験の受験資格に関わる実務経験要件を満たすための科目が 5 科目含まれている

（4-2-11、P.39）。その他両専攻共通にインターンシップと特別講義の 2 科目を設置して

いる。環境情報学研究科は基本的には学際分野であることから、順次性がある科目は少

ないが、ある場合は前期、後期の順に配置している。講義科目とは別に、1 年次 2 回の

研究内容に関する英語発表会、2 年次春にポスター形式、初秋に発表会形式の修士論文

の中間発表を義務化している（4-2-11、P.44）。 

また、学際分野であることから多彩な科目が存在するが、各専攻および領域において

はそれぞれ関連科目を適切に配置している。学生は受講科目に関しては履修申請時に指

導教員から直接の指示を受けることを義務づけている。このことにより、学生が専攻す

る専門分野の基礎として必要な科目を履修することを担保するとともに、科目とは別に

義務化している発表会を通して、それぞれの専攻および領域におけるカリキュラムポリ

シーとディプロマポリシーを充足することを保証している。 

なお、2006（平成 18）年 3 月に文部科学省から教職課程「情報」専修免許状課程が認

定されたため 2006（平成 18）年度より、環境情報学専攻に「情報」専修免許状課程が開

設されている（4-2-11、P.54）。また、都市生活学専攻では 2015（平成 27）年度より一

級建築士試験の大学院における実務経験として認定されるようにカリキュラムを整備し

ている（4-2-11、P.55）。 

博士後期課程においては講義科目の受講を義務化しておらず、初年次から一貫してリ

サーチワークとして博士論文研究に取り組むこととなっているが、2016（平成 28）年度

からコースワーク導入の検討を進めている。 

 

（２）教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。 

 

＜１＞大学全体 

学士課程においては、開講科目を教養科目、体育科目、外国語科目、基盤科目、専門

科目などに区分し、教養科目、体育科目、外国語科目、基盤科目を教養教育として、ま

た、専門科目を専門教育として位置付けることで、学士課程教育に相応しいバランスの

取れた教育内容を提供している。 

英語に関しては、「都市大スタンダード」の導入により、実践的な教育を行っている。

全学部の新入生は英語プレースメントテスト（G-TELP）を受験し、その成績により習熟

度別クラスが編成されている。成績が特に上位の学生は、最大 4 科目まで必修科目の履

修が免除されるが、履修を免除される学生には、アドバンス英語選択科目の履修を勧め

ている。2014（平成 26）年度より 1 年次終了時に英語アチーブメントテストを受験し、

その成績を基に次年度の履修クラスの再編成を行っている。 

また、グローバル人材育成のためプログラムである「東京都市大学オーストラリアプ

ログラム（TAP）」では、2016（平成 28）年度より、すべての学部でこのプログラムを導

入することが決定しており、全学部で約 230 名の学生をオーストラリアに派遣し、本学

のグローバル化を一層進めていく予定となっている（4-2-12）。 
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さらに、ボランティア科目では、2014（平成 26）年度から本学と日本科学未来館との

包括提携を生かし、学生が同館での科学コミュニケーターとしてボランティア活動に参

加、実習終了時には報告や提出書類に基づく単位認定を行い、教育課程の中で社会体験

もできるよう配慮している。 

大学院では、専門科目の高度化に対応するため、最先端技術を取り入れた科目や、社

会で活躍する方に非常勤講師をお願いし、産業分野からの視点で時流に沿った話題の講

義を開講している。また少人数教育のもと、学生の専攻に対応できる指導教員を配置し

て、研究や論文作成指導を行っている。 

環境情報学部については、学部共通科目（外国語、第二外国語、体育科目、情報リテ

ラシー科目、人間・環境・情報科目）と各学科専門科目（学科専門科目）などの科目区

分を行い、学部共通科目を教養教育として、専門科目を専門教育として位置付けている。

共通科目、専門科目共に、様々な科目が開設され、学部の特徴でもある学際的な領域を

カバーするよう、課程教育に相応しい教育内容を提供している（4-2-7、P.50、P.88、P.126）。 

 

＜２＞工学部 

主に 1 年次に配置している微分積分学・線形代数学などの数学系の基礎科目を全学科

共通で必修とし、自然科学系の基礎科目として物理学（医用工学科は物理・化学・生物

学のいずれかを選択）を必修科目として設定することにより、新入生が工学の基礎的素

養を身につけるようにしている。また、1 年次における物理実験（医用工学科は物理実

験・化学実験のいずれかを選択）を必修とすることで、高校までの学習で不足している

「実践」を早い段階で体験させ、実験の実施方法やデータの分析方法などを習得させて

いる。また情報教育においても、全学科で「情報リテラシー(1)」を必修科目とすること

により、高度情報化社会に適用できる素養の習得を全学生に促している。一方で、学科

の専門分野を理解して動機付けを行い、工学全般に共通する教養を学び、技術文書の作

成技術を学ぶために、「工学リテラシー」や「技術日本語表現技法」などの工学教養科目

を 1 年次に配置している（4-2-1、P.67-68）。 

「外国語科目」の科目区分については 1 年次から 2 年次において毎学期、英語の必修

科目を切れ目なく配置して、基礎的な英語力を習得させている。「体育科目」は 1 年次に

配置して入学後の心身の鍛錬を促し、「教養科目」は継続的な教養の習得ができるように、

1 年次から高学年まで履修可能にしている（4-2-1、P.59-60）。 

専門科目においては、各学科のプログラムに基づいた講義科目を受講するとともに、

それに関連した演習・実験・実習を開講し、理論とその応用を並行して学ぶことで、効

率よく学習し理解を深めることを可能にしている。特に実験・実習・製図などの体験学

習科目には比較的豊富に時間を割いている。3 年次または 4 年次には全学科共通の必修

科目である「技術者倫理」を設置し、工学者として身につけておくべき倫理観を修得す

る。さらに、学生は原則として 3 年次後期より研究室に所属し、事例研究などの実践に

近い科目を履修することで、学習意欲を高めるようにしている。 

工学部の全学科において、卒業研究以外の必修科目の大部分を 3 年次までに配置し、

わずかな選択科目のみを 4 年次に配置している。これは 4 年次で必修科目である卒業研

究に専念することにより、実験・データ整理・考察・プレゼンテーションなどを含めた
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総合学習による教育効果を上げるためである。工学部では特に卒業研究を重要視してお

り、各研究室の教員が学生を直接指導し能力を向上させることにより、卒業後に社会で

活躍するための基礎を確立させる。 

全ての学科で、合格発表から入学までの期間が長い推薦系の入試合格者を対象として、

教材や課題を与えることにより、入学前の教育指導を実施している（4-2-13）。また、入

学直後の新入生ガイダンスに続けて、所属学科に慣れ親しみ学習の動機付けを行ったり、

学生同士の親睦を図ったりすることで学生生活をスムーズに開始できるように、学科毎

に宿泊研修（フレッシャーズキャンプ）を行っている。 

数学、物理などの基礎科目については、高校のカリキュラムによっては履修していな

い新入生や、また履修した学生でも学習内容の理解が十分でない学生も存在する。その

ような多様な入学生に対応するために、新入生を対象とした基礎学力調査のための試験

を、数学、物理、化学、英語について実施し、調査の結果、習得が十分でないと判断さ

れた学生に対して、高校の学習内容を含む「リメディアル科目」を開講している。 

なお、数学、物理において著しく学力が不足していると判断された学生については、

「リメディアル科目」の受講を義務付けている（4-2-1、P.70）。 

1 年次の学生が大学の教科を無理なく学び、大学の学習法を習得する機会として、導

入科目を取り入れている。導入科目は、工学の基礎を習得するための「工学リテラシー」、

技術分野における日本語の表現法を学び、プレゼンテーションを体験させる「技術日本

語表現技法」の 2 科目であり、各学科が必要に合わせて必修科目に指定している。また

これらの導入科目を各学科の専任教員が担当することにより、入学生の状況を早期段階

で把握し、高学年における履修指導に反映させることができるように工夫している。 

 

＜３＞知識工学部 

1 年次では微分積分学・線形代数学などの数学系科目を全学科共通で必修科目、物理

学、化学、生物学などの自然科学系科目を選択必修科目として設定することにより、新

入生が工学の基礎的素養を身につけるようにしている。また、知識工学部では、物理学

実験、化学実験、生物学実験、地学実験などの実験科目を重視しており、自然科学科で

は 4 科目すべてを必修科目としているほか、その他の学科も選択必修科目としている

（4-2-2、P.63-64）。これらの実験科目は当該分野の基礎を学ぶだけでなく、データの分

析方法やレポートの書き方を習得させることを目標としている。また、1 年次には「情

報リテラシー」「情報社会と倫理」などの必修科目を配し、知識工学部の教育目標である

「21 世紀の情報基盤社会において、高度な科学技術知識を有し、これらを総合的に活用

できる人材を養成する」ことを実現している。 

「外国語科目」の科目区分については、1 年次から 2 年次において毎学期、英語科目

を配置して、基礎的な英語力を習得させている。また、「教養科目」は知識工学部のカリ

キュラムポリシーに定めた「幅広い教養を有し、課題に対してその本質に立ち戻って解

決する能力」を涵養するために重要な科目であり、1 年次から高学年まで履修可能にし

ている（4-2-2、P.55-56）。  

1 年次と 2 年次に主に配置される専門科目においては、講義科目のほか、演習・実験・

実習に十分な時間を用意し、理論と応用を並行して学ぶことで、学習効果を高めている。
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また、知識工学部の教育目標を具現化した「科学と社会との架け橋となる人材」を育成

するため、フィールドワーク、インターンシップなどの体験学習に参加する機会も数多

く設けている。 

4 年次では、主に必修科目である卒業研究に専念することを想定しており、実験・デ

ータ整理・考察などの総合学習による教育効果を期待している。卒業研究では、各研究

室の教員が学生を直接指導し能力を向上させることにより、卒業後に社会で活躍するた

めの基礎を確立させる。  

知識工学部では、新入生に対して入学式直後の新入生ガイダンスに続けて、学科毎に

宿泊研修（フレッシャーズキャンプ）を行っている。この研修では学生同士の親睦をは

かるための時間のほか、教員が授業科目の履修計画に関する相談に応じる時間が設けら

れている。この履修相談は各学科の定めたガイドラインに基づき、クラス担任等の教員

が担当する。新入生のなかには、高校のカリキュラム等の関係で数学の基礎学力な不十

分な学生が存在する。この場合、他の科目の学習にも障害となるため、知識工学部では

すべての新入生に対して、入学直後の新入生ガイダンスにおいて数学の基礎学力試験を

実施し、学力が十分でないと判断された学生に対しては、高校の学習内容を含む「リメ

ディアル科目」の受講を義務付けている。  

また、知識工学部では、合格発表から入学までの期間が長い推薦系の入試合格者を対

象として、インターネットを利用した入学前教育を実施している（4-2-14）。この入学前

教育では、教員が受講者の参加状況を確認し、必要に応じて助言を行っている。このほ

か、12 月には推薦系の入試合格者を対象とした懇談会を実施し、入学までの学習に関す

る相談に応じている。 

 

＜４＞環境学部 

環境学部では複雑かつ広範囲に及ぶ環境問題に対処するために、高度な専門応力とと

もに学際的なアプローチが必要になる。そのために、基礎科目と専門科目の間により学

問領域の広い専門基礎科目をおき、3 段階の教育課程を設定していることが特徴である

（4-2-3、P.62-63、P.77、P.105）。 

学部共通科目では、「都市大スタンダード」に基づいた習熟度別での英語教育を学び、

第二外国語、その他教養系の科目も広く学ぶ。また、環境学部での学修に必要なリテラ

シーを身につけるため、「情報リテラシー演習」「情報通信技術入門」等を必修とし、情

報に関する基礎的なリテラシーを修得できる科目を提供している。さらにインターンシ

ップ教育プログラムでは、学生が社会における実践経験を積み重ね、進路選択の機会と

なることを目指している。 

また、環境問題の実態を見学し、学外の専門家の説明を聞き、座学で伝えることが難

しい内容を、キャンパスの外で行うアクティビティ・ラーニングとして実施している。

「海外フィールド演習」では、ネパール、オーストラリア、中国などでフィールドワー

クを実施している。 

専門基礎科目では、学生が環境問題を理解し分析するにあたって必要な基礎的な知識

や技能を、自然，人文、社会科学の広範な視点で学習する。 
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専門科目では、学科独自の専門性の高い科目を、それぞれ開設している。それ以外に、

3 年次から「事例研究」、4 年次では「卒業研究」という研究室での指導が入り、卒業論

文が書けるよう、指導が行われる。 

高大連携については、本学付属 3 高校(付属高校、等々力高校、塩尻高校)の学生に対

して、2011（平成 23） 年度より本学提供科目を履修することが可能となり、入学後に

単位認定を行っている。  

 

＜５＞メディア情報学部 

外国語では英語の基礎となるような科目だけでなく、英語を用いた専門的学習や卒業

後に使うことを念頭においた科目が準備され、またその他の外国語も設置している。 

教養科目については人文系、社会科学系、人間科学系、自然・情報科学系、その他の

4 つにわたり、多様な学問領域の幅を学ぶことができる。また相対的に上位の学年で学

ぶ専門基礎科目、専門科目では専門性ある科目を展開している。最後に、メディア情報

学部の学生は、卒業研究概要の提出、卒研本論・制作物の提出、卒業研究発表会での発

表という 3 つの卒業研究の単位取得のための義務がある。このことがそれまでの教育課

程での総大成として機能し、社会メディア学科は学士（社会情報学）の、また情報シス

テム学科は学士(情報学)の学位にふさわしい学習を可能にしている（4-2-4、P.62-63、

P.77、P.109）。 

初年次教育では、「都市大スタンダード」に基づいた習熟度別での英語教育を学び、ま

た教養系の科目を広く学ぶだけでなく、大学生として、またメディア情報学部での学修

に必要なリテラシーを身につけることを目的として、社会メディア学科では「情報リテ

ラシー演習」「情報通信技術入門」、および両学科とも「情報と社会」を必修とし情報系

および社会科学系での情報に関する基礎的なリテラシーを修得できる科目を提供してい

る。さらに 1 年後期には「キャリアデザイン基礎」「インターンシップ（1）」をおくこと

で、学生に長期にわたるキャリアの視点から大学での学修を位置づけ、また柔軟にイン

ターンシップに取り組めるようにしている。 

 高大連携については、2011（平成 23）年度から本学付属 3 高校（付属高校、等々力高

校、塩尻高校）との単位認定制度が行われ、付属 3 校の学生の本学科目の履修が可能と

なり、入学後に単位認定を行っている。長野県の塩尻高校については 2012（平成 24）年

度から遠隔授業を実施して対応している。 

 

＜６＞都市生活学部 

1 年生時に、専門性を身につけるための基礎的な知識の習得を目的として、4 つの必

修科目から構成される基幹科目と 6 科目の選択必修で構成される基礎共通科目で構成さ

れた専門基礎科目を設置している。また、「コンピュータ演習」、「グラフィックデザイン

演習」でリテラシーと基礎的なプレゼンテーションの知識とスキル、「空間デザイン演習

（1）（2）」で空間把握力や建築企画・設計の基礎的な組立や表現についての知識とスキ

ルを学ばせ、「都市デジタルシミュレーション(1)」では、CAD の基本的なスキルを教え

ている。いずれも 1 年生の履修科目で「空間デザイン演習（2）」以外を必修として、初

年次教育の充実を図っている（4-2-5、P.42-44）。 
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3 年次での研究室では、「プロジェクト演習」で、専門科目で学んだ知識と演習で身に

付けた専門スキルを結びつけ、応用展開する実践的な演習を主催する。4 年次の「卒業

研究」ではそれをさらに深化させ、4 年間の学習の総仕上げを行う。研究室の一覧は学

修要覧に記されている。 

海外研修では希望者を対象に、視野を広げるため世界の複数の都市を観察し、フィー

ルドワークを行い、現地で講義を受けている。（4-2-5、P.46-49）。 

高大連携に関しては、2014（平成 26）年度は、「ユニバーサルデザイン」、2015（平成

27）年度は、「都市の環境」の授業を提供している。いずれも、都市生活学部の内容に少

し触れて高校生が興味を持つのに相応しい基礎的かつわかりやすい授業内容となってい

る。 

 

＜７＞人間科学部 

人間科学部では学士課程の「学びの連続性」を意識して、順序性をもって教育課程を

編成している。また幼稚園教諭一種免許状、保育士資格の養成課程をもつことから、免

許・資格系科目についても、幼稚園教諭、保育士としての成長プロセスを考慮し、実習

などの科目の設置を行っている。 

学士課程の初年次教育として、学際性を伴う児童学の全体が捉えられるように教員全

員によるオムニバス授業である「児童学入門」を開講するとともに、少人数制の初年次

教育「基礎ゼミ」を開講している。低学年次は、教養科目、外国語科目、体育科目の授

業を中心に開講している。高学年次には児童学一般に関わる専門科目を中心に開講して

いる。高学年次は、少人数制のゼミによる「特別研究」「卒業研究」を開講し、児童に関

わる研究手法を学び、卒業論文を作成する（4-2-6、P.40-43）。また、人間科学部では、

「体験型プログラム」を提供し、学生が「柔軟な思考力」「問題解決能力」「自己表現力」

「コミュニケーション力」を育成することを目指している。1 年次に、「幼児の生活と自

然環境」（演習）、2～4 年次には学内子育て支援施設「ぴっぴ」を活用した「子育て支援

演習」（演習）、2 年次に、近隣の畑での農業体験を行う「食農文化と子育て」（演習）、

ニュージーランド・カンタベリー大学、オーストラリア・ウーロンゴン大学での異文化

理解体験となる「海外研修」（演習）、その他にも大学の特別施設「スタジオ・シアター」

を活用し、児童演劇、ドラマ、ダンスなどの児童文化・自己表現体験の活動を行ってい

る。 

高大連携に関しては、高校生の受講が可能となる時間に、児童学の基礎的科目を高大

連携科目として提供し、高校生の学習に対する動機づけを行うとともに、在学生の学習

意欲を高めることにもつなげている。 

 

＜８＞工学研究科 

各専攻の教育内容は、工学研究科教務委員会で検討し、決定した体系化の改善方針に

基づいて、各専攻で議論・検討がなされており、教育内容は常に更新がなされている。

これらの教育内容の適否については、学生に対して修了時に行うアンケートにより、定

常的に確認されるとともに、内容に不備・不足がある場合には教務委員会や工学研究科
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FD 会議にて議論し、改善を行うシステムとなっている。このように、教育内容に関して

は、PDCA サイクルが確立しており、定常的な改善が行われている。 

一方、この PDCA サイクルとは別に、工学研究科企画委員会では、近年の社会環境の急

変に対応するべく、工学研究科の教育内容に対する点検を実施し、コースワークとリサ

ーチワークの適切なバランスを確保することの他に、数学科目を中心とした工学基礎力

の向上の必要性が指摘され、これを受けて工学研究科教務委員会では、工学研究基礎科

目ならびに工学研究教養科目に対する学生アンケートを実施し、受講状況や満足度、学

生ニーズを調べるとともに、その対応策を検討し、工学研究基礎科目の中の数学科目の

再編を行った。 

 

＜９＞環境情報学研究科 

環境情報学研究科の長所として、環境情報学および都市生活学両専攻とも多様な分野

の教員がおり、学際的、統合的な視点で問題を捉え、自らのアイデンティティを確立し

ながら研究活動を行える環境が整っている点が挙げられる。また、世界各国の留学生を

大学院に受入れて英語での授業、研究指導を行う体制については、大学院教育の国際化

の一環として、2010（平成 22）年度から「留学生のための特別コース」を設置している。

このコースでは、修士課程では、英語による専門科目の授業、修士論文作成指導などを

行い、博士後期課程では、英語による博士論文指導などを行う。これまでにこのコース

の修士課程で 1 名が修了している。 

 博士後期課程においては各年次に定められた中間発表会を含め、様々なワークショッ

プ等を通して、専攻全員の教員が博士候補学生の指導を積極的に行い、当該専門分野に

限らず関連分野の最新の成果を学生の博士論文研究に反映するシステムが構築されてい

る。 

 

２． 点検・評価 

 

●基準４（２）の充足状況 

本学では、教育目標を達成するため、教育課程の編成・実施方針に基づき、教育課程

を体系的に編成し、明示する共に、授業科目を適切に開設している。また、低学年時で

は教養科目を、高学年時では段階的に高度な専門科目を学べるよう、順次性のある科目

配当をしており、学部・学科が目指す人材を育成できるよう、それぞれ特色ある教育内

容を提供している。また、十分な教育効果を上げるために、教育課程や教育内容に関し

ては各学部学科・研究科の教務委員会が中心となって教育課程を定期的に検証している。

よって、本基準を充足していると判断できる。 

 

①効果が上がっている事項 

＜１＞ 大学全体 

1）  TAP の留学準備教育の成果として、準備教育半年で 42%の学生の TOEIC テストスコア

が 100 点以上アップしている。 

2）  本学では、全学部において、「卒業研究」を必修としている。「学生実態調査アンケ
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ート」(平成 27 年版)において、学生の 82%（回答件数 815 件の内 668 件）が「卒業

研究の内容に意義を感じた」、また 88%（回答件数 815 件の内 718 件）が「指導教員

とのつながりができた」、と回答している。教育課程の総仕上げともいえる「卒業研

究」の学生の満足度が非常に高いことから、教育課程の編成に一定の効果が上がっ

ているといえる。（4-2-15、P.153）。 

3）  1 年次後期に英語アチーブメントテストを導入したことにより、受験者は１年次の英

語力の伸長を客観的尺度で測ることが可能となった。また個人スコアシートによる

評価で英語学習の改善点を確認できるようになった。テスト結果を基に次年度の英

語習熟度クラスは再編成され、履修者は次年度、自分の現状レベルに合った英語ク

ラスの履修が可能となった。 

4）  環境情報学部については、履修分野をまとめ、履修モデルと進路のイメージをより

明確に提示できるように、2007（平成 19）年度入学生からコース制を取っているが、

2014（平成 26）年度の主コース認定者数は環境情報学科 140 名(卒業生の 73%)、情

報メディア学科 172 名(卒業生の 85%)だった。主コースだけでなく副コースも認定さ

れた者は環境情報学科 62 名、情報メディア学科 143 名だった。特に主コース認定者

数が多いことは、多くの学生が自分の選んだコースを意識して系統的に科目履修や

研究室選択をしたことを示している。 

 

＜２＞工学部 

1）  新入生を対象に入学直後に実施する研修行事のフレッシャーズキャンプは、各学科

がイベントを工夫して、学生の親睦や学習の動機付けを図っており、一定の効果が

上がっていると評価できる。 

2）  「工学リテラシー」「技術日本語表現技法」といった 1 年次導入科目においては、講

義内容にある程度自由度を持たせ、学科毎の判断で講義内容、形式、方法を学生に

沿った形に変えていくことを認めている。これらの科目は、学生の勉学に対するモ

チベーションの向上や、学習態度の改善を促す科目としても重要視しており、これ

らの科目における柔軟な取り組みは、教育評価の結果を教育改善に直結させるシス

テムとして機能していると考えられる。  
 

＜３＞知識工学部 

1）  新入生を対象に入学直後に実施する研修行事のフレッシャーズキャンプは、学生の

親睦や学習の動機付けを図っており、一定の効果が上がっていると評価できる。   
 

＜４＞環境学部 

1）  入学直後には、フレッシャーズキャンプという研修行事を継続的に実施している。

これらの活動は学生の友達づくりだけでなく、学習の動機付けも行っているが、ア

ンケート結果では、フレッシャーズキャンプが「有意義であったか」という質問に

対し、77％が「そう思う。まあ、そう思う」と回答しており、8 割近くの学生が満足

していることから、学習の動機付けに効果があったと判断できる（4-2-16）。 

 

77



第４章．教育内容・方法・成果 
（２）教育課程・教育内容 

＜５＞メディア情報学部 

1）  専門基礎科目や学科基盤科目の中で大学生としての基礎的なスキルとして図書館や

インターネットでの情報検索の方法や、レポートライティングの方法等が組み込まれ

た結果、学生が大学生としての基礎力を身につけた上で専門科目に取り組めるように

なった。同様に、「プロジェクト学習」のようにグループワークやアクティブラーニ

ングを必要とするような科目が低学年次により多く組み込まれたことで、学生が能動

的に学習できる態度を早くから身につけさせられるようになった。 

 

＜６＞都市生活学部 

1）  カリキュラム構成、授業科目の体系的配置、内容の濃い演習科目の編成の他に、専門

性の動機付け、適性に合わせた個別指導、インターンシップ制度の活用などが成果に

結びついている。就職実績は、3 年連続 95％以上の就職率を達成しているが、専門性

の観点でも、教育内容を反映した専門分野に学生を送り出しており、教育課程の編成

が効果的に機能していると考えられる。 

 

＜７＞人間科学部 

1）  初年次教育として行っている 1 クラス約 10 名程度の学生による少人数の「基礎ゼミ」、

大学での学習の方法、図書館の利用方法、文献検索方法、著作権を含む研究倫理、

論文の書き方、発表の仕方を学ぶ機会となっている。教員・少人数の学生との活動

を通して大学生活への柔軟な移行を可能にするとともに、学習のためのツールを早

期に獲得することが可能となっている。  
2）  「体験型プログラム」は、現代の学生に欠けていると言われるコミュニケーション

能力や自己表現力を高める機会となっている (4-2-17)。  
 

＜８＞工学研究科 

1）  大学院工学研究科では、修士課程、および博士後期課程ともに、指導教員が主査と

なり、研究だけではなく、大学院における科目履修についての相談にも応じること

になっている。また、研究面においては、主査が指導的な立場で研究をサポートす

るが、複数の副査を設定することで複数の教員が幅広い観点から学生の研究内容へ

アドバイスできる仕組みがある。また、各専攻では中間発表や最終発表などを専攻

全体で開催しているため、研究の進捗状況は研究室や学科目に閉じることなく、専

攻全体で的確な評価がなされている。また、大学院の履修科目は、学科目必修以外

は選択の自由度が高く、各学生が主体的に履修科目を決めることができる。これら

の仕組みが学生の教育に効果を発揮していると考えられる。 

 

②改善すべき事項 

＜１＞大学全体 

1）  一部の学科では、授業科目とプログラムの学習・教育到達目標との詳しい対応関係

を示す表を学修要覧で明示しているが、詳細な表を示していない学科もある。 

2）  共通教育については、教養科目および教養ゼミナールの履修において特定の曜日・
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時限に履修者が集中する傾向が見受けられる。物理的理由(移動時間等)で希望通り

の履修が叶わない状況も見られる。また今後クォーター制の導入によりこの傾向が

強まる可能性があり、対策を講じる必要がある。 

3）  科目の順次性について、考慮されているものの、科目ナンバリングについては、ま

だ未整備である。 

 

＜２＞工学部 

1）  国際化に向けたさらなる取り組みとして、2015（平成 27）年度入学生から TAP を開

始した。工学部からも一部の学生が参加するが、プログラムの効果を測定して継続

的な教育課程編成等の改善に取り組む必要がある。 

 

＜３＞知識工学部 

1）  知識工学部では各学科とも、授業科目と学習・到達目標の関係を示し履修モデルが

学修要覧に記載されているが、さらに明確な表現を目指す余地がある。  
2）  知識工学部は各学科とも海外におけるフィールドワークやインターンシップ等を実

施しており高い教育効果を有することが確認されている。しかし、他の学事、授業

科目の日程との調整が難しいため参加者数が限られている。  
 

＜４＞環境学部 

1）  環境学部は 2016（平成 28）年度に完成年度を迎える。この間、大学全体の教育改革

は様々な新しい方針を打ち出しているため、大学の基本方針に従って学部学科のカ

リキュラムを再編すべく、骨格になる科目の充実、科目総数のスリム化、クォータ

ー制の段階的実施等の具体案を検討し、実施する必要がある。 

 

＜５＞メディア情報学部 

1）  アクティブラーニングを進める一方で、履修者数が 100 名を超えるような大規模な

授業もあることから、科目の分割による 1 科目あたりの履修における人数の削減や、

SA の積極的な利用で大規模授業でのアシスタント体制、Webclass などのアプリケー

ションの利用などを通じて、クラスの人数が一定程度でも学習効率を上げるための

工夫がより必要である。 

2）  メディア情報学部では推薦入試合格者に課題を課してレポートを提出させたり、キ

ャンパスに集めてディスカッションを行ったりするなど、入学までの間、学力維持

や社会への関心を高めていくよう研修を行ってきたが、数学などに関しては学力試

験を経た入学者と推薦入学を経た入学者とで若干のレベルに違いが見られることか

ら、今後対応方策が必要である。 

 

＜６＞都市生活学部 

1）  英語力のレベルはまだ十分ではなく、国際経験に関しても、2 つの海外研修と、１つ

の海外インターンシップにとどまっている。 
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＜７＞人間科学部 

1）  学生が入学から卒業するまでの学びの連続性を考え、特に質の高い保育者の養成を

目指して教育課程、教育内容を提供しているが、総合大学としてのスケールメリッ

トや工学部の伝統をもつ本学の特色を活用したカリキュラム編成になっているとは

言えない。教養科目に関しては、大学間連携がとれているが、専門的な科目につい

ても大学の特色・資源を生かしたカリキュラムの構築が必要である。 

 

＜８＞工学研究科 

1）  基本的には内部進学者の割合が多いため、学部における指導教員がそのまま大学院

における主査となる。そのため、科目履修や研究については継続的な学修が可能で

あるが、他大学からの入学生や大学院において専門を変更した学生に対する履修や

学習指導上の施策が十分ではない。 

 

＜９＞環境情報学研究科 

1）  大学基準協会の助言に基づく博士後期課程における授業科目の設置の他、「留学生の

ための特別コース」の入学生（修了済）がこれまで 1 名と少数であることから、こ

のコースの広報を工夫することにより、適切な数の入学生を確保していくことが課

題である。 

 

３．将来に向けた発展方策 

 

①効果が上がっている事項 

＜１＞ 大学全体 

1）  TAP に関しては帰国後、TOEIC の実施等を通じての英語能力の効果検証を行う。 

2）  卒業研究に関して、「学生実態調査」によると意義を感じている学生が 82%（回答件

数 815 件の内 668 件）いるが、このパーセンテージをさらに上げるよう、指導を充

実させていく。 

3）  共通教育部については、教養教育の共通化が制度化されたが、今後はクォーター制

や CAP 制の導入により、履修希望者が教養科目を選択できない状況も予想される。

この制度が機能し続けるためには時間割編成において、共通教育部と学部・学科と

の連携・協力がさらに必要となる。また理系・文系それぞれの学生に配慮した魅力

ある授業内容になっているかについての検証や新しい教養科目を開講する際に厳格

に審査するなど、この制度の点検を定期的に実施していく。共通教育部は語学の継

続学習を重視する観点から、現在１年次終了時に実施している英語アチーブメント

テストを新たに 2 年次終了時にも実施することを計画している。これにより英語学

習者の 2 年次の学習成果を確認しながら次年度以降の改善対策を練ることができる。 

4）  環境情報学部は 2015（平成 27）年度が最終年度となるため、記述を割愛する。 

 

＜２＞工学部 

1）  フレッシャーズキャンプは、学びへの意欲形成において一定の効果が上がっている
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が、今後は社会人基礎力の育成プログラムを部分的に導入し、学生の能力を多角的

に効果測定できるようにする。 

2）  「工学リテラシー」「技術日本語表現技法」といった 1 年次導入科目は、初年次教育

における動機付けや学習態度の改善に効果的であるが、PBL などのアクティブラーニ

ングの要素を多く取り入れて、さらに教育効果を高める。 

 

＜３＞知識工学部 

1）  新入生を対象に入学直後に実施する研修行事のフレッシャーズキャンプは、学生の

親睦や学習の動機付けを図っており、一定の効果が上がっていると評価できるが、

今後は社会人基礎力の育成プログラムを部分的に導入し、多角的に学生の能力の効

果測定ができるようにする。 

 

＜４＞環境学部 

1）  フレッシャーズキャンプは、学習の動機付けに役立っているが、内容の見直しを定期

的に行い、アンケートの結果が「有意義であった」との回答が現状以上になるよう取

り組む。 

 

＜５＞メディア情報学部 

1）  「プロジェクト学習」を始め、グループワークやアクティブラーニングを必要とす

るような科目、教育内容を充実させ、学生の主体的な学びを推進していく。 

 

＜６＞都市生活学部 

1）  質量両面で、産業界、行政、他の教育機関と協同していくことが教育の１つの柱に

なっていく。一部の研究室では実施しているが、企業との共同研究の促進を図り、

様々なシンポジウム、イベント、ワークショップ、コンペ、一定の役割を担う産官

学協同プロジェクトへの参加、更には、複数の研究室が核になる社会連携プロジェ

クトの実行に、学部をあげて取り組んでいく。 

 

＜７＞人間科学部 

1）  学修の定着を図るためには、少人数制のクラスは極めて有効である。初年次教育に

おいては少人数制のクラスによる指導を今後も継続し、学生の個々の学びのプロセ

スを的確にとらえて指導に活かす。 

2）  体験型プログラムの教育効果を検証する作業は十分ではないので、教育効果を検証

しつつ、体験型プログラム間の有機的連携を図っていく。 

 

＜８＞工学研究科 

1）  学生の研究指導については、指導主査と副査などの他の教員との連携を通じてより

広い視野で教育を進める体制が学生の教育に効果を発揮している。今後は更なる教

育の質の向上が求められると考えられ、やる気のある学生の能力を一層伸ばしてい

くためにも教員組織の質の維持・向上は不可欠である。今後は授業改善アンケート
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の結果や FD 専門委員会による教員教育を更なる教育活動の改善に役立てていくこと

で更なる発展を目指す。 

 

②改善すべき事項 

＜１＞大学全体 

1）  授業科目と教育到達目標との詳しい対応関係については、2016（平成 28）年度より、

全学部全学科に履修系統図を導入することが決定しているので、着実に進めていく。 

2）  共通教育部では、履修状況を随時確認しながら各キャンパスの開講時限の調整、履修

者の増減に合わせた開講数の調整を行う。キャンパス間の乗り入れが地理的に難しい

世田谷・横浜キャンパスの場合は遠隔授業の導入を検討していく。 

3）  2016（平成 28）年度より、工学部、知識工学部で導入予定、2017（平成 29）年度以

降は、それ以外の学部でもナンバリングの導入を検討することとなっている。これに

よって科目の順次性等をより明確にし、教育課程の一層の充実を図っていく。 

 

＜２＞工学部 

1）  国際化に向けたさらなる取り組みに関して、工学部教務委員会と TAP 運営会議や国

際センターが協力して効果測定を行い、継続的にプログラムを改善し、必要に応じ

て教育課程の見直し等、検討をしていく。 

 

＜３＞知識工学部 

1）  2016（平成 28）年度からは授業科目にナンバリングを施し、学修要覧に記載する他

専門分野ごとの履修系統図を学修要覧に明示する。  
2）  授業科目のクォーター化を推進することにより、学生の柔軟な履修計画を可能とし、

海外におけるフィールドワークやインターンシップ等の海外研修を経験する学生数

の増大を目指す。  
 

＜４＞環境学部 

1）  環境学部では、2016（平成 28）年度で完成年度を迎えることから、ディプロマポリ

シーに定めている人材の将来像を見据え、カリキュラムの再検討により、教育目標

達成のための、学科の骨格となる科目を明確にし、充実していく。また、現状の科

目を再度詳細に検討して、強化すべき科目と廃止すべき科目を明確にし、科目数の

スリム化を行い、必要十分な科目を集中的に学習できるよう、教育課程の見直しを

行う。 

 

＜５＞ メディア情報学部 

1）  アクティブラーニングでは、効果的な学習のため、例えば、100 名を超える受講希望

者がいる場合には、科目の分割による 1 科目あたりの履修における人数の削減を図

ることを検討して行く。また、SA の積極的な利用で大規模授業でのアシスタントが

できるよう検討する。 

2）  数学などは、ある程度レベル分けがされているものの、今後は、より精査したレベ
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ル分けを検討して行く。 

 

＜６＞都市生活学部 

1）  学生の英語レベルの向上については、2015（平成 27）年度より、第一期派遣者とし

て都市生活学部から 78 名の学生が TAP に参加し、オーストラリアに渡航することに

なっているため、学生の英語力向上が見込まれる。また、アジアを中心とした海外

でビジネスを進めている企業と共同研究やインターンシップを進めていくことによ

り、学生が国際経験を積めるよう配慮していく。 

 

＜７＞人間科学部 

1）  本学は、武蔵工業大学が前進であり、科学・理科教育の研究・教育に関する多大な

蓄積がある。幼児、子どもを対象とした「科学体験教室」(4-2-18)など、地域に開

いた活動を実施してきた歴史もある。人間科学部では幼稚園教諭一種、保育士資格

を取得する学生が多数を占めるが、保育の領域においても、科学教育や ESD（持続可

能な開発のための教育）の視点は不可欠である。今後、学部間の連携を深め、人間

科学部の教育課程、教育内容に科学・理科教育などの特色を活かした科目開設を行

う。 

 

＜８＞工学研究科 

1）  他大学からの入学者や留学生、さらには大学院で専門を変更した学生の履修や学習指

導上の施策強化については、大学院におけるリメディアル教育や、大学院における学

部授業の単位化などを検討していく。 

 

 

＜９＞環境情報学研究科 

1）  環境情報学専攻においては 4 カ国語（英語、中国語、韓国語、ベトナム語）による専

攻紹介を作成してホームページに掲示すること等により、当該諸国出身の留学生への

広報をより精力的に実施している。都市生活学専攻においても同様の試みを今後実施

していく(4-2-19)（4-2-20）（4-2-21)。 

 

４．根拠資料 

 

4-2-1 工学部学修要覧（2015 年度）（既出 1-10） 

4-2-2 知識工学部学修要覧（2015 年度）（既出 1-11） 

4-2-3 環境学部学修要覧（2015 年度）（既出 1-13） 

4-2-4 メディア情報学部学修要覧（2015 年度）（既出 1-14） 

4-2-5 都市生活学部学修要覧（2015 年度）（既出 1-16） 

4-2-6 人間科学部学修要覧（2015 年度）（既出 1-17） 

4-2-7 環境情報学部学修要覧（2012 年度） 

4-2-8 シラバス(教授要目)  http://www.tcu.ac.jp/academics/syllabus/  
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4-2-9 工学研究科履修要綱（2015 年度）（既出 1-19） 

4-2-10 早稲田大学と東京都市大学との共同教育課程の設置に関する協定書（既出 3-45） 

4-2-11 環境情報学研究科履修要綱（2015 年度）（既出 1-20） 

4-2-12 東京都市大学オーストラリアプログラム（TAP）パンフレット（既出 1-9） 

4-2-13 入学前準備教育の受講案内（工学部） 

4-2-14 入学前準備教育の受講案内（知識工学部） 

4-2-15 学生実態調査アンケート集計結果報告書（平成 27 年度） （既出 4-1-31） 

4-2-16 フレッシャーズキャンプアンケート結果（横浜キャンパス） 

4-2-17 人間科学部児童学科パンフレット（既出 1-18） 

4-2-18 科学体験教室ポスター（2015 年度） 

4-2-19 「環境情報学研究科環境情報学専攻リーフレット（中国語）」 

4-2-20 「環境情報学研究科環境情報学専攻リーフレット（韓国語）」 

4-2-21 「環境情報学研究科環境情報学専攻リーフレット（ベトナム語）」 
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第４章．教育内容・方法・成果 

（３）教育方法 

 

１．現状の説明 

 

（１）教育方法および学習指導は適切か。 

 

＜１＞大学全体 

本学では、学士課程においてセメスター制（前学期・後学期）を導入しており、科目の

履修登録を年 2 回行うこととしている（4-3-1）。また、学生の計画的履修と学習効率を向

上させるため、履修科目登録の上限（CAP 制度）を設けている。 

具体的には、2014（平成 26）年度入学者より、全学部全学科において、学生が 1 セメス

ターあたり履修できる単位数について、原則 24 単位の上限を設け（その他条件により上限

緩和措置あり）、適切な学習時間を確保している（4-3-2、P.48）（4-3-3、P.45）（4-3-4、

P.43）（4-3-5、P.43）（4-3-6、P.52）（4-3-7、P.46）。 

教育目標を達成するための授業形態として講義・演習・実験等を採用し、その内容に応

じ、ディスカッション、グループ課題、プレゼンテーション等、学生の主体的な参加を促

す授業方法を取り入れている。演習や実験科目では、大学院や高学年の学生を TA・SA とし

て多数配置することにより、きめ細かな指導を補助している。 

さらに、学科の専任教員によるクラス担任制度を導入し、比較的少人数で構成されるク

ラスで、クラス担任が中心となり、履修すべき科目など学習上の指導も充実させている。 

大学院においては、授業はいすれも少人数、双方向的に行われている。学位論文を作成

する前に、指導教員の承認を得た学位論文の主題と研究計画書を提出させ、研究計画に基

づいた研究指導と学位論文作成指導を行っている（4-3-8、P.38）（4-3-9、P.42）。また、

学内の研究発表会等を適宜開催し、学生の主体的性や学習意欲を高める工夫をしている。 

 

環境情報学部についても、概ね大学全体の内容と同じであるが、履修科目登録の上限設

定については設けられていない。但し、改組後の環境学部やメディア情報学部では、前述

の履修上限が設けられている。 

  

共通教育部では、各分野の教育目標(本学のシラバスで記載)の達成に向けた授業形態

（講義、演習、実験、実技、研修等）を採用している。教育業務のみに従事する教育講師

を各部門に配置し、専任教員のオフィスアワーに加えて教育講師が関連科目の学習全般、

履修科目に関する質問への対応を定期的に（週 3 回以上）行っている。学生の主体性を促

す授業方法のひとつとして、本学と提携するオーストラリア・カーティン大学への短期留

学プログラムの修了者は「海外・特別選抜セミナー」科目として単位を授与している。 

 

＜２＞工学部 
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工学部では、各学科の専門教育において、授業形態は、体系的な講義科目を用意すると

共に、講義科目に連動した演習・実験科目を数多く配置している。講義科目では、各教員

が「授業支援システム」などを活用し、理解の促進に努めている。演習科目・実験科目で

は、ディスカッション、グループ課題、プレゼンテーション等、主体的な学びを促してい

る。4 年次には、全ての学生が所属研究室で実施する卒業研究において、教員の指導下で

研究テーマに取り組み、教員や先輩と議論しながら、実験計画の立案・実験の実施・結果

の分析と考察・論文の執筆・発表と討論を主体的に行えるよう配慮している。また、世田

谷キャンパス図書館に開設しているラーニングコモンズにおいて、学生の主体的な学びの

場を提供し、講義の予習・復習、レポート作成、グループワークの実施などが行われてい

る（4-3-10）。 

 

＜３＞知識工学部 

知識工学部の各学科の授業科目には講義のほか、演習、実験、実習などを体系的に数多

く配置している。いずれの科目でも学生が主体的に授業に参加するよう促すことを心掛け

ている。また、フィールドワーク、インターンシップなどの機会を数多く設けており、主

体的な学びを実現させる工夫をしている。その他、各教員が「授業支援システム」なども

活用し、理解の促進に努めている。4 年次には、全ての学生が所属研究室で実施する卒業

研究において、教員の指導下で研究テーマに取り組み、指導教員と議論を重ねながら、実

験計画の立案・実験の実施・結果の分析と考察・論文の執筆・発表と討論等、主体的に行

える体制を整備している。 

 

＜４＞環境学部 

教育目標に基づき、「幅広い視野や教養」、「環境問題を理解し分析するにあたって必要な

基礎知識や技術」等を重視した教育課程を学科毎に編成し、授業科目を開設し、講義、演

習、実習などを体系的に配置している。それ以外に、キャンパス外実習を日帰りで行い、

学生の環境問題に関する主体的な学びの場を設けている。これまでに横浜港国際流通セン

ター、鶴見清掃工場、北部第二下水処理場、城南島スーパーエコタウン等を見学するなど、

環境問題と企業や社会との関わりを主体的に学習させる工夫をしている。また、3 年次の

「事例研究」、4 年次の「卒業研究」と 2 カ年にわたる研究指導では、比較的少人数で研究

指導を受け、グループ課題、ディスカッション、プレゼンテーション等、双方向的、主体

的な学びが徹底して身につくよう、体制を整備している。 

 

＜５＞メディア情報学部  

教育方法の特徴は、ディプロマポリシーにある「情報と社会に係る自然科学・社会科学

両面からの研究ができる」という点から、両領域に関わる科目を設置し、また「異なる文

化や価値観を持つ人々とのコミュニケーションができる能力を身に付けている」、あるいは

「現状やニーズを調査・分析し、評価する能力を持ち、課題解決に向けて、プロトタイプ

の提言・構築を行うことのできる基礎知識を持ち、その実現のためのコミュニケーション

力、マネジメントの力を身に付けている」という観点から、関連の講義系科目を設置する

と同時に実践系科目（演習・実験）を多数設置し、これらについて、さらに内容としてグ

86



第４章．教育内容・方法・成果 
（３）教育方法 

ループワークや PBL(Project-Based Learning)など実践的な科目を置くことで、学生の授

業への主体的な参加を促し、教育目標の達成を図っていることである。 

 授業方法としては、各学科で、グループワークやフィールドワークなどを多く取り入れ、

学生の主体的参加を促す授業方法を取っている。 

社会メディア学科の授業では、たとえば実社会の問題とリンクしたプロジェクトに学生

が教員と取り組み、問題提起から解決までのプロセスを体験する「プロジェクト学習」や

情報収集の技法、フィールドワークおよび聞き取り、結果の整理、情報発信に向けての資

料作成までを、グループワークを通して行う「情報発信入門」、何らかのテーマや対象を学

生が選択して実際にフールドワークを手法として用い、グループワークでテーマ選定、結

果報告、結果の整理と分析、プレゼンテーション作成までを自分で行う「社会文化フィー

ルドワーク」等がある。 

情報システム学科の授業では、例えば 4 人程度のグループでサーバを 1 台与えられ、0

からサーバ構築の作業に取り組む「サーバシステム構築」「サーバ管理演習」、また、外部

団体から提供された資料により、SE の疑似体験を行う「プログラミング演習 2A」等がある。 

3 年次の「事例研究」、4 年次の「卒業研究」と 2 カ年にわたる研究指導では、比較的少

人数で研究指導を受け、グループ課題、ディスカッション、プレゼンテーション等、双方

向的、主体的な学びが徹底して身につくよう、体制を整備している。 

また、ラーニングコモンズの取り組みも進め、学生の主体的な学びの場を提供し、講義

の予習・復習、グループワークの実施等が行われている。 

その他、初年次教育については、レポートの作成や情報収集・検索・活用の基本的な知

識を身につけさせるため、図書館で 2015（平成 27）年 6 月より e-learning によるコンテ

ンツ 2 種類（レポート作成入門コース、インフォメーション・スキル入門コース）の提供

を始めた。これは早速 1 年生の必修授業の課題として、また研究室での活用も行われてい

る。 

 

＜６＞都市生活学部 

授業形態においては、実践力の獲得という点に力点をおき、①リサーチスキル、デザイ

ンスキル及びプレゼンテーションなどの実践力の基礎となるスキル向上のための「演習型

授業」を充実する（1～2 年次、必修 6 科目又は選択必修 5 科目）とともに、②演習型授業

で身につけた基礎的スキルと専門科目の講義で学んだ専門知識とを結び付け応用展開する

「プロジェクト演習」（3 年次必修科目、少人数グループ型）を設定している（4-3-6、

P.48-49）。 

また、講義科目においても、専門基礎科目および専門科目の大部分の授業において、理

論や抽象論だけではなく、実社会における具体事例をケースとしてとり上げ、実践的に考

える力を養うことに力点をおいた授業形態を採用している（4-3-6、P.101-164）。 

学習指導のきめ細かな実施については、クラス担任制を採用しているが、専任教員１人

あたり 1 学年 15 名程度の少人数のクラスを担任として受け持ち、学生ほぼ全員の顔と名前

が一致する体制を構築している。その上で、年数回のクラス授業又は個人面談によって、

学生の声を直接聞き、把握するとともに、指導・支援を必要とする学生を適時認知し、学

習だけでなく学生生活面も含めきめ細かく指導・相談ができる体制を構築している。 
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授業方法として、演習形式の授業を多く採り入れている。具体的には、1～2 年次の専門

科目において「演習領域」に分類する 11 科目を設定しているほか、3 年次では少人数ゼミ

形式のプロジェクト演習を重点科目としている。 

また、同編成方針に掲げた「社会で活躍できる人材となるため、自らのキャリアについ

て深く考える」という目標に対応して、総合領域として、1 年次のフレッシャーズゼミ、2

～4 年次のキャリアデザインを設定しているが、これらの授業では、文献を読んでレポー

トを書いたり、自らのアピールを記述したりしたあと、それを添削した上でディスカッシ

ョンをする方法をとるなど、主体的参加を促す方法を採用している（4-3-6、P.121、P.145、

P.158）。さらに、特別な教科として「海外研修」および「まちづくり演習」を設定してい

るが、前者は講義で学んだ海外の都市を実際に訪れて関係機関へのインタビューや街なか

でのフィールドサーベイを行い、後者は学外の商業地等で行われるイベントに学生企画と

して社会参加を行うなど、主体的参加に特に工夫した科目も設けている。 

 

＜７＞人間科学部 

教育目標の達成に向けた授業形態（講義・演習・実験等）を採用している。人間科学部

は幼稚園教諭一種免許状、保育士資格の課程を有する機関として、講義科目は学年定員に

あたる 100名、演習科目は原則 50名以下のクラス編成による授業を行っている。また音楽、

造形などの実技・実習を伴う科目については、25 名以下の授業編成を行うなど、少人数制

による授業形態をとっている。 

履修科目については、全学的に CAP 制を導入し、1 学期あたり 24 単位を上限としている

が、人間科学部では免許・資格のために必要な科目等については、履修登録科目の制限内

に含まない（4-3-7、P.46）。 

また、系統的科目履修を誘導する等、履修登録の際には教職員が相談にのるなどして、

偏った登録にならないよう指導を行い、4 年間を通じて継続的な学修が保障されるよう、

各学年、学期ごとに適切に必修科目等を配置している。個別相談、指導体制への対応を充

実させるため専任教員全員がオフィスアワーをシラバス等で学生に周知し、対応を行って

いる(4-3-11)。 

学生の自主的・主体的参加を促す授業方法として、各教員が教育実践の工夫に取り組ん

でいる。また、従来の講義形式に加え、人間科学部での学びの特性上、体験の中で自らが

積極的に学ぶ姿勢を身に付けることを目指して、少人数制による演習形式を積極的に採用

し、双方向の教育を目指している。さらに、その授業での成果報告の場を設け、「児童演劇

発表会」「児童文化発表会」を定期的に行い、学内だけではなく、地域の親子にも公開して

いる。 

 

＜８＞工学研究科 

工学研究科では、学生の履修に際し、指導教授等の承認を得ることになっており、学習

指導を適切に行うシステムが構築されている。 

また、修士論文ならびに博士論文の作成にあたっては、学生が論文主題ならびに研究計

画を指導教授に提出し、承認することになっており、学位論文においても同様のシステム

が構築されている。 
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学習指導に関しては、修士論文の進捗状況のチェックが学科目・研究室単位だけではな

く、専攻レベルで行われている。ほとんど全ての専攻で修士課程 1 年次、2 年次に中間発

表が行われ、進捗状況を把握している。また、多くの専攻では学外での発表が緩やかに義

務づけられており、学外者からも助言を受けられる工夫がなされている。さらに、論文審

査に関しては、指導教授以外にも最低 2 名の副査をつけ、指導に当たっている。副査は学

生が所属する専攻以外の専門分野から選ばれるケースも少なくなく、多くの視点からの指

導がなされている。 

なお、共同原子力専攻については、早稲田大学大学院先進理工学部共同原子力専攻と共

同教育課程を有しているが、学生の履修や論文の作成にあたって指導教授等の承認を得る

こと等、基本的に他専攻と同様である。中間発表については、早稲田大学の西早稲田キャ

ンパスにて両専攻合同で実施し、修士論文および博士論文の最終発表については、東京都

市大学の世田谷キャンパスにて両専攻合同で実施することになっている。論文審査に関し

ては、必要に応じ、各大学から副査が選ばれるなど、協定に基づいた柔軟な指導がなされ

ている（4-3-12）。 

修士課程、博士後期課程とも学習指導・研究指導は研究室単位・専攻単位できめ細かく

行われており、量・質ともに充実した指導がなされている。 

 

＜９＞環境情報学研究科 

 環境情報学研究科、環境情報学および都市生活学各専攻のそれぞれのカリキュラムポリ

シー実現に向けて教育方法を選択し学習指導を行っている。まず、学年開始時の 4 月と後

期授業が始まる 9 月に、研究科長、教務委員長、教育支援センターによる履修ガイダンス

を実施している。また、ガイダンス期間中に指導教員は授業科目の履修指導を行う時間帯

を設け、修士論文、博士論文の研究を展開できるように必要な授業科目の履修指導をきめ

細かく行っている。 

修士課程は修士論文および制作課題を完成する過程で、中間発表とその討論により学生

自身の取組む課題を明確にできるようにしている。修士課程 1 年次は、7 月と 12 月の 2 回、

学生による英語での口頭発表会と参加者による英語での質疑応答を行う。修士課程 2 年次

ではポスター発表会(4 月)、中間発表会(10 月)、最終発表会(2 月)の 3 回の発表会を実施

している。ポスター発表会では、研究課題を要約したポスターを前に、大学院担当教員お

よび同僚の大学院生同士で討論を繰り返すことにより、これから取組む課題、研究の方向

性を明確化することができる。中間発表会は研究をまとめる前の段階で実施しており、主

査および副査の日常の個別指導を踏まえ、研究科全教員の前で研究成果を示し、大学院生

自身の研究成果が何処にあるかを明確にする。最終発表会は審査会を兼ねて、修士課程 2

年目の 2 月に実施している（4-3-9、P.48）。 

科目形式としては、環境情報学専攻においては原則授業形式をとっているが、都市生活

学専攻の建築関連の科目においては設計関連の演習形式をとっている。 

 履修科目の上限は特には設けていない。しかし、履修登録時には指導教員の確認が必要

であることから、受講科目の選択に加えて、1 年次の前期後期それぞれに講義科目として

は 5 科目を標準に受講することを指導している。 

 各科目とも受講生が比較的少人数であることから、その利点を活かして、一方的な講義
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だけではなく、随時双方向のやり取りを行い、学生が主体的に授業に参加する形態がとら

れている。また、英語発表会や中間発表会の企画運営は学生主体で実施してきており、そ

の中で学生の自主性を育んできている。 

 研究計画は各年度に提出が義務づけられており、指導教員だけではなく、修士論文の副

査を 2 年次の早期に指名することにより、主査と副査が連携して指導する体制を作り上げ

ている。また、それぞれの専攻において複数の教員によるワークショップを開催し、随時

大学院生を指導する機会を設けている。 

 博士後期課程では授業科目はなく、随時、指導教員と関連分野の教員から指導を受ける

体制となっている。特に、在学生が少ないこともあり、博士後期課程の研究科委員会にお

いて一人一人の進捗状況に関して随時確認をとり、必要に応じて適切な処置がとれる体制

となっている。3 年次は英語での発表会（7、12 月）、4 年次はポスター発表会(4 月)、中間

発表会(10 月)を、5 年次は中間発表会（10 月）及び最終発表会（12 月上旬～1 月上旬）を

実施している。また、中間発表は 60 分、最終発表会は 90 分 (質疑含む)と十分な時間をか

けて研究指導を行っている（4-3-9、P.48）。 

以上の活動を通じて教育方法および学習指導は適切に実施されているものと考える。 

 

（２）シラバスに基づいて授業が展開されているか。 

 

＜１＞大学全体 

 本学では、全学部全学科および大学院全研究科において、全ての科目についてシラバス

を作成している(4-3-11)。シラバスの作成に当たっては、2010（平成 22）年度より、全学

教務委員会でシラバスの入力項目の統一が図られ、定められたフォーマットや作成要領に

従い、統一的で、内容の充実したシラバスの作成を行っている(4-3-13)。 

シラバスへの具体的な記載項目は以下の通りとなっている。これらの記載内容に従って

授業が展開されている。シラバスはあらかじめウェブページ等で、科目の履修登録前に学

生に公開している(4-3-11)。 

 

1）科目概要、2）達成目標、3）成績評価、4）予習復習時間、5）履修するうえで必要な

条件（前提とする知識など）、6）授業計画（14 週間）、7）オフィスアワー、8）授業形態、

9）授業の具体的な進め方、10）関連科目、11）授業に持参するもの、12）教科書、13）

参考書、14）学生へのメッセージ、15）その他 

 

シラバスの履行に関して、やむを得ず休講した場合は、該当教員が適宜補講を実施して

いる。 

シラバスと整合性の取れた授業内容を展開し、授業内容・方法がシラバスと整合してい

るかどうかについては、セメスターごとに実施される「授業改善アンケート」の回答結果

等に基づき、点検・評価がされる仕組みとなっている(4-3-14)。 

なお、2015（平成 27）年度より、次年度のシラバスについて、執筆者以外で、学科のカ

リキュラムをよく理解する学内の第 3 者がシラバスチェックを行うことが決定しており、

組織的により細かく点検がなされる予定となっている(4-3-15)。 
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 環境情報学部についても入力項目の統一されたシラバスの点検を毎年行い、適宜修正を

行っている。2011（平成 23）年度には専任教員および非常勤教員を含むすべての教員に依

頼し、それぞれの担当科目のシラバスがシラバス執筆マニュアルに沿っているかを点検し

た。これにより、シラバスの記述内容が統一された。シラバスは学部ウェブページに掲載

している(4-3-11)。 

共通教育部については、担当者は全学統一の形式に沿ったシラバスを執筆し、各部門の

教務委員は毎回、シラバス原稿の最終チェックを行っている。各部門の授業アンケートに

シラバスとの整合性に関する質問項目を設け、学期ごとに確認できるしくみになっている。 

 

＜２＞工学部 

工学部では全ての科目についてシラバスを作成している。全学部共通のシラバスのフォ

ーマットと作成要領を用いて、統一的で、かつ内容の充実したシラバスを作成している。 

シラバスは、各担当教員により毎年更新され、大学全体で挙げている記載項目は一通り

記載され、ウェブページで公開している(4-3-11)。 

シラバスには毎回の授業計画と内容・方法を記載しており、整合性の取れた授業内容を

展開している。また、授業内容・方法がシラバスと整合しているかどうかは、学生が回答

する「授業改善アンケート」の質問項目にしており、学生の視点からも整合性を確認して

担当者に伝え、改善を図っている(4-3-14)。 

 

＜３＞知識工学部 

知識工学部では全ての科目についてシラバスを作成している。全学部共通のシラバスの

フォーマットと作成要領を用いて、統一的で、かつ内容の充実したシラバスを作成してい

る。  

シラバスは、各担当教員により毎年更新され、大学全体で挙げている記載項目について

は、一通り記載され、ウェブページで公開している(4-3-11)。  

シラバスには毎回の授業計画と内容・方法を記載しており、整合性の取れた授業内容を

展開している。また、授業内容・方法がシラバスと整合しているかどうかは、学生が回答

する「授業改善アンケート」の質問項目にしており、学生の視点からも整合性を確認して

担当者に伝えている(4-3-14)。 

 

＜４＞環境学部 

環境学部では、全学部共通のシラバスのフォーマットに従って記載している。また、シ

ラバスと授業内容の整合については「授業改善アンケート」の結果を、教員にフィードバ

ックし、改善につなげている。 

シラバスは毎年点検され、学部ウェブページに掲載している(4-3-11) 。学生は授業開始

前に、予め授業内容を確認した上で履修登録をすることができる。 

 

＜５＞メディア情報学部  

開講している全科目について全学部共通のシラバスのフォーマットに従い、シラバスを

作成し、授業を行っている。過去の点検評価においてシラバスの、特に成績評価方法に関
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するばらつきが指摘されたことから、この点について取組み、各成績評価による評価を具

体的に記載し、また多くの科目でそれらの重みを数値で示している（例.試験 70％、レポ

ート 30％）。また予習復習時間についても 1 回の授業に対して 4 時間の自学自習が必要で

あることを明示している。 

シラバスは毎年作成され、2015（平成 27）年度には 1 年次履修科目については学修要覧

に編み込まれ、またすべてのシラバスは学部ウェブページにデータベースとして掲載され

ており、学生は過去のシラバスも含めて自由に検索できる(4-3-11)。 

 

＜６＞都市生活学部 

シラバス作成にあたっては、全学部共通の統一的された形式で作成している(4-3-11)。 

また、内容の充実したシラバスの作成を支援し、教員間での記述内容の精粗の差を極力

少なくするため、各教員に対して、シラバスの模範作成例を示すとともに、シラバスの意

義及び重要箇所を明示した手引書を配布している（4-3-16）。さらに学部の教務委員による

シラバス原稿のチェックを行っている。 

 

＜７＞人間科学部 

 シラバスは、全学的に統一された様式として作成されている(4-3-11)。教務委員と教育

支援センター職員が提出されたシラバスを確認し、更に専任教員によるシラバスの最終確

認を行っている。 

 シラバス依頼時に、実際の授業内容・方法とシラバス記載内容が整合することを科目担

当者には伝えているが、実際の授業時に、履修者の理解度・習熟度の想定時との差異等の

理由により、授業内容・方法に関し、シラバスと若干の相違が生じることが判明した場合、

授業内で改めて作成したシラバスを配布するなど、その調整と学生への周知を行っている。 

 毎学期末に行う「授業評価アンケート」には「履修に際してシラバスは役に立ちました

か」という質問項目があり、その集計結果は翌学期に教育支援センターより各担当教員へ

配布される。その結果をもとに、人間科学部専任教員は「授業評価アンケート結果と今後

の課題」という振り返りの考察を学部長に提出するので、授業内容・方法とシラバスとの

整合に意識的に取り組んでいる(4-3-14)。 

 

＜８＞工学研究科 

学部と同様に工学研究科においては、シラバスは所定のフォーマットが構築されており、

内容は全てウェブページ上に公開されている(4-3-11)。その項目は、科目概要や達成目標、

成績評価、予習復習時間、履修上の条件、授業計画、授業形態、関連科目等からなってお

り、担当教員には綿密な授業計画が要求されている。 

 シラバスの運用実態を調べるシステムは現時点では確立していないが、修了時に一部の

講義科目では、学生に対して実施するアンケートによってチェックがなされている。授業

展開の調査を厳密に行うために、今後、各授業のアンケートを実施するなどの方策を導入

することを検討する必要がある。 

 

＜９＞環境情報学研究科 
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シラバスは毎年担当教員が作成するとともに、大学院教務委員会においてその内容が精

査されている。特に 2014（平成 26）年度末においては、改めて全学教務委員会の指導の下

にモデルシラバスの配布とともに留意事項等を周知し各教員へ作成を依頼した。また提出

されたシラバスに対しては査読を実施し、必要な修正を各教員に指示して内容をより充実

させた。その結果、現状では基本的な問題は解決されていると考えられるが、継続してよ

り学生指導に効果的なシラバスへの改訂の努力を続けている。 

授業内容とシラバスの整合性に関しては、担当教員と教務委員との間で綿密に連絡をと

り、シラバスの内容を順守して講義が進められているか確認している。さらに、講義終了

時には、全科目に対して受講全学生による授業改善のためのアンケートを実施し、シラバ

スに沿った授業が展開されたかを確認し、今後の課題抽出と解決に向けた検討につなげて

いる。この結果は大学院教務委員会でも確認している(4-3-14)。 

以上より、シラバスの内容を充分に反映された講義が継続的に実施されているものと考

える。 

 

（３）成績評価と単位認定は適切に行われているか。 

 

＜１＞大学全体 

 本学では、各課程の卒業・修了認定にあたり、単位制を導入している。 

履修時間の単位換算は、大学設置基準、大学院設置基準に従って、1 単位あたりの学習

時間を教室内および教室外を合わせ、45 時間を標準としている。これに対して、本学では、

1 回の授業（100 分）を 2 時間の教室内時間に換算し、これに授業形態（「講義」、「演習」、

「実験」、「実習」、「製図」、「実技」、「外国語」、「体育」）で異なる授業準備時間を加えて、

試験期間を除き、授業期間を前学期・後学期それぞれ 14 週設定することで、「講義」、「演

習」は 2 単位、「実験」、「実習」、「製図」、「実技」、「外国語」、「体育」は 1 単位科目となっ

ている（一部例外を除く）。100 分授業を 14 週実施することに関しては、学則 18 条の 2 の

定めに従い、十分な教育効果が見込まれると判断して週 2 回×7 週の 14 回で展開する、授

業運用上のクォーター開講科目が増えているため、この形態を採っている(4-3-17)。 

なお、担当教員の都合に等により 14 回の授業回数が不足する場合は、補講を行うこと

を原則としている。 

 既修得単位の認定にあたっては、大学設置基準、大学院設置基準を踏まえ、学則第 19

条（編入学等の既修得単位の認定）、大学院学則第 16 条（既修得単位）などに則り、他大

学のシラバス等を参考にしながら、既修得単位が本学の各課程に合致するか否かを判定し、

学部においては、当該学部の教授会において、大学院においては、指導教授の判断のもと

認定している。 

 成績評価方法・基準に関して、各科目の担当教員は、シラバスに明示した「成績評価」

項目において、平常時の課題等も加味しつつ、レポート、学期末試験等により適宜判断さ

れ、成績評価を行っている。成績の評価は、学則第 41 条、大学院学則第 20 条の定めに従

い、「秀」（100 点～90 点）、「優」（89 点～80 点）、「良」（79 点～70 点）、「可」（69 点～60

点）、「不可」（59 点以下）の 5 段階とし、「秀」、「優」、「良」、「可」を合格として扱い、所

定の単位を付与している。 
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また、上記成績評価を、「秀」は 4、「優」は 3 など点数化し、これらを当該評価の単位

数と積算し、合計したものを履修登録単位の総数で割った GPA（グレード・ポイント・ア

ベレージ）制度が導入されており、席次の算出に用いられている（4-3-2、P.51）（4-3-3、

P.49）（4-3-4、P.49）（4-3-5、P.49）（4-3-6、P.59）（4-3-7、P.52）。 

 

環境情報学部は、成績評価法については、従来の成績評価であった「優」（100 点～80

点）、「良」（79 点～70 点）、「可」（69 点～60 点）、「不可」（59 点以下）に、2006（平成 18）

年度から「秀」を加え、全学的な評価基準に揃えている。 

 共通教育部においても、大学全体と同様である。 

 

＜２＞工学部 

工学部では、大学全体の定めに従い、各科目の単位数を設定し、セメスター制のもと、

単位認定を年 2 回行っている。既修得単位に認定については、工学部教務委員会で審議し、

工学部教授会の議を経て単位認定している(4-3-18)。 

成績評価に関しては、シラバスの中にある「成績評価」という項目において、成績の評

価方法や評価の基準を明示している。また、「達成目標」という項目で科目を履修すること

により得られる学習効果を、また、「授業計画」では毎回の授業内容を明示しており、「授

業計画」に基づいた学習レベルが「達成目標」に達しているかにより単位を認定している。 

 

＜３＞知識工学部 

知識工学部では、セメスター制のもと、単位認定を年 2 回行っている。各学科開設の単

位設定は、大学全体の定めに従い、適切に行っている。既修得単位に認定については、知

識工学部教務委員会で審議し、知識工学部教授会の議を経て単位認定している(4-3-19)。 

成績評価については、その科目の特性に応じ、シラバスの中にある「成績評価」項目で明

記された小テスト、課題提出、レポート、学期末試験など成績評価方法や評価基準に従い、

適切に評価がなされている。 

 

＜４＞環境学部 

シラバス項目の「成績評価」について、科目ごとに担当教員がシラバスに詳細に記述し

た内容に従い、セメスターごとに年 2 回単位認定を行っている。学生は成績評価後、その

評価に疑義のある場合は、一定期間の間に成績評価に関する問い合わせを担当教員に申し

出ることができる仕組みがある。 

 

＜５＞メディア情報学部  

成績評価基準はシラバスに記載され、学生に公開することにより、成績算出方法の明確

化・透明化を図っており、セメスターごとに年 2 回単位を認定している。GPA に基づく学

生の成績順位はセメスター毎に成績表に記載されて学生に通知されている。これにより、

学生は学科内での成績順位を知ることができ、自分の学習到達度の手掛かりとすることが

できる。なお、学生は成績評価後、一定期間の間に成績評価に関する問い合わせを担当教

員に申し出ることができる。このことによって成績評価の客観性・透明性がより高められ
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ている。 

 編入学や転学部・転学科での既修得単位の認定は毎年教務委員が担当する。いずれの場

合も既修得科目についてのシラバスを提出させ、メディア情報学部のカリキュラム表と科

目内容を参考にしながら、1 対１対応、あるいはカリキュラムの科目の分類に基づいて単

位認定を行っている。短期大学からの編入学については 62 単位を認定しているが、この場

合も同様の手順で、下位学年を主に、また科目対応で認定を行う場合にはシラバスや面談

を通して内容を確認したうえで教養科目や語学科目を中心として慎重に認定を行っている。

最終的に、教務委員会で審議し、メディア情報学部教授会の議を経て単位認定している

(4-3-20)。 

 

＜６＞都市生活学部 

各科目についての成績評価の方法はシラバスに記載している。成績評価の構成要素には、

期末試験、授業中に行う中間試験または小テスト、期末レポート又は中間レポート、課題

作品の提出、出席回数又は出席率、演習系授業における授業内でのプレゼンテーションや

参加態度といった様々な要素があり、それらのうちどの要素を採用又は重視するかは科目

の達成目標や授業方法に応じて異なることになるが、成績評価の公正さを確保する観点か

ら、大部分の科目ではそれらの構成要素の重みの割合をシラバスにおいて明示する方法を

採っている(4-3-11)。これにより、受講生にとって予見性の高い評価基準となっている。 

他大学等からの編入学・転入学及び他学部・他学科からの転学部・転学科に当たっての

既修得単位認定については、学則第 19 条の規程(4-3-17)に基づいて学部教務委員会で審議

し、教授会の議を経て単位認定している(4-3-21)。 

 

＜７＞人間科学部 

成績評価は、シラバスにて成績評価の方法を学生に明示し、評価方法・評価基準に基づ

き、各科目担当教員の責任で、厳格な成績評価を行なっている(4-3-11)。具体的には、出

席時間が学則に定められた開講時間数の 3 分の 2 に満たないものは成績評価の対象となら

ないことを定めたうえで、筆記試験による評価、レポート試験による評価、実技試験によ

る評価、および授業への取り組み状況や小テスト等、担当者が設定する評価方法のいずれ

か、あるいは複数の組み合わせによって行われている。 

また、単位制度の趣旨に基づき、単位認定がなされている。 

授業担当者による評価基準の偏りを避けるために、各学期に科目別成績評価統計の一覧

表を作成し、授業担当者による評価基準が適切であるかを振り返る機会を設けている

（4-3-22）。また成績評価の「秀」については、10％程度の範囲での評価を想定しているこ

となど、教務委員会や学部教員での話し合いを基に、安易な「秀」評価を避けるように申

し合わせをしている。 

なお、成績評価に対する疑義がある学生に対しては、個別に対応を行っている。また、

シラバスに示した評価方法との齟齬が発生している場合など、教務委員会や学部教員で確

認している。 

 

＜８＞工学研究科 
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講義科目の成績評価の方法・基準はシラバスに明示されており、試験やレポートの評価

など、達成目標に対してできる限り客観的な評価ができることが求められている(4-3-11)。 

講義科目に対しては、履修者はレポートや発表が義務づけられている場合が多く、実際

には 2 単位相当の学修時間以上の時間を費やしている。英語科目は 1 単位であるが、これ

も少人数で教育がなされており、履修者は単位相当学修時間以上を費やして講義に望んで

いる。このように、授業形態と単位の関係は適切であると言える。 

 また、既修得単位の認定に関して、他研究科や他大学大学院で修得した単位については

指導教授が有益と認めた場合、先行履修で修得した単位については、指導教授、各専攻、

工学研究科教務委員会において認定した場合、合わせて 10 単位を超えない範囲で認定する

ことができることが大学院学則第 16 条の 2 において定められている（4-3-23）。 

これらのことより、講義科目の単位設定とその単位認定、ならびに既修得単位の認定方

法は大学設置基準ならびに単位制度の趣旨に基づいて適切に設定されているといえる。 

 

＜９＞環境情報学研究科 

授業科目に関する測定方法としては、定期試験、小論文作成、討論・発表、作品製作、

レポートの実施等各科目の特性に応じて適した方法により行っている。評価方法・評価基

準に関してはそれぞれの科目の各シラバスに明記されている(4-3-11)。 

単位制度の趣旨に則り、その認定に際してはシラバスの記載に従って厳格に行っている。 

学部４年生で大学院進学が内定しているものに対しては先行履修制度を設けており、そ

の受講科目に関しては、大学院学則第 16 条の 2 の定めに従い、入学後正規の単位として認

定することとなっている（4-3-23）。 

なお、科目成績ではないが、修了時点における表彰等の選考においては国内外での発表

成果を重視することとしており、その奨励のための補助制度を導入している。 

 

（４）教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改

善に結びつけているか。 

 

＜１＞大学全体 

 本学では授業内容や方法の改善を図るための組織として、全学教務委員会の下に、FD 専

門委員会を設けて、全学 FD・SD フォーラム(旧称:教育改善研究会)や、教育改善シンポジ

ウム、FD・SD ワークシップなど様々な組織的研修や研究を行っている（4-3-24）。これら

の取組は、年に１回発行される教育年報などに、教育効果向上のための工夫や取組として、

事例紹介や報告が掲載されている（4-3-25）。 

教育年報以外にも、年 2 回実施の「授業改善アンケート」（呼称は学部により「授業評

価アンケート」としている）、「学生実態調査アンケート」（年 1 回実施）などを通じて、教

育成果について定期的な報告が行われている(4-3-14)（4-3-26）。また、その結果を検証し、

教育課程や教育内容・方法の改善に結びつけ、教育の質の維持・向上に取り組んでいる。 

「授業改善アンケート」の結果については、各学部・学科内で定期的に検証がなされ、

次年度の授業改善につなげている。なお、「授業改善アンケート」の結果は、学科の Web

ページや学内のポータルサイト等で学生にフィードバックされている。また、年に１度各
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キャンパスで開催される「大学と学生とのこんだん会」では、学生からの授業改善等の要

望を直接聴取する場を設け、授業改善に役立てている。 

また、2016（平成 28）年 4 月からは、事務局教学系部署が運用中の学務システムに蓄積

されているデータを用いて、入学形態、退学者および就職先業種と GPA の相関性など、学

生の入学から卒業までの情報を可視化・分析し、それに基づき執行部や関係委員長が教育

施策を検討・協議する機会を定期的に設けることによって教育改善を図るための教学 IR

の展開を予定している。 

 

環境情報学部については、発展的に改組した環境学部、メディア情報学部と同様である

ため、そちらで具体的に述べることとする。 

 

共通教育部については、各部門は毎年、非常勤講師を含めた全担当者による会合で教育

成果についての検証を行っている。教育方法の紹介・内容の改善について「教育年報」で

報告している。特に、外国語共通教育センターでは、外部試験（G-TELP）による教育成果

の検証を行っている。これをもとに習熟度別クラス編成、また次年度の教育方法・教材の

検討に役立てている。 

 

＜２＞工学部 

工学部では、教育内容や方法の改善に関して、工学部教務委員会委員が日本工学教育協

会など教育関連の学会・協会に積極的に参加し、新しい教育方法などの情報を収集すると

共に、主任教授等会議および工学部教務委員会で報告を行い、全学科での情報共有に努め

ている。 

また、授業改善を目的として「授業改善アンケート」を前学期および後学期終了後に全

科目を対象として実施している(4-3-14)。このアンケート結果を工学部各学科主任教授が

取り纏め、各学科の改善検討会議で議論して授業改善に努め、報告書をまとめるとともに、

工学部及び各学科の教育理念・目的の検証を行っている。「授業改善アンケート」に対する

回答は学科毎に学部ウェブページ等で学生に公開している(4-3-27)。さらに報告書は工学

部教務委員会において審議して相互に確認すると共に、学部として取り組むべき問題の抽

出を行っている。その結果は工学部主任教授等会議に報告して議論を行い、学部としての

教育改善を行っている。このように組織的な取り組みにより授業改善を実施している。 

 

＜３＞知識工学部 

知識工学部では、知識工学部教務委員会委員が日本工学教育協会など教育関連の学会・

協会に積極的に参加し、新しい教育方法などの情報を収集すると共に、主任教授等会議お

よび知識工学部教務委員会で報告を行い、全学科での情報共有に努めている。 

また、「授業改善アンケート」を前学期および後学期終了後に全科目を対象として実施し

ている(4-3-14)。このアンケート結果を知識工学部各学科主任教授が取り纏め、各学科の

改善検討会議で議論して授業改善に努め、知識工学部および各学科の教育理念・目的の検

証を行っている。「授業改善アンケート」の結果は学部で集計して学生に公開している。 
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＜４＞環境学部 

環境学部では、教育内容や方法の改善に関して、シラバス統一のための情報交換会とし

て、例えば、情報リテラシー、情報エコロジー、フィールド演習等、オムニバス科目の担

当教員(兼任講師を含む)がグループを組んで、教授内容の統一、改善、情報の共有 (首尾

よくいった点、学生が引っかかった点)、成績評価の標準化等、授業改善に努めている。さ

らに、英語教育に関して、英語担当教員以外の専任教員も加えた検討委員会を設置し、学

部における英語教育の改善を図っている。  

また、「授業改善アンケート」を実施して、その結果を各教員にフィードバックし、改善

を図る方法を継続している。このアンケートは「講義科目」「語学・演習科目」「体育科目」

の種類別に統一した書式と項目で実施している(4-3-14)。実施結果は集計され、学部長、

学科主任教授、教務委員長が点検を行ったあと、各教員に返還して自主的な FD への利用

を促している。また、アンケート結果に対する担当教員のコメントは学内ウェブページに

掲載し、学生が教員の回答を見ることができるようになっている。 

 

＜５＞メディア情報学部  

全学での全学 FD・SD フォーラム（旧:教育改善研究会、年 1 回）、全学 FD 委員会による

授業見学などの活動、教育年報（年 1 回）、「授業改善アンケート」（年 2 回）、学生実態調

査（年 1 回）などを通じて、教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程

や教育内容・方法の改善に結びつけ、教育の質の維持・向上に取り組んでいる。 

 また、受講学生に対して定期的に「授業改善アンケート」を実施して、その結果を各教

員にフィードバックし、改善を図る方法を継続している。このアンケートは「講義科目」

「語学・演習科目」「体育科目」の種類別に統一した書式と項目にて実施している(4-3-14)。

実施結果は集計され、学部長、学科主任教授、教務委員長が点検を行ったあと、各教員に

集計結果と共に原紙でフィードバックし、自由記述も参考に授業改善を促している。2010

（平成 22）年度からはアンケート結果に対する担当教員のコメント（100 字～200 字）を

学内ウェブページに掲載し、学生が教員の回答内容を閲覧できるようにしている（4-3-28）。 

  

＜６＞都市生活学部 

都市生活学部では独自の FD 授業改善会議を設置し、各学期終了後において専任教員全

員が出席のもと開催している。この会議は、専任教員全員があらかじめ調査票に授業実施

における状況および改善を図るべき事項を記載し、これを会議資料として全員が情報を共

有できる形とし、各教員全員が順々に説明して質疑・討議を行う方式で行っている（4-3-29）。

教員相互に他の教員の授業方法や問題認識を共有することができ、それぞれの経験に基づ

いて相互に改善の示唆を意見交換していることから、効果を得ているものと考えている。 

学期末に行う「授業改善アンケート」(4-3-14)は、マークシートの集計後、個々の授業

科目について、選択項目の集計結果と自由記入欄のある学生記入の原票を担当教員に渡し

ている。これにより、各教員は、学生全体の評価と自由記述による生の声を聴くことがで

き、それぞれの授業改善に役立てられている。 

また、個々の授業科目ごとの集計結果は、表およびグラフにして教務委員会の審議に用

いている（4-3-30）。また、学部事務室において公開している。これにより、アンケートに
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よる評価が著しく低い項目のある授業科目については、教務委員会から担当教員に注意喚

起をする体制が整えられている。 

 

＜７＞人間科学部 

 毎学期末に「授業評価アンケート」を行っている(4-3-13)。アンケートの結果は、翌学

期に教育支援センターによって各担当教員へ配布される。その結果をもとに、人間科学部

専任教員は「授業評価アンケート結果と今後の課題」という振り返りの考察を学部長に提

出するので、授業内容・方法の改善に意識的に取り組んでいる。学部長、教務委員長は「授

業評価アンケート結果と今後の課題」を総括し、教育課程の改善に役立てている。 

 また、人間科学部内の FD 活動を通して、教育成果の検証が行われている。人間科学部教

務委員会では例年年度末に、FD 研修会を開催し、人間科学部専任教員は「授業評価アンケ

ート結果と今後の課題」をもとに、更なる教育内容・方法の改善について討議する。2014

（平成 26）年度は「どのような学生を育てるか」をテーマに、学部の 3 ポリシーと各自の

「授業評価アンケート結果と今後の課題」をもとに話し合いを行った（4-3-25、P.68）。2015

（平成 27）年度は人間科学部 FD 活動の一環として、公開授業の機会を設け、全学的に見

学を呼びかける予定がある。 

以上のように、定期的な FD 活動を通し、教育成果の検証とその結果を教育課程や教育内

容・方法の改善に反映させている。 

 

＜８＞工学研究科 

教育成果を検証するための方法として、前述した学生による修了時アンケートの他に、

一部複数の専攻ではアクティビティプログラムと呼ばれる、大学院生の研究・教育面での

成果を点数化して達成度を評価するシステムを導入しているところもある（4-3-31）。現在、

このような方法は他専攻でも導入することを検討している。 

また、工学研究科独自の FD 活動として、教育改善ワークショップを開催し、教育成果の

検証やアクティブ・ラーニングの推進等、教育改善に役立てている(4-3-32)。 

 主に研究面の検証方法の一つであるが、修士論文の中間発表を一般に公開することも一

部専攻で行われている。 

 修了時アンケート結果は、工学研究科教務委員会の専門 WG にて取りまとめられ、同教務

委員会および工学研究科 FD 委員会において議論される仕組みとなっている。また、アクテ

ィビティプログラム等の他の検証結果は教務委員会あるいは企画委員会に提示され、教育

体系の改善に利用されている。 

 今後、専門性ばかりでなく、基礎力の強化にも対応できる教育体系に向けて、プログラ

ムを順次更新する予定であるが、これらの効果を図るためにも工学研究科全体でのアクテ

ィビティプログラムの導入を検討する必要がある。 

 

＜９＞環境情報学研究科 

新たに大学院担当となった教員に対しては、年度当初に研究科長、両専攻主任、教務委

員長が参加して「大学院新着教員オリエンテーション」を実施し、各種ポリシーの説明に

加えて、授業の内容および方法に関しても新規着任教員と意見交換をしている。 
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学生からの評価は、2005（平成 17）年度から実施している各教員による「授業改善アン

ケート」を、2014（平成 26）年度から全科目全学生に対して実施している(4-3-14)。その

他にも随時教務委員が学生からの申し出に対応している。「授業改善アンケート」の集計結

果は、研究科長、教務委員長が確認した上で、各教員にフィードバックするとともに、学

生の意見に対しては教員による回答をウェブページで学内公開することで、教員と学生間

のさらなる交流と情報の共有化に努めている（4-3-28）。その他、1 年次の 2 回にわたる研

究内容発表（英語）及び 2 年次初めのポスター発表と 2 年次後半の中間発表は、研究指導

を改善する機会になっていると考える。 

 

２． 点検・評価 

 

●基準４（３）の充足状況  

本学では、教育目標の達成に向け、様々な授業形態（講義・演習・実験等）を採用し、

効果的な学習のために、1 セメスターあたり原則として上限 24 単位の履修科目登録上限を

設けている。また、全学的に統一されたシラバスのフォーマットに従い、授業の目的や到

達目標、授業計画、成績評価方法等を明示し、授業科目の内容により、ディスカッション

やプレゼンテーションなど、学生の主体的な参加を促す授業方法をとり、到達目標を達成

した者に対して、適切に単位認定をしている。 

授業成果の検証については、「授業改善アンケート」の結果等を検証し、教育方法や授業

計画を見直すことで教育改善につなげている。よって、本基準を充足していると判断でき

る。 

 

①効果が上がっている事項 

＜１＞大学全体 

1）  2014（平成 26）年度シラバスから、教科書・参考書は ISBN コードを記載することで書

籍情報とリンクし、詳細情報をウェブ上で得ることが可能になり、シラバスが一層充

実した(4-3-11)。 

2）  同 2014（平成 26）年度には、全学的な取り組みとして、得られる知識など、書き方の

模範となるベストシラバスを各学部で１つずつ選びだし、これを教員に提供し、執筆

上の参考とすることで、シラバスの質が一層充実した（4-3-33）。 

3）  全学 FD・SD フォーラムには、約 9 割の教職員が参加し、大学として、FD・SD 活動を通

した教育改善に高い意識と関心があることが伺える。 

4）  新任の教員および職員を対象とした FD・SD ワークショップ研修では、参加者の満足度

が高いことから、新任教職員の教育改善に関する意識の高揚に資する取り組みと評価

できる（4-3-34）。 

 

＜２＞ 工学部 

1）  一部の学科では、講義と演習を組み合わせた、週 2 時限の授業による 3 単位の科目を

設定して、理論と実践が密接に連携した授業を行っている。 

2）  2015（平成 27）年 4 月に世田谷キャンパス図書館にラーニングコモンズを開設し、学
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生の主体的な学びの場となっている。工学部教務委員会と知識工学部教務委員会の合

同教務委員会で、担当のワーキンググループを設置して、有効な活用方法を検討して

図書館委員会と共同で運営している。利用率は高く、宿題・レポート・グループワー

クなどに活発に利用されている（4-3-10）。 

3）  工学部教務委員会の教務委員が工学教育関連学協会に参加することにより、教育のあ

り方を確かめる機会を設け、教務委員の見識と意識の向上につながっている。 

これらにより、教育改善が図られている。 

 

＜３＞知識工学部  

1）  2015（平成 27）年 4 月に世田谷キャンパス図書館にラーニングコモンズを開設し、学

生の主体的な学びの場となっている（4-3-10）。知識工学部教務委員会と工学部教務委

員会の合同教務委員会で、担当のワーキンググループを設置して、有効な活用方法を

検討して図書館委員会と共同で運営している。利用率は高く、宿題・レポート・グル

ープワークなどに活発に利用されている。 

 

＜４＞環境学部 

1）  環境学部では、学外授業で環境に関連する工場見学や実習を行い、社会との関わりの

中で環境問題に関する意識の涵養を図っているが、実施後の学生へのアンケート評価

が良好であることから、一定の効果を得ていると判断できる（4-3-35）。 

 

＜５＞メディア情報学部 

1）  履修科目登録の上限設定の導入により、以前より計画的に履修し、また各科目での学

生の受講態度が改善した。 

2）  成績通知書に席次が記載されることにより、学生は学科内での成績順位を知ることが

でき、自分の学習到達度の手掛かりとすることができる。 

 

＜６＞都市生活学部 

1）  実践力のある人材の育成を目指し、演習型授業に力点をおいた授業編成は、都市生活

学部の教育方法における大きな特徴であるが、これによる成果は、4 年間の学業の集

大成となる卒業研究のプレゼンテーションの場において、独創的な研究テーマの選択、

短い発表時間における伝達力のあるストーリーの構成、パワーポイントによる発表用

スライドのデザインの工夫などといったプレゼンテーションの質的レベルの高さに成

果が表れていると考えられる。 

 

＜７＞人間科学部 

1）  総合大学としての多数の教養科目の履修が可能であることで、幅広い教養と人間性を

養うことができるとともに、専門科目については、人間科学部の 100 名定員を基準に、

講義、演習(50 名以下で実施)、実習、実技など、教育目標に示した少人数制クラス編

成による学修効果を上げている。 

2）  成績評価については、授業担当者の評価基準を尊重しているが、各学期に行う科目別
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成績統計一覧を示すことで授業担当者の評価基準の適切性のための指針を与えている

（4-3-22）。また「秀」評価についてのみであるが共通認識を持ち、厳正な評価を行っ

ている。 

 

＜８＞工学研究科 

1）  工学研究科では、工学研究基礎科目、工学研究教養科目、および各専攻授業科目とい

う形で教育課程を体系化し、また、研究指導面においても、主査、副査など複数人の

教員による指導体制を取っている。さらに、これらの指導内容は各専攻の会議で情報

共有しているため、学生指導に効果を上げていると評価している。 

 

＜９＞環境情報学研究科 

1）  入試時の選考に関しては、外国語能力を判断するため、TOEIC 受験の結果を選考の参考

資料とし、入学後の教育に関しては、修士 1 年次に、研究の内容について英語による 2

度にわたる研究発表会を行うなど、外国語能力向上のための措置を導入したことによ

り、学習意欲が向上している。 

 

②改善すべき事項 

＜１＞大学全体 

1）  全学教務委員会の下部組織である FD 専門委員会が中心となって展開している活動は、

主に各学部各学科、あるいは各研究科から選出された教員委員が中心となっている。

全教職員を対象とした教育に対する取組み施策もあるが、回数が少ないため、今後は

全教職員を対象とした取組みの回数を増やす必要がある。 

 

＜２＞工学部 

1）  学生が能動的に学習に取り組むアクティブラーニングの推進を進める方針はとってい

るが、採用は一部の授業科目にとどまっている。また、ラーニングコモンズとの連携

も十分とはいえない。 

  

＜５＞メディア情報学部 

1）  開設 3 年目で完成年度を迎えていないため、過去のデータが不足していることから予

測された受講者数と実態としての受講者数にずれを生じている場合がある。特に主体

的参加を促す形式の演習等の授業においては予測以上の学生の参加のために適切な教

室が不足したりする場合がある。主体的参加を促す学習を進めるうえではこのような

環境整備を進めていくと同時に、同一科目の増設対応の検討が必要である。 

2）  主体的参加を促す学習の積極的導入にあたっては、TAや SAの積極的活用が必要である。

メディア情報学部では演習系科目に SA が配置されてはいるものの、現時点での役割は

授業内のサポートに限られ、限定的である。 

 

＜６＞都市生活学部 

1）  履修科目登録の上限設定に関連して、3 年次の必修科目「プロジェクト演習」について、
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現在 70 単位以上を修得することが履修登録の条件として学則に定めているが、このこ

とが、実施面において学生の受講条件に著しい複雑化を招いているとともに、低学年

次において修得単位数が少なかった学生に対して、各学期の履修登録上限ともあいま

って挽回の機会を制約していることが学習意欲に却って障害となってしまうマイナス

面もあることが判明している。このことから、当該学則の見直しを検討することが必

要である。 

 

＜７＞人間科学部 

1）  成績評価については基本的に授業担当者にゆだねており、先に述べたように最終的な

評価のみを教務委員会、学部全教員で共有、確認している。成績評価は、授業の内容

や質、試験のレベルと密接に関連しているものであるので、厳正な成績評価を行うた

めには、授業の質、課題のレベルなど総合的に捉えなければならない。専任教員にお

いては、この経緯を共有しやすいが、非常勤講師についても情報を共有し、より密な

連携が必要である。 

 

＜８＞工学研究科 

1）  他大学からの入学生や留学生、あるいは大学院において専門を変更した学生の履修や

研究指導における配慮を検討する必要がある。また、学生の学力に見合った教育課程

の見直しも必要である。修士課程の学生数の増加に伴い、入学する学生の学習レベル

の低下が危惧されるとともに、社会環境の変化が予想されることから、それに対応す

るために基礎学力の重視も求められるようになっている。 

 

３．将来に向けた発展方策 

 

①効果が上がっている事項  

＜１＞大学全体 

1）  シラバスについては、書籍情報以外でもリンクで得られる情報等を検討していく。 

2）  模範となるシラバス以外に、第 3 者チェックによる記載内容の確認を行うなど、より

一層の充実を図る。 

3）  全学 FD・SD フォーラムへの参加率をさらに高めていけるよう、積極的に啓発活動等、

行っていく。 

4）  FD・SD ワークショップ研修の内容を毎年見直し、より参加者の満足度が高い研修内容

を提供できるよう検討していく。 

 

＜２＞工学部 

1）  講義と演習を組み合わせた授業形態において、TA・SA をより有効に活用して、受講生

の学習効果を今まで以上に高めていく。 

2）  ラーニングコモンズを有効に活用するために、上級生のラーニングサポーターによる

相談デスクを開設して、学習の助言を行っている。ラーニングサポーターの研修を継

続的に行い、効果的な助言を行うと共に、利用者の学生への周知を広げていく。 
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3）  工学教育関連学協会で収集した他大学の優れた教育手法について、学内でも FD 関連の

講演会などを実施して、広く周知していく。 

 

＜３＞知識工学部 

1）  ラーニングコモンズを有効に活用するために、上級生のラーニングサポーターによる

相談デスクを開設して、学習の助言を行っている。ラーニングサポーターの研修を継

続的に行い、効果的な助言を行うと共に、利用者の学生への周知を広げていく。 

 

＜４＞環境学部 

1）  環境学部では、多様な教育形態の一環で学外授業を利用する施策が学部の教育方針に

大きく寄与していることから、今後も内容を適宜見直し、充実させ、継続していく。 

 

＜３＞ メディア情報学部  

1）  履修科目登録の上限設定に伴う効果については、検証を継続していく。 

2）  成績通知書の席次の記載は、学生の学科内での学習到達度の確認に資する取り組みと

して、引き続き継続していく。 

 

＜６＞都市生活学部 

1）  3 年次の演習型授業「プロジェクト演習」は、4 年次の「卒業研究」につながる中核的

役割を果たしている科目と考えられる。現在、この演習の正規の授業時間は週 2 コマ

（200 分）であるが、さらに効果を上げるため、さらなる授業方法の充実を検討したい。 

 

＜７＞人間科学部 

1）  少人数制の授業が多い為、学生の学修の程度を捉えながら授業が展開できているので

この点は継続する。 

2）  FD 研修の一環として、授業公開を行い各科目担当者による授業の質を検証し、授業方

法の相互の理解を深めていることと、教育方法・成績評価などに関わる課題を学部全

教員で話し合う FD 研修会を実施していることが教育効果を上げている。この点も継続

していく。 

 

＜８＞工学研究科 

1）  工学研究基礎科目、工学研究教養科目、各専攻授業科目以外にも、大学院におけるリ

メディアル教育の導入や、大学院生の学部科目履修の推奨など、学習効果をさらに高

める方策を検討していく。 

 

＜９＞環境情報学研究科 

1）  1 年次の英語発表会の経験を活かして、積極的に国際会議で発表する学生がでている。

しかし、大学院生としての読み、書き、聞き、話す能力および自分の論文をもとに英

語で議論する能力はまだ十分とはいえない。そこで、環境情報学専攻においては、大

学院生の質疑応答能力を向上させることを目的として、共通教育部の協力を得て、2014
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（平成 26）年度より「Reading & Discussion」科目を新設した。この効果はまだ明確

ではないが、今後とも一層の努力が必要と考えられる。また、英語発表会および修士・

博士論文の中間発表であるポスター発表会では表彰制度を設けており、これも学生の

研究意欲を高める一助となっている。 

 

②改善すべき事項 

＜１＞大学全体 

1）  全学教務委員会の下部組織である FD 専門委員会で行っている活動を、単に教務委員を

中心とした活動ではなく、全教職員を対象とした活動へと展開し、また、全教職員を

対象とした活動回数を増加する。 

 

＜２＞工学部 

1）  アクティブラーニングを広く採用するために、TA・SA が参加して授業内でチュートリ

アルを実施する。また、ラーニングコモンズと連携して授業時間外の主体的な学習を

実施する。 

 

＜５＞メディア情報学部 

1）  教室環境の整備については大学の資源の問題もあり、一定の制約もあるが、現在全学

FD 専門委員会を中心に、アクティブラーニングを実施するために必要な資源について

の検討が進められている。今後はこのような情報を共有し、教務委員会と学科会議を

中心に、必要な環境についての検討を行っていく。図書館では、書架の配置の見直し

による資料の利用促進と学習スペースの確保や従来固定されている什器を移動・撤去

などすることにより、個室やグループ学習室の増設などを検討している。 

2）  授業内のサポート以上の役割で参加できるよう、役割を見直していく。 

 

＜６＞都市生活学部 

1）  3 年次の必修科目「プロジェクト演習」について、現在 70 単位以上の修得を履修登録

の条件としている学則第 15 条 6 項の削除を予定している。 

 

＜７＞人間科学部 

1）  シラバスの作成にあたって、教員間での共通理解を深めているが、学生による「授業

評価アンケート」においては、学生は必ずしも積極的にシラバスを活用し授業に臨ん

でいるとはいえない。それは各教員が授業の到達目標と成績評価のポイントをより詳

細に示しきれていないことにも起因すると思われる。学生の学修の意欲、動機づけが

なされるための「シラバス」作成と、予習、復習、宿題および授業による学生の学修

過程と到達、それに対する評価の意味を総合的かつ具体的に示すシラバスに改善して

いく。また、非常勤講師を含めた教員間の授業計画、実践、評価、改善の PDCA サイク

ルの共通認識を図る。 

 

＜８＞工学研究科 
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1）  学生数の増加およびそれに伴うレベル低下、また基礎力の充実に対する社会の要請に

対しては、現行の修士課程を通した実践力の育成をそのままに、基礎学力の強化も図

る方策を立てる必要がある。これには、2010（平成 22）年度に導入実施した先行履修

制度をさらに活用するなど、学部教育課程との連携を見直し、教育課程のより一層の

体系化を検討していく。 

 

４．根拠資料 

 

4-3-1 学年暦 

4-3-2 工学部学修要覧（2015 年度）（既出 1-10） 

4-3-3 知識工学部学修要覧（2015 年度）（既出 1-11） 

4-3-4 環境学部学修要覧（2015 年度）（既出 1-13） 

4-3-5 メディア情報学部学修要覧（2015 年度）（既出 1-14） 

4-3-6 都市生活学部学修要覧（2015 年度）（既出 1-16） 

4-3-7 人間科学部学修要覧（2015 年度）（既出 1-17） 

4-3-8 工学研究科履修要綱（2015 年度）（既出 1-19） 

4-3-9 環境情報学研究科履修要綱（2015 年度）（既出 1-20） 

4-3-10 世田谷キャンパス図書館ラーニングコモンズパンフレット（既出 1-8） 

4-3-11 シラバス(教授要目)（既出 4-2-8） 

http://www.tcu.ac.jp/academics/syllabus/  

4-3-12 早稲田大学と東京都市大学との共同教育課程の設置に関する協定書（既出 3-45） 

4-3-13 シラバス作成要領 

4-3-14 授業改善アンケート 

4-3-15 シラバス第 3 者チェック実施要領 

4-3-16 教務関係の各種手続きについて（ご案内・ご依頼）[等々力キャンパス] 

4-3-17 東京都市大学学則（既出 1-3） 

4-3-18 東京都市大学工学部教授会規程（既出 3-15） 

4-3-19 東京都市大学知識工学部教授会規程（既出 3-21） 

4-3-20 東京都市大学メディア情報学部教授会規程（既出 3-52） 

4-3-21 東京都市大学都市生活学部教授会規程（既出 3-33） 

4-3-22 人間科学部 科目別成績評価統計（教務委員会参考資料）  

4-3-23 東京都市大学大学院学則（既出 1-4） 

4-3-24 FD・SD ワークショップ実施内容 

4-3-25 教育年報（2014 年度）（既出 1-33） 

4-3-26 学生実態調査アンケート集計結果報告書（平成 27 年度）（既出 4-1-31） 

4-3-27 東京都市大学学部紹介（工学部）（既出 1-26） 

http://www.tcu.ac.jp/academics/engineering/index.html  

4-3-28 授業改善方策フィードバック（横浜キャンパス） 

4-3-29 都市生活学部授業改善会議開催案内（2015 年 9 月 9 日） 

4-3-30 都市生活学部教務委員会議事（2015 年 11 月 4 日） 
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4-3-31 共同原子力専攻アクティビティ向上プログラム 

4-3-32 大学院工学研究科教育改善ワークショップ（既出 4-1-33） 

4-3-33 ベストシラバス 

4-3-34 FD・SD ワークショップアンケート 

4-3-35 学外授業実施報告（環境学部、環境情報学部） 
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第４章．教育内容・方法・成果 

（４）成果 

１．現状の説明 

 

（１）教育目標に沿った成果が上がっているか。 

 

＜１＞大学全体 

 本学では、学生の学習成果を測定するための評価指標として、単位認定状況や進級・卒

業状況などを把握している他、「授業改善アンケート」、英語 G-TELP のスコア、GPA（Grade 

Point Average）などを採用している。 

単位認定状況や進級・卒業状況、進路決定状況は、各学部の教授会等において把握され、

検証がなされている。 

「授業改善アンケート」は基本的に、年 2 回全学的に実施している。多くの学部・研究

科で、原則としてすべての授業科目を対象として実施されている。アンケートの結果は集

計され、各学部の学科会議等で報告され、評価結果をもとに授業の内容・方法・成果等を

顧みて、次期以降の授業改善が図られている。 

G-TELP は、外国語（英語）教育の学習成果を測定するものとして、全学生に対し、1 年

次入学時、1 年次の後学期終了時の 2 回、学内で実施され、受験が義務付けられている。

本学では、1 年次入学時の受験結果のスコアに関しては、1 年次の習熟度別クラス編成、1

年次の後学期終了時の受験結果のスコアは、2 年次の習熟度別クラス編成に用いることで、

英語教育の効率化、各個人のレベルの向上やモチベーションの向上につなげている。 

GPA に関しては、教育成果の点検の他、席次の算出、奨学金の選考等に用いられている

が、現時点では、学部ごとに若干の取扱や基準の違いがある（4-4-1、P.51）（4-4-2、P.49）

（4-4-3、P.49）（4-4-4、P.49）（4-4-5、P.59）（4-4-6、P.52）。 

学生の自己評価、卒業後の評価（就職先の評価、卒業生評価）については、制度化され

ていないが、就職先や卒業生からの評価に関しては、企業からの学生推薦依頼や、卒業生

からの協力という形に表れており、これを一つの教育成果と捉えている。 

なお、学士課程については、2016（平成 28）年度から、客観的な評価指標の１つとして、

「卒業研究」に対し、ルーブリック評価を行うことを全学教務委員会で決定した。 

これにより、「卒業研究」という集大成の課題の客観的評価指標が決定し、2016（平成

28）年度からシラバス等により、学生に明示する準備を進めている。 

 

環境情報学部についても大学全体と概ね同様である。 

 

共通教育部については、「授業改善アンケート」で、学生自身の授業の理解度や取り組み

を評価する項目（出席・予習復習・質問等）があり、学生の自己評価ができる仕組みにな

っている。また毎年発行される学生実態調査:アンケート集計結果報告書でも共通教育部開

講科目に関するアンケート項目「教養に関する科目について」「外国語科目について」「保
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健・体育科目について」があり、学習成果や自学自習に関する質問に全学年の学生からの

回答結果が公表されている。 

 

＜２＞工学部 

工学部では、大学全体として用いる 2つの評価指標のうち、G-TELPのスコアについては、

教授会等で随時報告し、学科横断的に比較できるようしている。GPA については、教育レ

ベルの点検や、席次の算出、学生表彰（「学術優秀賞」、「理事長賞」）等の選考に用いてい

る。学術優秀賞は、4 年間通算の GPA 値が最高であったものに対して、理事長賞は、同次

点者に対して与えている（4-4-7）。 

学生の自己評価については、2014（平成 26）年度末に実施した学生実態調査アンケート

において 4 年終了時点で「自分自身は熱心に学修に臨みましたか？」という質問に対して、

工学部全体で「かなり熱心に取り組んできた」が 12.3%、「まあまあといったところ」が 64.5%

で、約 4 分の 3 の学生が平均以上の取り組みを行ったと自己評価している（4-4-8、P.112）。

また、自分の所属学科への満足度は、「かなり満足」が 41.5%、「まあまあといったところ」

が 51.6%で大部分の学生が肯定的な回答をしている（4-4-8、P.158）。 

学生の就職に関してはキャリア支援センターで支援を行っているが、卒業後における学

生の就職先での評価に関しては、指導教員ごとに就職先の企業からの評価報告を頂く程度

に留まっている。また、一部の学科で卒業生を招いたシンポジウムを継続的に開催して、

卒業後の評価について確認をしている。 

 

＜３＞知識工学部 

知識工学部では、大学全体として用いる 2 つの評価指標のうち、GPA については、教育

レベルの点検や、席次の算出、学生表彰（「学術優秀賞」、「理事長賞」）等の選考に用いて

いる。学術優秀賞は、4 年間通算の GPA 値が最高であったものに対して、理事長賞は、同

次点者に対して与えている（4-4-7）。 G-TELP のスコアについては、教授会等で随時報告

し、学科横断的に比較できるようしている。  

知識工学部では、授業科目毎の「授業改善アンケート」および年度末の「学生実態調査

アンケート」において、学生自身が勉学に熱心に望んだかどうかを質問しており、大半の

学生から肯定的な回答が得られている。このほか、授業内容やカリキュラムに関する質問

にも概ね肯定的な回答が得られている。 

 学生の就職に関してはキャリア支援センターで支援を行っているが、卒業後における学

生の就職先での評価に関しては、指導教員ごとに就職先の企業からの評価報告を頂く程度

に留まっている。また、一部の学科で卒業生を招いたシンポジウムを継続的に開催して、

卒業後の評価について確認をしている。 

 

＜４＞環境学部 

環境学部では、大学全体として用いる 2 つの評価指標のうち、G-TELP のスコアに関して

は、基本的に共通教育部に取り扱いを委ねている。但し、教授会等で学科毎のテスト結果

を随時報告している。GPA については、教育レベルの点検や、席次の算出、学生表彰（「学

術優秀賞」、「理事長賞」）の選考に用いている。 
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学生の自己評価については、「学生実態調査アンケート」を実施し、「熱心に学修に臨ん

だか？」、「所属学科への満足度は？」等、自己評価を当設問である程度計ることができる

と予測している（4-4-8、 P.112、P.159）。 

卒業後の評価（就職先の評価、卒業生評価）は当学部においては特に制度化されていな

い。評価については、環境学部は、現在開設 3 年目でまだ卒業生がいないことから、卒業

後の就職先での評価といった観点から成果の評価はできない。 

 

＜５＞メディア情報学部  

 メディア情報学部では、大学全体として用いる 2 つの評価指標のうち、GPA については

１～3 年では主に履修指導で用いられ、担当教員(1、2 年はクラス担任、3～4 年は研究室

担当教員)がこれによって指導を行っている。順位に関しては、面談の際に学生が口にする

ことも多く、学生自身に対して学習成果のフィードバックの効果がかなり見られる。また

GPA は下位学年では奨学金の貸与での基準として、さらに情報システム学科では研究室配

属の際に希望研究室への配属を GPA に基づいて行っている。「学術優秀賞」、「理事長賞」等、

卒業時の学生表彰対象者も GPA に基づいて算出されている（4-4-7）。 

前身である環境情報学部では主に学生の取得した成績、卒業時に教務委員会が全員に対

して実施している学生実態調査、就職状況および就職先の評価を用いていた。しかしなが

らメディア情報学部は現在開設 3 年目でまだ卒業生がいないことから、卒業後の就職先で

の評価といった観点から成果の評価はできない。また学生は地域連携など、外部の企画へ

の参加（都築市役所の地域連携調査など）を積極的に行っているものの、これらも 3 年の

研究室配属後のもので、2015（平成 27）年度時点ではまだ特にメディア情報学部の学生に

よる成果は出ていない。 

 なお、G-TELP については、2014（平成 26）年度入学生に対し、①2014 年 4 月（入学時）

と②2015 年 1 月（2 年の終わり）に実施した結果によるとメディア情報学部は第 1 回の平

均点より第 2 回の平均点の方が、両学科とも若干ではあるが向上が見られ、成果を見せて

いる。 

  

＜６＞都市生活学部 

 都市生活学部では、大学全体として用いる 2 つの評価指標のうち、G-TELP のスコアにつ

いては、教授会等で随時報告し、学科横断的に比較できるようしている。GPA については、

教育レベルの点検や、席次の算出、学生表彰（「学術優秀賞」、「理事長賞」）等の選考に用

いている。 

 なお、卒業生からの評価に関する取り組みは実施していないが、学生の就職内定状況や

進路実績は当該学部学科の教育目標に合致するものであり、特に問題ないと考えている。 

 

＜７＞人間科学部 

学生の学習成果の測定のための評価指標として、キャリア支援センターが行っている「ポ

ートフォリオ」、人間科学部が幼稚園教諭一種免許状の課程を有することから行っている

「履修カルテ」が挙げられる。これらの具体的なツールにより各学生の教育成果を確認し

ている。 
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1）  ポートフォリオは「宣言」「気づき」「毎日の講義の学びの記録」「行動の記録」「半期

ごとの振り返り」の各シートから構成される構造化された評価指標である。このシー

トを記載する作業を通して自己の学習成果を就職活動まで含めて網羅的に自己評価

できるものであり、担当教員ともに定期的に内容を確認してより客観的な評価へとつ

なげていくものである（4-4-9）。 

2）  履修カルテは幼稚園教諭一種免許状の課程を有することから実施しているものであり、

免許課程における必要事項について記録し、自己評価するものである。この実施によ

って免許課程修了にあたっての必要な資質事項に対する自己の現状把握がより具体的

にできるものである（4-4-10）。 

卒業後の就職先については学部、キャリア支援センターで把握はしているが、各学生か

らの卒業後の評価は実施しておらず、今後の課題として現在取り組んでいる。 

 

＜８＞工学研究科 

 前述したように、教育の達成度を図るためのアクティビティプログラムが開発され、一

部の複数専攻で導入・実施されている。これらの結果によると、この種の達成度評価の導

入は、多くの学生の学習意欲の向上につながるため、学習成果が上がることが報告されて

いる（4-4-11）。また、一部の専攻においては、同窓会の協力を得て、卒業後アンケートを

試験的に実施した。これは必ずしも大学院生の卒業生を対象としたものではなかったが、

研究科の教育プログラムの有効性を確認することができたことに加え、工学基礎力の養成

が重要であることが確かめられた。これらの成果は、工学研究科 FD 委員会でも意見として

述べられており、全専攻で実施することについても議論した。 

 このように、既に研究科においては教育成果の検証方法が確立されており、試行的に実

施されている。これによれば、教育効果が上がっていることが示されているものの、一部

専攻の結果であることから、アクティビティプログラム・卒業生アンケートの研究科での

実施に向けて議論を続けていく。 

 

＜９＞環境情報学研究科 

学生の学習成果の測定には特に評価指標は設定していないが、半年ごとに実施される発

表会における進捗状況に基づいて関連指導教員間で行っている。その際、成果の確認に加

えて、今後の取るべき方向について具体的に検討し、指導教員の指導に反映させる体制を

採っている。 

修士論文および博士論文を完成する過程で、中間発表とその討論により学生自身の取組

む課題が明確化できるようにしており、指導教授等が研究指導の過程で必要なプロセスを

把握している。また英語発表による研究内容の発表会の実施は、今後、国際会議での発表

機会に資するものと考える。さらにポスター発表会は、研究課題を要約したポスターを前

に、大学院担当教員および大学院生間での討論を繰り返すことにより、これから取組む研

究課題の目的、研究計画の妥当性、期待される研究成果その意義を明確にすることに大い

に貢献している。中間発表会は、大学院生が全研究科教員参加のもとに主査と副査の前で

研究成果を発表することで、大学院生自身の研究成果が何処にあるか、その社会的意義を

明確にすることができている。以上より、教育課程の展開ならびに学位論文の作成などを

111



第４章．教育内容・方法・成果 
（４）成果 

通じた教育・研究の指導の適切性が担保されて成果に繋がっているものと考える。 

学生の自己評価に関しては修了時における修士論文の「あとがき」等やそれぞれの口頭

による表明により得られているが、基本的に満足度が高いものとなっている。修了後の評

価については受け入れ企業による個別の評価も高いものがあり、それは研究科への求人数

の高さにも示されていると考えられる。 

 

（２）学位授与（卒業・修了認定）は適切に行われているか。 

 

＜１＞大学全体 

 本学では、学則等に基づき、各学部学科、研究科の学位授与基準を設定している。 

学位授与手続きに関しては、各学部の教授会規程、研究科委員会規程ならびに「東京都

市大学学位規程」（4-4-12）にて定め、学位授与の基準に照らしながら、卒業・修了認定を

適切に行っている。 

学士課程においては、修業年限を満たし、所定の単位を修得した者に卒業を認め、学士

の学位を授与している。 

修士課程においては、所定の単位を修得し、必要な研究指導を受けた上で、修士論文の

審査および最終試験に合格した者に修士の学位を授与している。 

博士後期課程においては、必要な教育・研究指導を受けた上で、博士論文の審査および

最終試験に合格した者に博士の学位を授与している。 

なお、博士後期課程においては、従来研究指導のみで講義科目等、教育課程の整備がさ

れていなかったが、2016（平成 28）年度より、教育課程が整備され、講義科目、研究指導

科目共に単位化がなされ、修了要件が設けられる予定となっている。 

在学期間に関しては、修士課程は 2 年間、博士後期課程は 3 年間であるが、優れた業績

を上げた者については、1 年以上の在学で足りるものとしている（4-4-12）。 

学位授与の妥当性、透明性を高めるべく、各研究科・専攻では、これらの審査に関する

改善に取り組んでいる。 

 

 環境情報学部についても、学位規程や学則に従い、大学全体同様、すべての要件を満た

した学生のみに学位を授与している。卒業判定を行う教授会よりも前に、4 年生に対して

成績開示期間が設けられており、そこで授業科目の卒業要件不足の者にあっては、一定の

条件を満たしている場合に再試験を受けることを認めている（4-4-13、P.37）。 

 

＜２＞工学部 

工学部では、学位授与に関しては、各学科での審議を踏まえ、最終的には、学部として

教授会で審議し（4-4-14）、学位規程に従って学位を授与している。 

 

＜３＞知識工学部 

知識工学部では、学位授与にあたって、学則、および学位授与方針に従い、在学期間や

卒業に必要な単位数を設定しているが、最終的な学位授与の審議は、学部教授会において

行っている（4-4-15）。 
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＜４＞環境学部 

環境学部では、各学科の学位授与のために、学部教授会で、在学期間、修得単位数等、

時間をかけて確認、必要に応じて質疑を行い、学部教授会で審議し、判定を行う予定であ

る（4-4-16）。（学部の完成年度前のため、現時点では卒業生をまだ輩出していない） 

 

＜５＞メディア情報学部  

 現時点では卒業生がいないので学位授与の実績については言及できないが、学位規程や

学則に従い、学部教授会で、在学期間、修得単位数等、時間をかけて確認、必要に応じて

質疑を行い、学位を授与する予定である（4-4-17）。 

  

＜６＞都市生活学部 

 都市生活学部では、学位授与にあたって、学則および学位授与方針に基づいて在学期間

や卒業に必要な単位数を設定している。学位授与は都市生活学部教授会において審議し、

学位規程に従って学位を授与している（4-4-18）。 

 

＜７＞人間科学部 

人間科学部では、必要単位の修得状況の確認を教務委員会で行った後、教室会議、教授

会（卒業判定会議）の審議、承認を経て行われ、客観的かつ厳密に行われている（4-4-19）。 

特に卒業研究については各学生が 3 年次の特別研究から研究をスタートさせ、研究の方

法論等を学び、4 年次には論文として各自提出させている。発表については、所属ゼミ内

および学部 3・4 年生合同の全体発表を義務づけている。論文の概要は印刷して公開し、ま

た卒業論文の要旨はデータベース化し、学外からのアクセスを可能としている（4-4-20）。 

 

＜８＞工学研究科 

修士論文および特定課題研究に対する審査基準（含英語能力）が規定されており、審査

結果は工学研究科委員会での審議・承認を経て学位が授与される（4-4-21）（4-4-22）。 

審査は主査を含む 3 名以上の審査員により判断されるため、主査だけでなく、複数の教

員による客観的な判断がなされている。また、最終審査に至る前には、中間発表が開催さ

れ、学生の研究に対する進捗は定期的に把握されている。 

一方、博士後期課程の学位も、主査並びに副査(含外部委員)を含む 4 名以上の構成員に

より審査され、学術論文など研究業績を十分に考慮した上で、学位が授与される（4-4-21）

（4-4-22）。 

 

＜９＞環境情報学研究科 

学位授与に関しては、その基準および手続きは履修要綱に明確に記載されている。また、

ディプロマポリシーにより、研究科および環境情報、都市生活両専攻の認定基準が示され

ている。 

修士課程のディプロマポリシーでは、所定の年限在学し、所定の単位を修得し、研究と

具体的な実践を体験していく中で、修士論文を通して以下の 3 つに掲げる能力を身につけ
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たと判定されたものに対し修士の学位を授与することとしている。その能力とは、環境、

情報、都市生活に関する特定の問題に関し、深く考察し、専門知識を身につけたもの、現

代社会が直面する諸問題に対する科学的な思考、調査・分析・評価を通して解決方法を構

想できる能力、あるいは、必要に応じてそれを提案できる能力を身につけたもの、適切な

倫理的配慮のもとに研究を続ける資質と研究を発展させる可能性が認められるものである。 

修士課程での学位審査は上記の基準に従ってなされる（4-4-23）（4-4-24、P.46）。審査

の透明性、客観性を高める措置として、学位審査にあたって、主査 1 名および副査 2 名に

よる審査を行い、さらに、論文発表を公開で実施し、主査、副査以外の大学院担当教員の

参加を得て論文の評価を行う制度を導入しており、学位審査の適切性を確保するようにし

ている。その後、外国語能力を加味して、研究科委員会における合格の承認を経て、学位

を授与している。 

博士後期課程のディプロマポリシーでは、所定の在籍期間を満たし「環境」・「情報」に

かかわる先端的な研究活動を自立的に行い、当該学問領域の主要な学会で認められる論文

を通して当該分野の発展に貢献するとともに、高度で深い学識を有し専門家・研究者とし

ての能力を有すると認められるものに対し、博士（環境情報学）の学位を授与するとして

いる。 

博士学位の審査会の開催にあたっては、論文の筆頭著者としての査読論文の掲載が 2 報

以上あることが求められる。研究科博士後期課程委員会において、選出された主査 1 名、

副査 4 名以上（少なくとも副査の 1 人は他専攻もしくは他大学院から選出）が、博士学位

の審査を行う。その後、学位論文の最終発表会の開催について審議があり、最終発表結果

によって学位論文を受理するか否かを決定する（4-4-23）（4-4-24、P.47）。受理された場

合は、研究科委員会で最終的な承認を得て、博士学位の授与となる。 

 

２． 点検・評価 

 

●基準４（４）の充足状況 

本学では、G-TELP テストスコアなどを用いた外国語運用能力の測定や、成績評価・単位

取得状況の測定を行っている。測定結果については、保護者、学生自身に「成績通知書」

として通知して、これまでの学習を評価し、意欲の向上を促している。学位に関しては、

学修要覧、履修要綱を配布し、あらかじめ学位授与の要件・基準を、明示し、各学部教授

会や研究科委員会における厳格な審査を経て授与している。よって、本基準を充足してい

ると判断できる。 

 

①効果が上がっている事項 

＜１＞大学全体 

1）  全学的に実施している G-TELP テストスコアは、英語運用能力を把握する上で、大きく

役立っている。また、習熟度別クラス編成の資料として活用されている。学生にとっ

ては、自身の現状能力の把握と学習目標などに役立っている。 

 

＜６＞都市生活学部 
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1）  卒業研究について、単位認定を前述のとおり厳格化させてレベルを底上げさせるだけ

でなく、優秀な研究の質をさらに上げるために、「卒業研究優秀賞」を創設している。

各研究室の優秀者だけのセッションを最終審査会とは別日に「卒業研究優秀賞審査会」

を開催し、全教員の審査の下で最優秀賞と優秀賞を選出している。さらに、この審査

会には 3 年生に参加を義務付けることで、次年度以降の研究に対する意識付けにも寄

与している。 

 

＜７＞人間科学部 

1）  人間科学部は 2009（平成 21）年度に開設し、2013（平成 25）年度に規定を満たした

96 名に学士（児童学）の学位を授与した。なお、「保育士」資格を 96 名、幼稚園教諭

１種免許状を 85 名が取得している。 

2）  学生による授業評価を定期的に実施しており、2015（平成 27）年 1 月に実施した最新

の評価では全体の集計として「授業内容はよく理解できましたか」の質問に 73.1％の

学生が「とてもそう思う」または「ややそう思う」と回答していた。「教員の姿勢は真

面目で熱意を持っていましたか」の質問には 86.7％の学生が「とてもそう思う」また

は「ややそう思う」と回答おり（4-4-25）、学生による授業の評価も高く、学習効果も

上がっていると考えられる。その結果として、2013（平成 25）年度より予定通り学位

授与者も輩出することができたと考えられる。 

 

＜８＞工学研究科 

1）  教育目標や学位授与方針を定め、これらを明示するとともに、それらの主旨に則った

教育課程を編成し、工学研究科委員会にてこれらをチェックする仕組みが整っている。 

また、常に工学研究科教務委員会にて、授業科目の更新や教育科目の体系化について

議論がなされており、教育課程にふさわしい教育内容が提供されている。教育方法も

適切であり、シラバスの充実化やそれに伴う成績評価の厳密化も進めている。これら

のことから、工学研究科においては、PDCA サイクルに則った教育向上のためのシステ

ムが構築かつ運用されており、教育内容を初めとして毎年更新がなされていることか

ら、多くの点で効果が高いと評価している。 

 

＜９＞環境情報学研究科 

1）  学会参加、学会発表はいうまでもなく、学問的刺激を誘発させるための措置として大

学院生の調査研究および学会出席のための財政的支援を行っている。 

2）  修士課程修了者の進路状況として、これまで就職希望者のほぼ 100％が就職を達成し

ており、分野的にも情報関連産業、建築設計コンサルタント、環境コンサルタント、

建設業、製造業、小売業、公務員、各種法人職員等、環境情報学研究科に関わる広範

な分野に進んでいる。また、環境情報学研究科および他大学進学を含め、数名の博士

後期課程進学者を輩出しており、今後高度な専門職に就くことが期待できる。 

 

②改善すべき事項 

＜１＞大学全体 
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1）  GPAの算出方法について、現時点では学部ごとに若干の取扱や基準の違いがあるため、

大学全体で統一した算出方法、運用を整備する必要がある。 

 

＜４＞環境学部 

1）  2016（平成 28）年度に完成年度を迎えるにあたり、事例研究を含めた学習効果等を勘

案の上、カリキュラムの再検討を行う。 

 

＜５＞メディア情報学部 

1）  まだ完成年度を迎えていないことから、初めて開講された授業もあり、必ずしも教員

同士が他で開講されている授業内容について十分な理解が得られていない面もある。

アクティブラーニングや PBL は授業間での協同も重要であることから、今後は FD 活動

などを通して授業間での相互理解を深めることが必要である。 

2）  クォーター制の導入に伴い、開講科目数等、カリキュラムの再検討を行う必要がある。 

 

＜６＞都市生活学部 

1）  卒業研究と就職活動の両立が困難な学生に対する対処に苦慮している。卒業研究の前

段階であるプロジェクト演習については、学部創設時は 3 年次に 2 つの研究室を選択

できる仕組みとしていたが、2012（平成 24）年より、前期のみ 2 つの研究室を選択で

き、後期からは 1 つの研究室に絞り、そのまま卒業研究のゼミに繋がっていくという

運用に変更し、卒業研究に取り組みやすい環境整備に努めてきたが、それでも十分と

は言えない。現在では、さらに前期から 1 つの研究室に絞り、3 年次 4 年次と 2 年通し

て継続して研究室に所属することにして、研究に専念できるような運用に変更するこ

とを検討している。 

 

＜７＞人間科学部 

1）  卒業論文の評価については、公開性と透明性が求められる。公開性については印刷物

による概要とデータベースによる要旨の公開にとどまっているが、学生への学習効果

を考えると全文を学生に公開することも検討の余地がある。透明性については、現在

卒業論文担当教員から卒業論文の評価の詳細な基準の提出を求め、学部としての厳正

な評価基準を構築中である。 

2）  卒業生が卒業後、就職活動、キャリアステップについて講演などを行う機会は設けて

いるが、卒業後の学生による評価、就職先による評価のシステムが十分に構築されて

いるとは言えない。 

 

＜８＞工学研究科 

1）  社会環境の変化に合わせて、学生が備えるべき能力も変わってくると考えられるが、

そのような状況の中、工学研究科が学生に求める教育目標の一層の明示が必要であり、

それに対応していく評価の仕組み作りも必要になる。 

 

＜９＞環境情報学研究科 
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1）  学年開始時に、研究科長および教務委員長と教育支援センターによる履修ガイダンス

を実施、ガイダンス期間中に指導教員は授業科目の履修指導を行う時間帯を設け、修

士論文、博士論文の研究を展開するに必要な授業科目の履修指導を適切に行っている。

しかし、学際的分野であることの特徴から、さまざまな科目群の履修パターンがあり

うることから、履修計画が的確かどうかの評価や、主専攻・副専攻を意識した単位取

得計画について、今後とも一層の検討を図る余地があると考えられる。 

 

３．将来に向けた発展方策 

 

①効果が上がっている事項 

＜１＞大学全体 

1）  共通教育部については、英語の外部試験（G－TELP）を利用した全学的な学習成果の評

価方法をさらに他の共通科目・教養科目にも取り入れることを検討する。 

 

＜６＞都市生活学部 

1）  卒業研究の質の向上および 3 年生への意識付けはうまくいっているが、卒業研究優秀

賞の選定方法についてはさらに発展させる余地がある。都市生活学部は学問領域が広

範囲で、その評価軸も多様である。現在は全教員の投票によって優秀賞を選出してい

るが、建築計画系のテーマが模型等のわかりやすい成果物もあり、高評価を得やすい

傾向にあるとの指摘もある。また、複数名での研究も認めており、審査会のような公

開プレゼンテーションでは、複数名での研究課題と、単独での研究課題とで評価をど

のように行うかが不明確であり、今後、学部教務委員会を中心に改善策を検討してい

く。 

 

＜７＞ 人間科学部 

1）  今後も各学生の修得単位の客観的な把握、透明性の高い審議、判定を通して適切な学

位授与を継続し、「保育士」資格取得者数、幼稚園教諭１種免許状取得者数を高い水準

で維持していく。 

2）  学生による授業評価は理解や満足度は現状では高いと考えられるが、今後も教員の FD

等の研修を通してさらに質の高い教育を提供するよう努力していく。学生による授業

評価では「よく理解できた」の割合を 80％、「教員の熱意ある姿勢」は 90％を目標と

する。 

 

＜８＞工学研究科 

1）  現在、工学研究科教務委員会や工学研究科委員会中心に学位授与方針や教育課程の見

直しを行う等、適切に PDCA サイクルが回っているため、特段問題はないと考えている。

今後は教育目標の達成度確認のために、修士論文におけるルーブリックの導入などの

実施を検討していく。 

 

＜９＞環境情報学研究科 
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第４章．教育内容・方法・成果 
（４）成果 

1）  大学院生の調査研究および学会出席のための財政的支援制度を利用する件数を増加さ

せる必要がある。海外大学とのワークショップへの参加者数を増加させることで、学

会発表の経験を得る機会を提供する。 

2）  持続可能社会が求められる現在、どの産業においても環境と情報は必要不可欠な要素

であり、当該分野における優秀な学生の輩出が求められており、実際、修了生の就職

率も高い。しかし、専門家としてのキャリアパスがいまだ明確ではない。OB や企業と

の連携を通じて、修了者が自信を持って社会で活躍できる方向性を見出すためのキャ

リア教育をより積極的に行う予定である。 

 

②改善すべき事項 

＜１＞大学全体 

1）  GPA の算出方法について、大学全体で統一した算出方法、運用を整備していく。現在

全学教務委員会で検討を進めている。 

 

＜５＞メディア情報学部 

1）  授業間での連携については、全学 FD 専門委員会の授業見学の活動や、年に 1 回行われ

ている「全学 FD・SD フォーラム」（9 月に実施）を通して、また学科会議での連絡を

通じて情報交換や相互理解を深めていく。 

2）  クォーター制の導入に向けてのカリキュラム再編については、現時点ではメディア情

報学部は完成年度を迎えていないため、大幅なカリキュラム変更をすることは考えら

れないが、完成年度後である 2017（平成 29）年度での移行に向け、残すべき必要科目

の精査を今後学科会議や教務委員会での議論を通して十分に行っていく。 

 

＜６＞都市生活学部 

1）  卒業研究と就職活動の両立が困難な学生らに対応するため、3 年次のプロジェクト演習

を 2 研究室選択制から 1 研究室選択制に変更することを検討している。しかし、これ

は学部の特徴である広い専門性の習得の方針にやや逆行する。また、学部の性格上、

学生の将来の進路決定が遅い傾向にあり、3 年次から 1 つの研究室に絞るこことは困難

も伴う。そこで、2015（平成 27）年からカリキュラムを改編し、2 年次までに全専任

教員の基幹的テーマの科目を設定し、学生らはすべての研究室の専門性に対応した講

義を 2 年次までに受講できるシステムにした。これにより、学生の将来の進路と、研

究室選択とのミスマッチが生じるリスクを下げるとともに、早い段階で、学生が自身

の研究テーマおよび将来の進路についての意識付けができるものと思われる。しかし、

それでも研究室選択と自身の適正とのミスマッチが生じる可能性があり、これらの学

生に対し、4 年次に研究室の変更ができる仕組みを作ることも必要であると考えており、

検討を進めている。 

 

＜７＞人間科学部 

1）  学生への学習効果向上や学位授与の審査の透明性の確保の観点から、卒業論文に関し

ては概要・データベースの公開だけでなく、全文の学内公開を目指す。学生の利用ア
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（４）成果 

クセスを考えて図書館、学内実習室等での自由閲覧が可能になるようにする。 

2）  「卒業研究を軸にした学修ルーブリック」などを構築し、在学時と卒業後の専門性に

基づく学びの連続性を検証する。 

 

＜８＞工学研究科 

1）  現行の開講科目が、カリキュラムポリシーやディプロマポリシーのどの項目に関連し

ているかが視覚的に理解できるよう、履修要綱上に、開講科目とポリシーとの対応関

係表を 2016 年度から掲載予定である。これによって、学生に身に付けてもらいたい素

養と科目の関係がより明確になり、学習目標を達成する上でのインセンティブになる

ことが期待できる。 

 

＜９＞環境情報学研究科 

1）  学生に対する履修指導の適切性について、研究科委員会等を通して、各教員に学生と

の綿密なコミュニケーションをはかるよう注意喚起するとともに、大学院教務委員会

において、履修モデル提示について検討する 。 

 

４．根拠資料  

 

4-4-1 工学部学修要覧（2015 年度）（既出 1-10） 

4-4-2 知識工学部学修要覧（2015 年度）（既出 1-11） 

4-4-3 環境学部学修要覧（2015 年度）（既出 1-13） 

4-4-4 メディア情報学部学修要覧（2015 年度）（既出 1-14） 

4-4-5 都市生活学部学修要覧（2015 年度）（既出 1-16） 

4-4-6 人間科学部学修要覧（2015 年度）（既出 1-17） 

4-4-7 学位授与式における各賞の選考基準等について 

4-4-8 学生実態調査アンケート集計結果報告書（平成 27 年度）（既出 4-1-31） 

4-4-9 キャリアポートフォリオ 

4-4-10 履修カルテフォーマット 

4-4-11 共同原子力専攻 アクティビティ向上プログラム（既出 4-3-31） 

4-4-12 東京都市大学学位規程（既出 4-1-11） 

4-4-13 環境情報学部学修要覧（2012 年度）（既出 4-2-7） 

4-4-14 東京都市大学工学部教授会規程（既出 3-15） 

4-4-15 東京都市大学知識工学部教授会規程（既出 3-21） 

4-4-16 東京都市大学環境学部教授会規程（既出 3-51） 

4-4-17 東京都市大学メディア情報学部教授会規程（既出 3-52） 

4-4-18 東京都市大学都市生活学部教授会規程（既出 3-33） 

4-4-19 東京都市大学人間科学部教授会規程（既出 3-53） 

4-4-20 卒業研究・修士論文概要データベース(等々力キャンパス） 

http://opinfo.lib.tcu.ac.jp/cgi-bin/tcgrad_cgi/index.cgi 

4-4-21 東京都市大学大学院工学研究科委員会運営規程（既出 3-39） 
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4-4-22 工学研究科学位論文審査様式 

4-4-23 東京都市大学大学院環境情報学研究科委員会運営規程（既出 3-40） 

4-4-24 環境情報学研究科履修要綱（2015 年度）（既出 1-20） 

4-4-25 人間科学部授業評価アンケート集計結果表 
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第５章 学生の受け入れ 

第５章 学生の受け入れ 

 

１．現状の説明 

 

（１）学生の受け入れ方針を明示しているか。 

 

＜１＞大学全体 

各学部・研究科では、本学のブランドビジョンである「科学を基盤にサステナブルな社

会発展を目指す」および各学部・研究科のディプロマポリシー、カリキュラムポリシーを

踏まえ、「入学者の受け入れ方針（アドミッションポリシー）」を定めている。 

学部における学生の受け入れでは、ほぼ 1 ヶ月に 1 回、全学入学試験委員会（5-1）を

開催し、学生の受け入れのあり方、新たな入学試験の検討、現入学試験方式の改善などに

ついて審議・検討している。全学入学試験委員会は、各学部の入試委員長である学部長が

構成員となっており、学部入学試験委員会と全学入学試験委員会間で学生受け入れのあり

方などについての認識を共有している。この全学入学試験委員会により、本学の理念と各

学部のアドミッションポリシーとの整合性を図ることが可能となっている。そして、本学

のブランドビジョンを踏まえ、さらに各学部の理念・目的に基づき、学部学生の受け入れ

の到達目標が定められ、「当該課程に入学するにあたり、修得しておくべき知識等の内容・

水準」を明示している。 

これらは、入学試験要項（5-2）に記載しているほか、ウェブページでも公表すること

により（5-3）、受験生等ステークホルダーに対して周知を図るよう取り組んでいる。 

また、障がいのある学生に対しては、2012（平成 24）年度入学試験から事務局入試セン

ターを相談窓口として、入学試験要項に明記された、受験上の配慮および入学後の対応に

ついて定められた書式（5-4）を事前に申請することで、教育研究からの観点のほか、学生

生活からの観点も併せて調整しており、入学試験実施における特別な措置に加え、入学後

の支援に主軸を置き、当該受験生の志望する学部・学科の学部長、主任教授と相談の上、

受け入れ方針を決定している。さらに学生の主たるサービス窓口である事務局教育支援セ

ンターおよび学生支援センターとも連携して、具体的な対応方法を協議・決定している。 

 

＜２＞工学部 

 工学部では、「工学部アドミッションポリシー」を以下のとおり定め、求める学生像およ

び入学するにあたり、修得しておくべき知識等の内容・水準について明示し、ウェブペー

ジなどで公開している（5-3）。 

 

“理論”に基づいた“実践”を礎とし、科学技術の発展に貢献する 

現代社会は将来に渡り持続・発展し続ける社会(サステイナブル社会）へ変わることが必

要不可欠となっています。そのために、絶え間ない技術革新が求められています。 

技術革新のための企業の“ものつくり”では、方針や戦略に基づいて基本的な“アイディ

ア”を創造し、具体化するための“理論”を駆使し、さらに“アイディア”を実際の“も
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の”として形づくる“実践”をスムーズに行うことが重要となっています。それには“発

想・理論”のみで無く“実践”する力も十分身に付けた人材が求められています。サステ

イナブル社会において、理論を十分理解したうえで応用し実践する能力のある優秀な技術

者・研究者を育てることが工学部の使命であると考えています。 

これまで工学部は、厳しいけれど暖かい教育環境の中で、 十分な基礎学力と応用力を身

に付けた 多くの優秀な卒業生を輩出しています。 卒業生は色々な分野でめざましい活躍

をし、 社会・企業から高い評価を得ています。 

このような工学部に入学して、 自分の“仕事”として“科学技術”に“夢”を、 そして

“科学者・技術者”として “人生”をかけられる人を我々は歓迎します。 

・高校での学習について 

入学後、本学での学修を無理なく進めるために高等学校で、次の科目を履修していること

が望ましい。数学（数学 I、数学 II、数学 III、数学Ａ、数学Ｂ）、理科（物理基礎、化学

基礎、物理または化学） 

 

＜３＞知識工学部 

知識工学部では、「知識工学部アドミッションポリシー」を以下のとおり定め、求める学

生像および入学するにあたり、修得しておくべき知識等の内容・水準について明示し、ウ

ェブページなどで公開している（5-3）。 

 

“科学技術”と“一般社会”の架け橋となる“知”を創造する 

現在、我々の身の回りには至る所にコンピュータがあり、その用途も様々です。 

こうしたコンピュータ時代には情報工学の様々な要素技術を身に付けた技術者、複雑かつ

高速化する通信網に対応できる技術者、多岐にわたる経営の諸問題に対するマネジメント

能力を有する技術者、自然科学に対する総合的な見識と健全な判断力を有し、 “科学技

術”と“一般社会”の架け橋となる技術者が必要となります。 

これら「知の創造」を体現する能力を持った人材を育成するための教育と研究を「知識工

学部」では進めています。 

この教育目標に共感し、我々教職員とともに新しい課題に積極的に挑戦する意欲のある学

生を求めています。 

・高校での学習について 

入学後、本学での学修を無理なく進めるために高等学校で、次の科目を履修していること

が望ましい。数学（数学 I、数学 II、数学 III、数学Ａ、数学Ｂ） 

 

＜４＞環境学部 

環境学部では、「環境学部アドミッションポリシー」を以下のとおり定め、求める学生像

および入学するにあたり、修得しておくべき知識等の内容・水準について明示し、ウェブ

ページなどで公開している（5-3）。 

 

自然と都市、環境と経済を、科学的方法で調和させ、持続可能な社会を創造する 
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地域から地球規模に及ぶ環境問題を調査・計測・分析によって科学的に捉え、持続可能な

自然環境や都市環境を積極的に創り上げる能力、経済活動に伴う環境負荷を評価・分析し、

それを環境調和型へ転換するための企業経営や政策形成に貢献できる能力を持った人材

を育てたいと考えています。 

・高校での学習について 

入学後、本学での学修を無理なく進めるために高等学校で、次の科目を履修していること

が望ましい。英語（コミュニケーション英語 I、コミュニケーション英語 II、コミュニケ

ーション英語 III）、国語（国語総合）または数学（数学 I、数学 II、数学 A、数学 B） 

 

＜５＞メディア情報学部 

メディア情報学部では、「メディア情報学部アドミッションポリシー」を以下のとおり定

め、求める学生像および入学するにあたり、修得しておくべき知識等の内容・水準につい

て明示し、ウェブページなどで公開している（5-3）。 

 

社会を読み解き、技術と社会の両面から、新たな情報社会を創り出す 

私たちの学部では、変化・発展するコミュニケーション環境や情報環境、社会環境のもと

で、社会を読み解き、技術と社会の両面から、新たな情報社会を創り出すことを目指して

おり、この目標に沿って、よりよい社会を実現するためのニーズをリサーチ・分析し、新

しい社会的仕組みや情報システムをデザイン・実現する力を持つ人材を育てたいと考えて

います。 

・高校での学習について 

入学後、本学での学修を無理なく進めるために高等学校で、次の科目を履修していること

が望ましい。英語（コミュニケーション英語 I、コミュニケーション英語 II、コミュニケ

ーション英語 III）、国語（国語総合）または数学（数学 I、数学 II、数学 A、数学 B） 

ただし、情報システム学科を希望する場合は数学 II、数学 B までを履修しておくこと。 

 

＜６＞都市生活学部 

 都市生活学部は、「都市生活学部アドミッションポリシー」を以下のとおり定め、求める

学生像および入学するにあたり、修得しておくべき知識等の内容・水準について明示し、

ウェブページなどで公開している（5-3）。 

 

都市文化のクリエーター、街づくりのプロデューサー、住環境のデザイナーを生み育てる 

人類の歴史の中で、「都市」は常に文化発信力、経済牽引の源となると共に新しい空間や

ライフスタイルの創造の場となってきました。情報化社会となった現在でも、都市で新し

い産業が生まれ、そこに人口が集中する傾向はますます強まっています。従って、人々が

訪れ、働き、楽しみ、住まう場としての「都市」についての豊富で多様な知識とスキルを

持ち、「空間」や「商品・サービス」を巡るプロジェクトの企画から実施へと結びつける

ことの出来る人材がますます求められています。 

本学部では経営学・商学の教養とコンピュータやデザインのスキルを習得しつつ、都市文
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化や都市空間、住環境についての専門科目を学びます。そして、「都市生活」という総合

的な概念に基づいたビジネスを創造できる能力を身につけ、企業人や専門家として活躍で

きる人材となって社会に巣立っていきます。 

将来、この新しい分野で活躍したいと望み、社会科学系の勉学を基本にしながら、文系、

理系、芸術系を横断する幅広い分野に興味を抱く、好奇心旺盛な学生諸君の入学を期待し

ています。 

・高校での学習について 

入学後、本学での学修を無理なく進めるために高等学校で、次の科目を履修していること

が望ましい。英語（コミュニケーション英語 I、コミュニケーション英語 II、コミュニケ

ーション英語 III）、国語（国語総合）、地歴（世界史Ａ、日本史Ａ、地理Ａ、世界史Ｂ、

日本史Ｂ、地理Ｂの中から２科目以上） 

 

＜７＞人間科学部 

人間科学部では、「人間科学部アドミッションポリシー」を以下のとおり定め、求める学

生像および入学するにあたり、修得しておくべき知識等の内容・水準について明示し、ウ

ェブページなどで公開している（5-3）。 

 

未来を担う人間の、こころ豊かな成長を科学する 

現代の日本社会に求められているものは何か。それは、いのちを大切にし、平和と環境を

保持し、人類の持続可能な発展をもたらす社会をつくることです。 

今、地球環境問題、経済産業や社会保障の問題は、私たち人類の存続基盤にかかわる大き

な問題となっています。人間は、豊かな未来を創造していく魅力と可能性を備えています。 

これらの課題に立ち向かい、解決できるのは柔軟で発想力豊かな若い人たちの力です。人

間科学部では、人類の「教育」、「文化」、「健康」、「福祉」、「環境」について総合的に理解

し、その向上に貢献できる豊かな感性としなやかな知性を具えた、高い専門性を持つ自立

する人材を育成します。 

人間とは何かを見つめ、その成長を通して、人、もの、そして社会や自然とのかかわりを

自分で主体的に考え、判断し、行動できる学生、また、地球市民として、それぞれの文化

を尊重できるグローバルな国際感覚を持つ学生を求めています。 

・高校での学習について 

入学後、本学での学修を無理なく進めるために高等学校で、次の科目を履修していること

が望ましい。英語（コミュニケーション英語 I、コミュニケーション英語 II、コミュニケ

ーション英語 III）、国語（国語総合）、地歴（世界史Ａ、日本史Ａ、地理Ａ、世界史Ｂ、

日本史Ｂ、地理Ｂの中から２科目以上） 

 

＜８＞工学研究科 

 学生募集方法の目標は、工学研究科に進学後、学位を与えるにふさわしい人材に成長が

見込まれる学生を学内外から広く募集・選抜することであると同時に、在学中・修了後に

本学の名をより高めてくれる活躍が期待される学生を募集・選抜することであるが、これ

らの目標を達成するために、「工学研究科アドミッションポリシー」を以下のとおり定め、
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求める学生像の資質や能力を工学研究科募集要項（5-5）やウェブページで明示している

（5-6）。 

 

修士課程では、「高度な専門知識を学ぶとともに国際的に活躍できる語学力を養うことで

研究能力を高め、社会構造の変化に迅速に対応できる幅広い応用力と実践力、さらに、課

題を解決できる能力と社会に通用する人格を身に付けさせることを教育の目標」とし、入

学を希望する学生に、以下の項目を具備していることを、求める資質と能力として定めて

いる。 

1．工学研究科の掲げる「教育の理念」と「教育の目標」へ共感 

2．理工系専門学力の基礎を有し、多面的な視点から論理的思考 

3．未知な研究分野への強い関心とチャレンジ精神 

4．技術者として必要な語学力と高度な倫理観 

 

博士後期課程では、「先端的な知識と技術を駆使し、着実に課題を解決するとともに、新

しい領域を開拓できる能力を身に付けさせることを教育の目標」とし、修士課程において、

十分に上記の４項目を身に付けた上で、入学を希望する学生に、以下の４項目を具備して

いることを、求める資質と能力として定めている。 

5．未開の知見を得るための研究活動に必要な幅広い専門学力 

6．自立した研究者になるために、課題解決を目指す研究遂行の持続力 

7．社会における指導的な役割を果たすために必要な実行力 

8．グローバルに活躍できるコミュニケーション能力の基礎 

 

なお、障がいのある学生の受け入れ方針については、「身体障がい等により、受験およ

び修学に際して特別な配慮を必要とする場合は、出願前に教育支援センターまでその旨を

連絡して下さい」と、募集要項上の出願手続きや受験上の注意事項等で案内をし、申し出

のあったケースに応じて、可能な範囲で個別対応することとしている。 

 

＜９＞環境情報学研究科 

学生募集方法の目標は、環境情報学研究科に進学後、学位を与えるにふさわしい人材に

成長が見込まれる学生を学内外から広く募集・選抜することであると同時に、在学中・修

了後に本学の名をより高めてくれる活躍が期待される学生を募集・選抜することである。 

環境情報学研究科は、「地球環境と調和する人間活動」や「人にやさしい情報活動」及

び「都市生活環境における持続可能な諸活動」を対象にして、これら活動を可能とするた

めの本質を探求し、具体的な様々な活動を、どうデザインし、どう実践していくかを研究

するとともに、その研究の体験を通して行なう総合的な高等教育によって、これからの社

会で必要とされる広い視野をもつ実行力のある人材を育成することを目標に掲げ、「環境情

報学研究科アドミッションポリシー」を以下のとおり定め、ウェブページにて公開してい

る（5-7）。 

 

修士課程アドミッションポリシー 
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工業化・情報化・都市化などの進展に伴い環境、情報、都市生活に関わる諸問題が、個人

や家族などの小さいスケールから企業や地域社会・都市・国際社会などの 大きなスケー

ルまで、また様々な分野が複雑に絡み合う形で現れてきており、持続可能な社会の存続に

向け、従来の専門分野にとらわれず横断的かつ総合的に見直し、問題の解決に役立ててい

くことが求められている。このような視点を持って、現代社会の、とくに環境・情報・都

市に関わる諸問題に対し生活する人々の立場にたって取り組める人材の養成を目指して

おり、これらの課題解決に具体的な問題意識を持った学生の入学を求めている。 

 

博士後期課程アドミッションポリシー 

近年のテクノロジーの発展は都市化と高度情報化社会をもたらす一方、企業活動・社会

活動など幅広い分野を横断する形で、また国内外を問わず人間環境の諸問題を噴出させて

いる。環境と情報に関わる領域は極めて広範であり、関係する従来の学問領域も多様であ

る。これらの諸問題を解決し人類社会をより豊かに発展させていくためには、従来の縦割

りの学問体系・枠組みを超えてそれらをいわば横糸で通す形で紡ぐ技術を学際的な意識を

持って取り組む必要がある。このような現代社会の抱える諸問題に対し明確な意識を持

ち、持続可能な社会を維持するために必要な環境と情報に関わる諸問題の解決に取り組み

社会のリーダーとして活躍できる人材の育成を目的とし、これらに意欲を持つ学生を求め

ている。 

 

受験資格に関しては各選抜方式別に環境情報学研究科募集要項（5-8）に明記している。

一方、環境情報学研究科は学際領域であることから、入学するにあたり、修得しておくべ

き知識等の内容・水準等を大学卒業等の一般的なものに加えて統一的に表記することは困

難である。そのため志望学生には受験の前に受け入れ予定教員との面談を義務づけ、その

承認のもとに願書を提出する制度としており、このことにより、入学するにあたり修得し

ておくべき知識等の内容・水準を明示している。 

障がいのある学生は基本的には受け入れる方向を原則とするが、受験前の受け入れ予定

教員との面接を介してその就学の可否について大学院教務委員会で検討して決定する。 

 

（２）学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に学生募集および入学者選抜を行って

いるか。 

 

＜１＞大学全体 

学生募集方法、入学者選抜方法の適切性に関して、学生募集活動については、新年度開

始頃から進学相談会、高校でのガイダンス（3 年生向けは本学概要説明、1･2 年生向けは学

問系統別説明、1、2 年生向け職業理解説明）、模擬授業およびオープンキャンパス等を実

施することにより受験生、保護者および高校教員などに本学の教育内容や特色などを具体

的に周知してきた（5-9）。 

入試情報については、年度当初の全学入学試験委員会および教授会において各入試の詳

細が決定すると、各入試方式における「募集人員」「出願期間」「試験実施日」「合格発表日」

「試験科目」「選考方法」等の全情報を「入試ガイド」にまとめ、高校説明会、会場型進学
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相談会およびオープンキャンパス等での配布、資料請求者への発送を行うと共に、ウェブ

ページでも公開することにより、本学入学試験についての理解が深められるようにしてい

る。 

入学者選抜方法として、一般入試は「一般入試（前期・後期）」「全学統一入試」「センタ

ー利用入試」で構成している。また「AO 型入試」「帰国生徒入試」「社会人入試」「指定校

推薦入試」「公募推薦入試」「付属進学制度」「外国人留学生入試」「編入学試験」等の多岐

に渡る入試制度を設け、「能力・意欲・適性」等を「多面的・総合的」に評価している（5-10）。 

入学者選抜方法の適切性については、新入学生や本学合格者で他大学に入学した受験生

へのアンケート実施や、過去数年分の入試動向分析を行うことにより検証している。 

また、2013（平成 25）年度よりインターネット出願受付を志願票記入による出願（紙出願）

と併用することにより、願書請求に要する時間の削減、複雑な入学検定料計算の自動化、

記入ミスの自動チェックなどを行うことができることによりスムーズな出願が行えるよう

に環境を整備している（5-11）。 

入学者選抜において透明性を確保するための措置の適切性に関して、入学者選抜につい

ては、受験生に対して公正な機会を保証しつつ、入学者に一定の多様性を持たせることを

主眼においている。そして、大学教育を受けるための能力・適性等を適切に判定するため、

合否判定に当たっては、まず基本的な合否判定方針を各学部長が学長と協議を行い、その

後、工学部・知識工学部合同入学試験委員会、環境学部・メディア情報学部入学試験委員

会、等々力キャンパス入学試験委員会（都市生活学部、人間科学部）においてそれぞれ審

議を行い、各教授会に提案し、合格者を決定している。 

 また、入学者選抜において透明性を確保するための措置として、全ての入学試験形態の

志願者数、受験者数、合格者数を公表している。またセンター利用入試を除き、一般入試

の合格最低点も入学試験方式別に全て公開している。さらに、一般入試（センター利用入

試、前期入試、全学統一入試、後期入試）の不合格者のうち入学試験結果の開示を希望し

ている者に対しては、入学試験結果を開示している（受験した試験の科目別得点・選考基

準に基づく合計得点、受験した試験の選考基準に基づく順位）。 

 

＜２＞工学部 

工学部においては、次の入学者選抜方法を実施し、多面的・総合的に評価し、選抜して

いる。 

・ センター利用入試＜3 教科型＞＜5 教科型＞、全学統一入試、一般入試（前期）、一般

入試（後期）、指定校推薦入学考査、AO 型入試、公募推薦入学試験、AO 帰国生徒型入

試、AO 社会人型入試、外国人留学生入試、編入学試験、付属進学制度 

 

＜３＞知識工学部 

知識工学部においては、次の入学者選抜方法を実施し、多面的・総合的に評価し、選抜

している。 

・ センター利用入試＜3 教科型＞＜5 教科型＞、全学統一入試、一般入試（前期）、一般

入試（後期）、指定校推薦入学考査、AO 型入試、公募推薦入学試験、AO 帰国生徒型入

試、AO 社会人型入試、外国人留学生入試、編入学試験、付属進学制度 
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＜４＞環境学部 

環境学部においては、次の入学者選抜方法を実施し、多面的・総合的に評価し、選抜し

ている。 

・ センター利用入試＜3 教科型＞＜5 教科型＞、全学統一入試、一般入試（前期）、一般

入試（後期）、指定校推薦入学考査、AO 型入試、公募推薦入学試験、AO 帰国生徒型入

試、AO 社会人型入試、外国人留学生入試、編入学試験、付属進学制度 

 

＜５＞メディア情報学部 

メディア情報学部においては、次の入学者選抜方法を実施し、多面的・総合的に評価し、

選抜している。 

・ センター利用入試、全学統一入試、一般入試（前期）、一般入試（後期）、指定校推薦

入学考査、AO 型入試、公募推薦入学試験、AO 帰国生徒型入試、AO 社会人型入試、外国

人留学生入試、編入学試験、付属進学制度 

 

＜６＞都市生活学部 

都市生活学部においては、次の入学者選抜方法を実施し、多面的・総合的に評価し、選

抜している。 

・ センター利用入試、全学統一入試、一般入試（前期）、一般入試（後期）、指定校推薦

入学考査、AO 型入試、公募推薦入学試験、AO 帰国生徒型入試、AO 社会人型入試、外国

人留学生入試、編入学試験、付属進学制度 

 

＜７＞人間科学部 

人間科学部においては、次の入学者選抜方法を実施し、多面的・総合的に評価し、選抜

している。 

・ センター利用入試、全学統一入試、一般入試（前期）、一般入試（後期）、指定校推薦

入学考査、AO 型入試、公募推薦入学試験、AO 帰国生徒型入試、AO 社会人型入試、付属

進学制度 

 

＜８＞工学研究科 

 工学研究科においては、次の入学者選抜方法を実施している（5-5）。 

修士課程の学生募集方法は推薦入試、一般入試、東京理工系 4 大学特別選抜入試、室蘭

工業大学との大学院特別推薦入試および国費（文部科学省）に関する特別措置がある。こ

のうち、一般入試は一般選抜、社会人選抜、特別選抜にわかれる。 

推薦入試では、本学で成績が上位 3 分の 1 の学生を対象に筆記試験を免除し、書類審査

と面接試験のみで合否を判定する。ただし、この制度が適用される学生は本学大学院への

進学を第 1 志望としなければならない。また、2009（平成 21）年度推薦入学試験より、上

記条件を満たさない場合でも、2 月に行われる C 日程の一般入試において合格相当の成績

を上げた本学学部 3 年生に対しては推薦入試受験資格が与えられるようになっている。 

一般入試の一般選抜は書類審査と、外国語・基礎科目および専門科目の筆記試験、面接
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により選抜される。社会人選抜は、出願時に 2 年以上の実務経験を持つ大学卒業者ならび

にそれと同等のものを対象に行われる選抜方式で、書類審査と面接により選抜される。 

特別選抜は本学卒業者と卒業見込み者をのぞく、大学卒業者および卒業見込み者（また

はそれと同等のもの）に対して行われる選抜方式で、入学後専攻する分野に特別な素養を

有しているものや顕著な業績を上げているもの、関連科目の成績が優れているものに対し、

筆記試験を免除し、書類審査と面接で選抜を行う方式である。ただし、希望者の素養を見

て、特定科目の試験や口頭試問などを課すこともある。優れた外国人留学生に対してもこ

の方式を適用することができる。 

東京理工系 4 大学特別選抜入試は、芝浦工業大学、東京電機大学、工学院大学の学生で、

推薦されたものを書類審査と面接で選抜を行う。室蘭工業大学との特別推薦入試は、同大

学との包括的連携協定の締結を契機に制定されたもので、上記の 4 大学特別推薦と同様に

取り扱うものである。また、国費（文部科学省）外国人留学生入学に関する特別措置では、

文部科学省の国費留学生として合格した外国人留学生に対し、時期を問わず選抜を行う。

また、一般の留学生に対しても、特別選抜で配慮を行っている。 

さらに 2006（平成 18）年度募集から、一般選抜において基礎科目の認定試験を学内で行

い、合格した者は一般選抜においてその科目の受験が免除される制度も発足している。 

博士後期課程は一般入試と社会人入試の 2 種類があり、社会人は筆記試験ではなく、そ

れまでの実績を重視した入学が可能になっている。 

なお、修士課程の一般入試と博士後期課程の入試は年 3 回行われている。この内、2012

（平成 24）年度から、5 月に行われる A 日程での博士後期課程を対象とした一般試験にお

いては同年度の秋入学が可能となっている。 

共同原子力専攻については、「早稲田大学と東京都市大学との共同教育課程の設置に関す

る協定書」（5-12）に基づき、入学者選抜の方針および実施計画に関する事項を必要に応じ

て審議し、入試はそれぞれの大学のアドミッションポリシーの基づき、独自に実施してい

る。また、2013（平成 25）年度から、修士課程の一般入試および博士後期課程の入試とし

て 7 月に後学期入試も行われ、同年度の秋入学が可能となっている。 

このような学生募集は、ウェブページ等を通じて広く一般に開示され、出願書類や募集

要項も入手することが可能であり、大学院入試の過去問題も閲覧することができる。全て

の受験生に対して公正であり、工学研究科の求める能力と適性を開示できるシステムとな

っている。 

 

＜９＞環境情報学研究科 

環境情報学研究科においては、次の入学者選抜方法を実施している（5-8）。 

修士課程の学生募集方法は推薦入試、一般入試がある。このうち、一般入試は一般選抜、

社会人選抜、外国人留学生特別選抜にわかれる。 

推薦入試では、本学で学部時の成績が上位 3 分の 1 の学生を対象に筆記試験を免除し、

書類審査と面接試験のみで合否を判定する。ただし、この制度が適用される学生は本学大

学院への進学を第 1 志望としなければならない。また、東京理工系 4 大学（芝浦工業大学、

東京電機大学、工学院大学）による協定に基づく特別推薦入試も合わせて実施している。

一般入試の一般選抜は書類審査と領域毎の専門試験、面接考査により総合的に判定を行う。
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書類審査においては英語の基礎能力を確認するため、TOEIC スコアも判定資料に加えてい

る。社会人選抜は、出願時に 2 年以上の十分な実務経験を持つ、大学卒業者ならびにそれ

と同等のものを対象に行われる選抜方式で、出願書類に関する審査および研究計画書をも

とにした口述試験を含む面接考査を総合して選考する。外国人特別選抜は環境情報学専攻

において実施しており、専攻する分野に関連して、十分な素養を有している者に対し、出

願書類に関する審査および口述試験（英語）を含む面接考査を総合して選考する。これは、

原則として外国人留学生（英語による授業受講可能者）が対象となる。 

環境情報学研究科は学際領域から構成されていることから、統一的な筆記試験には馴染

まない。そのため受け入れ予定教員が作成する専門分野に関する基礎的な設問に対して記

述回答する試験方式を採用している。 

選考に際しては領域ごとに 3 名の試験官により書類審査、専門試験、面接考査全てを実

施し、その協議に基づいて合否判定案が作成され、それを研究科長、大学院教務委員長、

両専攻主任からなる専攻主任会議により内定の後、最終的に研究科委員会で決定する手続

きをとっている。 

博士後期課程の学生募集方法には、修士課程と同じく一般選抜、社会人選抜、外国人留

学生特別選抜の 3 種類がある。一般選抜においては書類審査、外部進学者のみ英語、領域

毎の専門試験、面接考査により選抜する。社会人選抜においては出願時に 2 年以上の十分

な実務経験を持つ、修士ならびにそれと同等のものを対象に行われる選抜方式で、出願書

類に関する審査および研究計画書をもとにした口述試験を含む面接考査を総合して選考す

る。外国人特別選抜は、専攻する分野に関連して、十分な素養を有している者に対し、出

願書類に関する審査および口述試験（英語）を含む面接考査を総合して選考するが、履修

状況に応じて研究計画のプレゼンテーションや、特定課題の受験を指示する場合がある。 

修士課程と博士後期課程の一般入試は年 2回行われている。また、博士後期課程には 2012

（平成 24）年度からは 5 月に後学期入学（秋入学）のために一般入試 3 種類が導入されて

いる。 

このような学生募集は、ウェブページ等を通じて広く一般に開示され、出願書類や募集

要項も入手することが可能であり、大学院入試の過去問題も閲覧することができる。全て

の受験生に対して公正であり、本研究科の求める能力と適性を開示できるシステムとなっ

ている。 

 

（３）適切な定員を設定し、入学者を受け入れるとともに、在籍学生数を収容定員に基づ

き適正に管理しているか。 

 

＜１＞大学全体 

収容定員に対する在籍学生数比率の適切性に関して、入学者の適正管理については、教

育の質保証や教育研究環境向上の観点から適性数を各学部において随時検討し、全学入学

試験委員会において全学的な視点で入学定員の削減や増加を行っている。 

また、編入学試験については学則第 29 条に、「定員を考慮し、選考の上、入学を許可す

ることがある」旨規定し、各学部・学科において「若干名」の募集としており、編入学生

は７名在籍している。 
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定員に対する在籍学生数の過剰・未充足に関する対応としては、前回 2009（平成 21）

年度の大学評価において助言事項（工学部、都市生活学部）および勧告事項（知識工学部）

があったが、収容定員に対する在籍学生数比率の過去 5 か年平均は、工学部で 1.28、知識

工学部で 1.31 であり、引き続き超過率を適正な値とすることが喫緊の課題となっている

（5-13）。 

助言および勧告を受け、入学者比率の改善が結果的に在籍学生数比率の改善につながる

ことを目標に掲げ、合否判定業務のあり方の見直しに努めてきた。その結果、改善の効果

が見られているが、現在も収容定員に対する在学生比率が高い為、今後も継続的かつ効果

的に実施していく必要がある。 

 

＜２＞工学部 

入学者選抜と入学者数については常に適切性を重視して判定を行っている。入試センタ

ーが数年間の入試データと在籍学生数をもとに適正な入学者数を学科ごとに算出し、工学

部・知識工学部合同入学試験委員会において慎重に検討し合格者数を決定している。また、

一般入試（後期）には、先に行われている入試の入学手続き状況も勘案して入学者数の調

整機能も持たせている。しかし、志願者の多くを占める一般入試（センター利用入試、全

学統一入試、一般入試（前期））では、さまざまな社会状況により受験生の動向が変化し、

十分な注意を払っているにも係らず、結果として想定する適性入学者数で収まらない場合

が起きる。一般入試（後期）での入学者数の調整が困難な場合もある。その場合は次年度

の入学試験で調整を行うことで、在籍学生数比率の適正化に努めている。 

 入学者数については、2013（平成 25）年度が入学定員超過率 1.33 となってしまったが、

その翌年から更なる改善に努め、2014（平成 26）年は 1.16、2015（平成 27）年度は 1.18

に抑えた。これらは、2010（平成 22）年度に 1.31 であった収容定員超過率を数年かけて

適正化する経過中であったが、2015（平成 27）年には収容定員超過率を 1.25 としており、

適正化の努力が継続して行われていることを示している（5-13）。 

 

＜３＞知識工学部 

毎年一般入試の実施前に、推薦入試等年内に実施した入学試験による手続者数および収

容定員在籍学生数比率に基づき、入試センターが適正な入学者数を学科毎に算出し、工学

部・知識工学部合同入学試験委員会において一般入試の各入学試験方式における合格者数

を決定している。しかしながら、毎年のように入学試験を取り巻く社会環境が変化する中

で、想定通りの入学者数とすることが困難となる場合が発生するため、入学試験実施時期

が後半にあたる一般入試（後期）での合格者数を調整することで対応し、さらに調整が困

難な場合は、次年度以降の入学試験において調整を行うことにより、入学定員に対する入

学者数比率平均および収容定員に対する在籍学生比率を適正化することに努めている。

2015（平成 27）年 5 月現在、在籍学生数は収容定員の 1.25 倍であり、適正な範疇に推移

しつつあると判断される。入学者数に関しては 2013（平成 25）年に入学定員の 1.32 倍と

なったが、この入学者数超過を受けて、2014（平成 26）年、2015（平成 27）年はこれまで

以上に入学定員と入学者数の比率を低く抑える努力した結果、2014（平成 26）年は 1.18、

2015（平成 27）年は 1.10 となり、適正化がなされていることがわかる（5-13）。 
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＜４＞環境学部 

2013（平成 25）年度入試において、環境マネジメント学科の入学者が定員の 1.4 倍とな

ったことや、入試の状況を受けて入学定員についての再検討を行ってきた。環境学部はま

だ完成年度を迎えていないために、改組前の環境情報学部学生(平成 24 年度入学生)が 4

学年に在籍しているが、2013（平成 25）年度に環境学部に入学した学生が 4 年生になる 2016

（平成 28）年度までに適正化への十分な対応が必要である。 

 

＜５＞メディア情報学部 

学部開設初年度の 2013（平成 25）年度は合格者の学部への入学意向が予想以上に高く、

定員 180 名に対して 250 名（1.39 倍）と、定員を大きく超過することとなった。しかし翌

26 年度については、この経験を踏まえて合格者数を絞り込んだ結果、入学者が計 206 名

（1.14 倍）に収まった。さらに 2015（平成 27）年度入学者については 195 名（1.08 倍）

となり、わずかだが、前年よりさらに改善している（大学基礎データ、表 3）。教員一人当

たりの学生在籍数も、1 年生については 9.3 名（前年 9.8 名）とやや改善傾向にある。今

後とも適切な入学者数の維持を計画的に実行することによって実質的に教育環境を改善し

ていく予定である。 

 

＜６＞都市生活学部 

 2009（平成 21）年度の大学評価において、都市生活学部は入学定員に対する入学者数比

率が高いため、改善についての助言を受けた。都市生活学部では毎年一般入試の実施前に、

推薦入試等年内に実施した入学試験による手続者数に基づき、等々力キャンパス（都市生

活学部・人間科学部）入学試験委員会を所管する入試センターが適正な入学者数を算出し、

等々力キャンパス入学試験委員会において一般入試の各入学試験方式における合格者数を

決定している。学部開設初年度の 2009（平成 21）年度入試では、入学定員超過率が 1.30

倍、次年度の 2010（平成 22）年度入試では同 1.35 倍と入学定員を大幅に超える結果とな

った。このことを受け、今年度に至るまで改善に努めているが、2014（平成 26）年度入試

における入学定員超過率は 1.15 倍、2015（平成 27）年度入試における入学定員超過率は

1.17 倍で推移している（5-13）。今後も改善に向けてさらなる努力を継続する。 

 

＜７＞人間科学部 

毎年一般入試の実施前に、推薦入試等年内に実施した入学試験による手続者数に基づき、

等々力キャンパス（都市生活学部・人間科学部）入学試験委員会事務局である入試センタ

ーが適正な入学者数を算出し、等々力キャンパス入学試験委員会において一般入試の各入

学試験方式における合格者数を決定している。近年、志願者数の増加により手続率が予想

の範囲を超えて変動する場合もあるが、入学定員に対する入学者数比率は適正な範囲に保

たれている。 

 

＜８＞工学研究科 

修士課程の受け入れ学生数は増加傾向をたどり、近年の就職状況の悪化の影響もあり、
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急増した。一方、受け入れ定員は、本研究科の専攻の新設や改組があり教員配置に変動が

あったことや、急激な受験生の増加に対して受け入れ態勢の整備に時間がかかったことも

あって、一部の専攻においては収容定員をここ数年大きく超過している状況であったが、

教員配置が安定化したことや受け入れ態勢が整ったことを受けて、2011（平成 23）年度に

収容定員の見直しがなされ、2013（平成 25）年度から適用された。これにより、修士課程

の収容定員は、217 名から 261 名に増え、受験生の増加に対応がなされている。 

 博士後期課程については、前回の大学評価において、「工学研究科博士後期課程の収容定

員に対する在籍学生数比率が 0.24 と低いので、改善が望まれる。」との指摘（助言）を受

け、改善のための取り組みを進めてきた。具体的には、社会人入学生への学費半額免除制

度の導入、嘱託技術系職員の研究助手採用優遇などで博士後期課程院生の増加を図ってき

た。結果として 2013（平成 25）年度は前年の 1 名から 3 名へ増加した。さらに、博士後期

課程の秋入学制度の導入を行い、大学基準協会への改善報告書提出時の状況としては、こ

れら施策の効果を見守っている段階にあった。2015（平成 27）年 5 月 1 日時点における工

学研究科博士後期課程の収容定員に対する在籍学生数比率は 0.13 であり、より一層の施策

展開が必要になっている。そのため、「アクションプラン 2030」において、「博士課程の入

学者増加」、「大学院を中心とした留学生の増加」を正式に施策・事業として組み込み、PDCA

サイクルによる事業計画の推進を行っている。さらに、博士後期課程の活性化のためには

本学の研究力向上が必要不可欠であることから、研究力強化の諸施策と連動した大学院改

革に着手したところである。 

 なお、早稲田大学との共同教育課程による共同原子力専攻においては、本学における修

士課程の入学定員を 15 名（早稲田大学 15 名）、博士後期課程の入学定員を 4 名（早稲田大

学 4 名）とし（5-12、第 4 条）、それぞれ独自に入学者選抜を実施している。本学では、工

学研究科委員会の議を経て合格者数を決定しているが、修士課程の収容定員超過率に関し

ては、2013（平成 25）年に入学定員の 1.47 倍、2014（平成 26）年に入学定員の 1.6 倍と

なったものの、それ以外の年は、0.87～1.00 倍となっており、概ね適正な入学者数となっ

ている。 

 

＜９＞環境情報学研究科 

 修士課程の受け入れ学生数は環境情報学専攻では比較的安定していたが、2014（平成 26）

年度入学生は就職状況の好転の影響を大きく受けて急減した。しかし、2015（平成 27）年

度においては回復してきている。都市生活学専攻は開設以来比較的安定しているが、いま

だ定員を満たす状況ではない。 

 環境情報学専攻は文理融合の環境学部とメディア情報学部を母体にしていることから、

工学部等と比べて、大学院への認識が基本的に低い状況にある。特に都市生活学専攻では

その母体を本来文科系学科として設立された都市生活学部においていることから、学生お

よび父母への大学院進学に対する理解を促す取り組みが不足していると考えられる。また、

設立後 2 年と浅いことからその認知度もまだまだ十分とは言えない状況にある。 

 

（４）学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施

されているかについて、定期的に検証を行っているか。 
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＜１＞大学全体 

定期的な検証プロセスとしては、6 月以降に他大学を含めた入試関係情報の収集を行う

と共に、入試センターによる分析を行い、その内容を踏まえて各学部入学試験委員会で検

討を行う。新しい入試制度など、各学部からの提案を全学入学試験試委員会において大学

全体の視点で検討し（5-14）、3 月に入試大綱（案）を決定し、４月教授会において審議・

決定している。 

また、全学入学試験委員会の下に、入学試験科目責任者委員会（5-15）、入学試験結果分

析委員会（5-16）の 2 つの専門委員会が設置され、情報の収集および分析・調査研究にあ

たっている。入学試験結果分析委員会では、入学試験方式別に各学部在籍者の GPA 等を調

査・分析することにより、各入試方式の適切性や募集人員の適切な配分についての貴重な

判断材料を提供している。具体的には、入学後の GPA スコアおよび修得単位数の各指標を

学部別入試方式別に分析し、統計的な有意差まで含めた検証を行っている（5-17）。これに

より、各入試方式での適正な募集人員を設定し、ひいては一定の多様性を保ちつつ質保証

が可能な入学者層を得ることを可能ならしめている。 

 

＜２＞工学部 

 全学入学試験委員会からの検討依頼事項については、工学部・知識工学部合同入学試験

委員会で検討している（5-18、5-19）。また、工学部独自の事項に関しては、工学部入学試

験委員会（5-20）および工学部主任教授等会議で検討を行っている。また、入学者が 4 月

に受験するプレースメントテストの結果が工学部教務委員会、工学部教授会等で報告され

る。ここでは入試方式別の結果も報告され、学生募集および入学者選抜の検証となってい

る。 

 

＜３＞知識工学部 

全学入学試験委員会で提起された検討課題については、各入学試験の合否判定時に行わ

れる工学部・知識工学部合同入学試験委員会にて検討・協議を行っている（5-19）。その他、

必要に応じて知識工学部入学試験委員会（5-21）を開催し、知識工学部内の入学試験にお

ける課題について検討・協議を行い学部内での結論を得て、全学入学試験委員会での全学

的な協議・調整に臨んでいる。さらに、そこでの結論を随時、工学部・知識工学部合同入

学試験委員会あるいは知識工学部入学試験委員会にフィードバックすることで委員間での

共通理解を深めている。 

 

＜４＞環境学部 

全学入学試験委員会での検討事項は、同時に環境学部入学試験委員会（5-22）でも検討

しながら進められている（5-23）。また、入学試験科目責任者委員会、入学試験結果分析委

員会の 2 つの専門委員会による検証結果が全学入学試験委員会に報告された後は、学部長

および学部委員がデータを学部・学科に持ち帰り、環境学部入学試験委員会および各学科

主任教授とともに学科会議などで所属教員と情報共有して継続的に検討している。 
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＜５＞メディア情報学部 

全学入学試験委員会に設置している入学試験科目責任者委員会、入学試験結果分析委員

会での検証結果については、全学入学試験委員会には必ず学部長および学部委員が出席し

ており、データを学部・学科に持ち帰り、メディア情報学部入学試験委員会（5-24）およ

び各学科主任とともに学科会議等で所属教員と共有して検証し、継続的に検討して今後の

施策の参考としている（5-23）。 

 

＜６＞都市生活学部 

 全学入学試験委員会で提起された検討課題については、各入学試験の合否判定時に行わ

れる等々力キャンパス入学試験委員会（5-25）にて検討・協議を行っている（5-26）。その

他、必要に応じて都市生活学部内で入学試験における課題について検討・協議を行い、学

部内での結論を得て、全学入学試験委員会での全学的な協議・調整に臨んでいる。さらに

そこでの結論を随時、等々力キャンパス入学試験委員会にフィードバックすることで委員

間での共通理解を深めている。また、都市生活学部では、今後の指定校推薦入学考査の依

頼高校を検討するにあたり、GPA スコア等の上位学生出身高校を調査するなど独自の取り

組みも行っている。 

 

＜７＞人間科学部 

全学入学試験委員会で提起された検討課題については、各入学試験の合否判定時に行わ

れる等々力キャンパス入学試験委員会にて検討・協議を行っている（5-26）。その他、必要

に応じて人間科学部内で入学試験における課題について検討・協議を行い、学部内での結

論を得て、全学入学試験委員会での全学的な協議・調整に臨んでいる。さらにそこでの結

論を随時、等々力キャンパス入学試験委員会にフィードバックすることで委員間での共通

理解を深めている。また、人間科学部では、今後の指定校推薦入学考査の依頼高校を検討

するにあたり、GPA スコア等の上位学生出身高校を調査するなど独自の取り組みも行って

いる。 

 

＜８＞工学研究科 

 学生募集や入学者選抜に関わる事項に関しては、工学研究科教務委員会において毎年定

期的に入試大綱の見直しと策定とともに議論している。また、教育目標等と入試問題内容

との整合性に関して、特に数学・英語科目の担当者と工学研究科長・教務委員長との会合

が定常的に行われ、議論・検討がなされている。 

 

＜９＞環境情報学研究科 

学生募集や入学者選抜に関わる事項に関しては、環境情報学研究科教務委員会および各

専攻会議において毎年定期的に入試大綱の見直しと策定とともに議論している。また、教

育目標等と入試問題内容との整合性に関して議論・検討がなされている。 

 

２．点検・評価 
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●基準５の充足状況 

本学では、各学部・研究科において「入学者の受け入れ方針（アドミッションポリシー）」

を定めると共に「当該課程に入学するにあたり、修得しておくべき知識等の内容・水準」

を明示し、入試要項等に明示した選抜方法で各学部入学試験委員会および教授会が厳正か

つ公正に合否判定を行っており、本基準を充足していると判断できる。 

 

①効果が上がっている事項 

＜１＞大学全体 

1）  学部における学生の受け入れにおいて、全学入学試験委員会、各学部入学試験委員会、

各教授会、入試センターのそれぞれの責任や役割のもとで、学生の受け入れの適切性

を検証するサイクルが定着している。 

 

＜２＞工学部 

1）  2014（平成 24）年度に全学的にディプロマポリシー、カリキュラムポリシーについて

体系的整理のための見直しを行い、日常的に可視化できるように「工学部学修要覧」に

は一覧としてまとめられている。これらの成果をもとに、高大接続改革答申に基づいた

アドミッションポリシーの見直しを開始している。 

 

＜４＞環境学部 

1）  環境学部では、開設初年度の入試において定員の 1.4 倍にあたる入学生が発生した。2

年目の 2014（平成 26）年度には、更なる厳密な選抜を行い、2014（平成 26）年度は両

学科ともに定員の 1.03 倍、2015（平成 27）年度は環境創生学科 1.14 倍、環境マネジ

メント学科 1.03 倍となり、入学者の定員超過および在籍学生の過剰は大幅に改善され

た。 

 

＜５＞メディア情報学部 

1）  メディア情報学部では、過去の受験生のデータを入試センターとともに精査して合格

者の判定を慎重に行うことで学生定員に対する入学者の比率を 1.0 に近づける努力を

行い、この 2 年は適切に選抜を実施している。 

 

＜７＞人間科学部 

1）  開設以来、入学定員に対する入学者数比率を 1.0 に近づける努力を行っており、大幅

な超過は見られず、適正な学生数を維持している。 

 

＜９＞環境情報学研究科 

1）  2014（平成 26）年度入学者が激減したが、就職状況の改善による影響がたまたま課題

に出たことに起因しているようである。その後の学部生に対する進学説明会等の実施

により、2015（平成 27）年度入学生はかなりの程度回復している。 

 

②改善すべき事項    
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＜１＞大学全体 

1）  一部学部において、入学定員に対する入学者数比率および収容定員に対する在籍学生

数比率の超過率を適正な値とすることが喫緊の課題となっており、改善の効果が見ら

れるものの、継続した改善が必要である。 

 

＜２＞工学部 

1）  工学部では、2009（平成 21）年の大学評価において、入学定員に対する入学者数比率

および収容定員に対する在学生比率が高く、助言対象となった。その後、超過率を適

正な値とするための改善に取り組んできた結果、改善の効果は現れてきているものの、

引き続き改善が必要である。 

 

＜３＞知識工学部 

1）  入学定員超過率については、改善傾向が見られるものの、入学定員に対する入学者数

比率および収容定員に対する在籍学生数比率を定常的に適正な範囲に収めることが喫

緊の課題である。 

 

＜４＞環境学部 

1）  環境学部としての課題は、いかに環境に強い興味のある学生を集めるかにある。その

ために、アドミッション、カリキュラム、ディプロマの 3 つのポリシーを受験生にわ

かりやすく、かつ正確に伝えるかが重要なポイントであると認識している。また、ど

のような専門を持った教員がおり、具体的にどのような教育や研究をおこなっている

のかを社会に発信することで、学部の方針と受験生の希望との乖離がないように努め

たいと考えている。以上から、定員の配分や入試種別などの入試方式、受験生の受け

入れ方針や学部・学科教員の日常的な研究と教育活動の社会的発信力に改善の余地が

あると考えている。 

 

＜６＞都市生活学部 

1）  2013（平成 25）年度は入学者数比率が再び 1.29 と上がり、5 年間平均も 1.23 と高く

なった。2014（平成 26）年度以降は更なる改善に努めているが、今後も引き続き、入

学手続き者の比率推計の精微化に努めていく必要がある。 

 

＜７＞人間科学部 

1）  人間科学部は児童学科という学系による特徴、すなわち現役女子受験生が多数を占め

るという特性により推薦系入試での入学を希望する者が多い。そのため、指定校推薦

入学考査、公募推薦入学試験、付属進学制度、AO 型入試のいわゆる年内入試での入学

者数と一般入試との入学者数バランスをどうするかが課題である。入学後の成績状況

（GPA 等）では、学力試験である一般入試を通過して入学してきた学生が、必ずしも

優位とは言えない状況でもあり、各入学試験方式での入学者比率について、どのよう

な比率が適正であるか、他大学の状況・実態も含めて引き続き調査・分析することで、

学部独自の適正比率を見いだす。 
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＜８＞工学研究科 

1）  2015（平成 27）年 5 月 1 日時点における工学研究科博士後期課程の収容定員に対する

在籍学生数比率は 0.13 であり、より一層の施策展開が必要になっている。 

 

＜９＞環境情報学研究科 

1）  学部から大学院進学への認識が基本的に低い状況にある。特に都市生活学専攻ではそ

の母体を本来文科系学科として設立された都市生活学部においていることから、学生

および保護者の大学院進学に対する基本的理解の浸透には至っていないと考えられる。

また、設立後 2 年と浅いことからその認知度もまだまだ十分とは言えない状況にある。

この状況の下で、学部在学生に対して大学院進学の意義を丁寧に説明していく必要が

ある。  
 

３．将来に向けた発展方策 

 

①効果が上がっている事項 

＜１＞大学全体 

1）  従来の検証サイクルに加えて、「高大接続改革実行プラン」および高大接続システム会

議による「中間まとめ」等の趣旨を踏まえ、カリキュラムポリシーとディプロマポリ

シーに裏付けられ、入試との整合性や、どのような人材をどのように受け入れるのか

を、明確且つ簡潔に表現するため、全学部でアドミッションポリシーの見直しに着手

している。また、今後の入試改革に対応した新たな入試方式実施や、既存の入試方式

の見直しに向け、全学入学試験委員会において検討するとともに、各学部入学試験委

員会においても検討を開始している。さらに、英語の資格・検定試験の活用について

も、今後の入試改革に対応できる体制の構築を目指す。 

 

＜２＞工学部 

1）  工学部では、2016（平成 28）年度入試から AO 型入試による学生募集を停止し、新た

に公募推薦入試を実施する。この入試では、アドミッションポリシーに基づく多面的・

総合的評価を目指す。そのためには、上述のアドミッションポリシーの見直しにより、

工学部が求める学生像をさらに明確にする。 

 

＜４＞環境学部 

1）  環境学部では、2016（平成 28）年度入学試験において引き続き定員の 1.0 倍を目標に

選抜を行うことで入学者の定員超過は目標を達成できる。また、開設初年度に入学し

た環境マネジメント学科の定員の 1.4 倍の学生が 4 年次生になることから、教員によ

るゼミ学生の単位取得状況の確実な把握と就職活動への直接指導等を行い留年生の減

少に努めることで、在籍学生の過剰を更に抑制することとする。 

 

＜５＞メディア情報学部 
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1）  メディア情報学部では適切に選抜を実施し、定員に対する入学者の比率を維持する努

力を続けている。今後は、特に予備校等の資料を活用して、本学に入学した学生の入

試動向だけでなく、合格しながら他大学に進学した学生の動向もよりきめ細かく解析

することで、受験生の増加を目指し、また今後も継続的に学生定員に対する入学者の

数を適切に設定し、充実した教育環境を維持したい。 

2）  全学において、アドミッションポリシー、カリキュラムポリシーおよびディプロマポ

リシーが三位一体となるべく見直しをしており、メディア情報学部でも学部中長期構

想の一部として、アドミッションポリシーの見直しを計画的に行っている。また、ア

ドミッションポリシーに沿った新しい入試評価方法を検討することとして推薦系の入

試から試験的な導入を検討し始めている。 

 

＜７＞人間科学部 

1）  開設以来、入学定員に対する入学者比率を適正な範囲で維持しており、今後も、過去

のデータ、予備校等の資料を参考に入試動向を分析し、入試方式ごとの在学中の学業

成績や就職状況等からも解析をすすめる。 

 

＜９＞環境情報学研究科 

1）  それぞれの専攻において他大学からの入学生や留学生も少数ながら存在する。今後は

両専攻の特色をより広範に広報することにより、適切な学生の獲得に繋げていく。 

 

②改善すべき事項 

＜１＞大学全体 

1） 一部学部では、現在も収容定員超過率が高いため、入学者比率の改善が結果的に在籍

学生数比率の改善につながることを念頭に置き、合否判定業務のあり方の見直しに努

め、今後も継続的に改善を実施していく。 

 

＜２＞工学部 

1）  入学定員超過率はさらに低い値を目標とし、今後も適正化を図るための努力を継続し

て実施し、定常的に適正な範囲内とする。 

 

＜３＞知識工学部 

1）  入学定員に対する入学者数比率および収容定員に対する在籍学生数比率を定常的に適

性範囲に収めるためには入学者数の管理を徹底する必要がある。推薦型入試では、評

定に対する条件を調整することで、その入試での入学者数が制御可能である。また、

志願者数が減少した入試方式では合格者数を減らし、志願者数が増加した入試方式で

合格者数を増やすなどして、入学試験における適正な倍率を保ちつつ、それぞれの学

科・入試方式の状況に応じて合格者数を調整し、最終的に総合格者数を減少させる方

法を採用している。手続き率の推定はモデルベースでは難しいため、現状は毎年の結

果を確実に記録し、実証データを積み上げ、適正値を探っていく。 
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＜４＞環境学部 

1）  入試方式と定員の配分見直し、受け入れ方針の表現方法についての定期的点検、学部・

学科ウェブページの充実、各研究室のウェブページの充実、指定校の見直し、全国の

環境学習が盛んな高校の発掘、の 6 項目を重点的に改善していく。 

 

＜６＞都市生活学部 

1）  志願者数が減少した入試方式では合格者数を減らし、志願者数が増加した入試方式で

合格者数を増やすなどして、入学試験における適正な倍率を保ちつつ、それぞれの学

科・入試方式の状況に応じて合格者数を調整し、最終的に総合格者数を減少させる。

そして、毎年の結果を確実に記録し、実証データを積み上げ、適正値にランディング

させる。それらを維持・継続するために、過去の記録および実証データを担当者間で

共有する仕組みを継続的に整備していく。 

 

＜７＞人間科学部 

1）  アドミッションポリシーを高校生に向けてさらに理解しやすいものとする。人間科学

部では一般入試よりも推薦、AO 型入試を通過した学生が学業面、学生生活面共に優位

である場合が多く、これにより、2016（平成 28）年度入試より各入学試験方式での入

学者比率を若干修正し、一般後期入試の入学者数を 2 名減とし、その分公募推薦と AO

型入試による入学者に割り当てることとする。 

 

＜８＞工学研究科 

1）  「アクションプラン 2030」において、「博士課程の入学者増加」「大学院を中心とした

留学生の増加」を正式に施策・事業として組み込み、PDCA サイクルによる事業計画の

推進を行っている。さらに、博士後期課程の活性化のためには本学の研究力向上が必

要不可欠であることから、研究力強化の諸施策と連動した大学院改革を着実に進める。 

 

＜９＞環境情報学研究科 

1）  「アクションプラン 2030」との関連において、特に学部・大学院一貫構想等をより具

体化することにより、教育・研究環境を高め、より適切な学生の確保とその教育につ

いて継続して検討していく。 

 

４．根拠資料 

 

5-1 東京都市大学入学試験委員会規程 

5-2 各種入学試験要項（2015 年度） 

5-3 各学部アドミッションポリシーの公開 

http://www.tcu.ac.jp/entrance/policy/index.html  

5-4 入学試験受験上の配慮措置申請書（2016 年度） 

5-5 工学研究科募集要項（2015 年度） 

140

http://www.tcu.ac.jp/entrance/policy/index.html


第５章 学生の受け入れ 

5-6 工学研究科アドミッションポリシーの公開 

http://www.tcu.ac.jp/academics/graduate/3policy/eng.html  

5-7 環境情報学研究科アドミッションポリシーの公開 

http://www.tcu.ac.jp/academics/graduate/3policy/env.html  

5-8 環境情報学研究科募集要項（2015 年度） 

5-9 オープンキャンパスガイドブック（2014 年度） 

5-10 入試制度一覧（2015 年度） 

5-11 インターネット出願 

http://webentry.tcu.ac.jp/guide/tcu/  

5-12 早稲田大学と東京都市大学との共同教育課程の設置に関する協定書（既出 3-45） 

5-13 工学部、知識工学部、都市生活学部における収容定員に対する在籍学生数比率

（過去 5 か年） 

5-14 全学入学試験委員会議事 

5-15 入学試験科目責任者委員会内規 

5-16 入学試験結果分析委員会内規 

5-17 入学試験分析報告（表紙） 

5-18 東京都市大学の工学部・知識工学部の合同入学試験委員会に関する申合せ 

5-19 工学部・知識工学部合同入試委員会議事 

5-20 東京都市大学工学部入学試験委員会規程 

5-21 東京都市大学知識工学部入学試験委員会規程 

5-22 東京都市大学環境学部入学試験委員会規程 

5-23 環境学部・メディア情報学部合同入試委員会議事 

5-24 東京都市大学メディア情報学部入学試験委員会規程 

5-25 東京都市大学等々力キャンパス入学試験委員会規程 

5-26 等々力キャンパス入学試験委員会議事 
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第６章．学生支援 

 

１．現状の説明 

 

（１）学生が学修に専念し、安定した学生生活を送ることができるよう学生支援に関する

方針を明確に定めているか。 

 

本学では、学生一人ひとりが充実した学生生活を送るために、基本方針に基づき、教務

委員会・学生部委員会・キャリア委員会において「修学支援」、「学生支援」、「キャリア支

援」の方針を策定・明確化し、大学協議会で機関決定の上、常時閲覧可能な規程集への掲

載により教職員間で共有している。また、学生に対しても 2016（平成 28）年度の学生手帳

への掲載等により周知している。その内容は、以下のとおりである。 

 

基本方針 

東京都市大学では、修学支援、学生生活支援、キャリア支援の 3 つの方針を掲げ、各

委員会組織を中心に、教職員が建学の精神である「公正、自由、自治」に基づいたき

め細やかな学生支援を行う。 

 

修学支援 

１．修学に関する支援体制 

全学部全学科全学年にクラス担任を置き、修学に関する相談体制を整備する。必要に

応じて学内の諸組織が連携・協働し、教員と職員が一体となり、学生に必要な修学支

援を行う。 

２．修学環境の充実 

ラーニングコモンズ等、学生が主体的に学習に取り組める修学環境を充実させる。 

３． ティーチングアシスタント、スチューデントアシスタントの活用 

ティーチングアシスタント、スチューデントアシスタントを活用し、きめ細かな学習

支援を行うと共に、支援する学生自身も研究教育活動を通じて、自ら学ぶ機会と経済

的支援が得られる制度を整備する。 

４．障がいを有する学生への支援 

障がいを有する学生に配慮した環境の整備や修学の支援体制を充実させる。 

５．奨学金制度の充実 

経済的支援を必要とする学生や成績優秀な学生等、様々な学生に対応した修学支援の

奨学金制度を充実させる。 

６．留年、休学、退学等への対応 

留年者及び、休・退学者の状況を早期に把握・分析し、関係する学内の諸組織が早期

に連携して適切な対応策を講じる。 
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学生生活支援 

１．課外活動の支援 

人間形成に重要な役割を持つ課外活動に対し、積極的に学生の参加を促し、団体に

対して効果的に支援を行う。 

２．留学生の支援 

留学生の生活、住居、経済的支援等を行う。 

３．カウンセリングに関する支援 

学修及び生活に関する問題に対して学生相談室の機能を強化・充実させ、学生が大学

生活を送っていく中で生じる悩みや疑問などを自ら解決が出来るよう支援する。 

４．ハラスメントの防止 

各種ハラスメントの防止のために、啓発、研修、教育、広報等日常的な活動を強化し、

相談、解決等支援体制を整備する。 

５．健康管理の支援 

医務室より健康診断を通じて学生の健康維持をはかり、学生相談室等部署間の連携を

強化しながら心身両面の健康に対する支援体制の充実をはかる。 

６．障がいを有する学生のための支援 

障がいを有する学生が他学生と同様に修学及び学生生活を進められるように総合的な支援

を行う。 

 

キャリア支援 

学生生活で学んだ強みや特徴を生かし、一人ひとりのニーズにあった支援をすること

により、学生が自立した自分らしい人生のあり方を追求し、グローバル化への対応など

自らの資質を向上させ、社会に貢献できる人物となることを目標とする。 

１．キャリア形成支援 

キャリア関連授業、キャリアガイダンスや講座、インターンシップを軸とした支援を

行う。また、各学年ごとに、目標を設定し、社会人としての能力のステップアップを

目指した支援を行う。 

２．就職支援 

就職ガイダンスや業界・企業研究会を軸とし、多様なニーズに対応できる個別相談の

体制とスキルを持って支援を行う。 

 

（２）学生への修学支援は適切に行われているか。 

 

・留年者および休・退学者の状況把握と対処の適切性 

＜全学＞ 

学生が順調に進級・卒業等できるように支援するため、休・退学者の状況等を把握し、

教授会で報告を行っており、一部の学部では、卒業延期者数の報告も行っている。 

また、各学部において、クラス担任規程と各学部クラス担任の選出等に関する規程（6-1）

に基づき選出されたクラス担任の下、「教職員のための学生指導ガイドライン」（6-2）に

則った指導を行っており、必要に応じて、関係部署や学内のカウンセラーと協力し、問題
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解決に向けての支援を行っている。 

さらに、成績不振や退学の未然防止策として、入学直後のオリエンテーション期間で実

施する研修行事のフレッシャーズキャンプには、全新入生が参加して教員や先輩と交流を

図ると共に、早期に友人関係を構築できるようにしている。 

新入生の保護者との懇談会および毎年実施される大学と保護者との連絡会等を通じ、保

護者との懇談や面談の場を設け、家庭との協力体制を築き、問題が生じた場合には、連携

して支援する体制を整えている。その他、各学部の主な対応は以下のとおりとなっている。 

＜工学部＞ 

年度末の成績発表時に留年者の保証人には、文書で通知している。また、クラス担任制

度などを通じたサポートを行っている。前期・後期開始前のオリエンテーション期間には、

1～3年生に対するクラス担任ガイダンスを行い、単位取得状況の確認と履修上の助言など

を行っている。クラス担任ガイダンスは、教務委員会で作成している履修指導ガイドライ

ン（6-3）に従い、指導をしている。4年生では卒業研究の指導教員が相談や助言を行って

いる。その他、1年生の導入科目では、学科の専門分野に対する理解を深め、学習の動機付

けを行っているなどの工夫を施している。 

＜知識工学部＞ 

年度末の成績発表時に留年者の保証人には、文書で通知している。また、アカデミック

アドバイザ制度などを通じたサポートを行っている。毎学期、アカデミックアドバイザが

学生と面談する機会を設けることで、学修状況のこまめな把握を行っており、特に留年者

には十分な時間をかけて面談を実施し、学修状況の改善策を教員も学生と共に考えて、さ

まざまなアドバイスを行うことで、早い段階での問題解決を行えるようにしている。 

＜環境学部・メディア情報学部＞ 

1・2年次はクラス担任が、3・4年次は研究室の指導教員が、所属する学生の学習への取

り組み状況や学習意欲などを把握し、問題が生じた場合には早期に面接を行い、問題解決

に向けての支援を行っている。 

その他、新入生で欠席が多い学生に対して、クラス担任が前期中に面談を行えるよう、

事務局と協働し、対応している。前期の英語必修科目の欠席が多い学生については、早い

段階で該当学生のクラス担任に報告し、これを受けて、クラス担任は当該学生に面談をし

ている。面談について、教員からの連絡がつかない場合は、事務局からも連絡し、対応し

ている。また、調査結果は、教務委員会にて報告されている。 

＜都市生活学部＞ 

欠席の多い学生・成績不振の学生に対して、クラス担任・指導教員より連絡を取り、面

談を行っている。その際、関連部署（教育支援センター・学生支援センター・学生相談室

等）と情報共有を行い、学生の状況に応じた対応を取っている。また、1･2年生に対しては、

クラス担任より教育支援センターから配布された「年度末成績取得状況」をもとに、取得

単位の少ない学生に対して面談を行い、「成績不振者指導報告書」（6-4）にて報告をして

いる。 

＜人間科学部＞ 

欠席の多い学生・成績不振の学生に対して、クラス担任・ゼミ担当教員より連絡し、面

談を行っている。その際、関連部署（教育支援センター・学生支援センター・学生相談室
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等）や学科会議において情報共有を行い、学生の状況に応じた対応を取っている。さらに、

今後は、クラス担任・ゼミ担当教員より、教育支援センターから配布される「年度末成績

取得状況」をもとに、取得単位の少ない学生に対しても面談を行い、記録を残していく方

向で検討している。 

 

・補習・補完教育に関する支援体制とその実施 

本学では学部毎に、以下の補習・補完教育を行っている。 

＜全学＞ 

新入生に対し、入学時に英語G-TELPテストを実施して、レベル別にクラス編成をし（必

修科目）、習熟度に応じた学習支援を行っている。 

＜工学部＞ 

新入生に対し、入学時に数学・物理科目のプレースメントテストを実施し、各科目プレ

ースメントテストの低スコア者に対して、数学は「微分積分学(1)」、物理は「物理学(1)」

において、初修者向けクラス（補習クラス）を設け、習熟度に応じた学習支援を行ってい

る(6-5、P70)。また、推薦関連入試の入学者に対して、一般入試経路の入学者と学力差な

く授業に入っていけるように、入学前準備学習講座（外部機関による添削講座）（6-6）を

設け、受講を義務付けている。受講科目は、学科毎に、数学・物理・化学等の中から指定

した科目を受講させている。 

＜知識工学部＞ 

推薦関連入試の入学者に対して、一般入試経路の入学者と学力差なく授業に入っていけ

るように、入学前準備学習講座（外部機関による通信教育）（6-7）を設け、受講を義務付

けている。受講科目は、学科毎に、数学・物理等の中から指定した科目を受講させている。 

＜環境学部＞ 

推薦関連入試の入学者に対して、一般入試経路の入学者と学力差なく授業に入っていけ

るように、入学前ガイダンスにおいて、英語実力テストを実施し、点数に応じたレベル分

けを行い、レベルに応じた基本単語学習のためのeラーニングを入学前まで課している。入

学前2ヶ月前の段階で、e-ラーニング上での取り組みや成績が芳しくない者に対しては、警

告を出し、更なる学習を促している。 

＜メディア情報学部＞ 

推薦関連入試の入学者に対して、一般入試経路の入学者と学力差なく授業に入っていけ

るように、入学前ガイダンスにおいて、英語・国語(社会メディア学科のみ)・数学(情報シ

ステム学科のみ)のテストを実施している。各教科とも、テスト結果を本人に返却し、解説

を行っている。英語においては、レベルに応じた基本単語学習のためのeラーニングを入学

前まで課しており、国語と数学においては、課題・問題を課している。数学の場合は、さ

らに、自宅での解答を大学へ郵送させ、2月のガイダンス時に添削結果を返却している。 

＜都市生活学部＞ 

推薦関連入試の入学予定者に対して、一般入試経路の入学者と学力差なく授業に入って

いけるように、入学前準備ガイダンスを実施し、英語科目・地歴科目等の受講等をさせて

いる。 

＜人間科学部＞ 
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推薦関連入試の入学予定者に対し対して、一般入試経路の入学者と学力差なく授業に入

っていけるように、入学前準備ガイダンスを実施し、体験授業・入学後の日本語表現・読

解力・論理的思考を高めるための課題提示を行い、課題の回答に対しては、教員からの添

削ならびに助言を加筆し返却している。 

 

・障がいのある学生に対する修学支援措置の適切性 

本学では、入試・学生・教育支援部門など、関係する事務局各部署や教員が連携し、障

がいを有する学生が他の学生と同じレベルで講義を受講できるよう、個々の状況に応じて

学習支援を行うこととしている。現在の支援内容は以下のとおりとなっている。 

 

1. 個別面談  

入学前に本人の申し出に基づき、入試関係部署と面談を行ない、障がいを有する学生の

相談を受けると共に、支援内容やその支援方法を他の関係部署と共に検討している。 

2. 講義保障 

 大学として障がいのない他の学生と同レベルで講義を受講できるよう、面談等を通じて

支援が行える講義科目や支援方法を決定している。 

例 1）聴覚障がいを有する学生への支援（ノート（パソコン）テイク、手話通訳） 

例 2）肢体障がいを有する学生への支援（教室間の移動の介助） 

その他、面談をしながら必要な支援や設備などを検討している。 

3. 定期試験および授業内試験時の配慮 

障がいに応じて、別室受験や時間延長の手続きを行っている。また、試験監督者へも配

慮を依頼している。 

4. 教員への配慮事項の伝達 

障がいを有する学生が受講することや学生からの要望点等を担当教員に通知している。 

5. 各種講習会の実施 

聴覚障がいを有する学生のためのノート（パソコン）テイク講座などを実施し、ボラン

ティア学生の確保・育成を行っている。 

6. 学生生活支援 

面談等を通じて、必要な構内設備の改善・充実を図っている。 

 

講義保障を中心とした支援室の活動は、多くが学生ボランティアや学生アルバイト（障

がい学生サポートスタッフ）によって支えられている。サポートスタッフは、ノートテイ

ク講座など必要な講座や講習を受講した後に事務局へスタッフとして登録し、サポートが

必要な学生の講義へ同席し、サポートしている。 

現在、支援対象学生は、世田谷キャンパス、横浜キャンパスに在籍している。そのうち

横浜キャンパスの聴覚障がい学生 1 名に対しては、ノートテイク等の恒常的なサポートを

行っている。 

 

・奨学金等の経済的支援措置の適切性 

学生部では、「学部学生及び大学院学生に対する教育上の指導、並びに学生生活の向上
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への協力や支援を行い、以って本学の発展に資することを目的とする。」に基づき、厚生分

科会・留学生分科会・学生支援センターにて奨学金や学費減免等の支援を実施している。 

奨学金については、相談窓口である学生支援センターや奨学金掲示板を 1 年次に配布す

る「キャンパスライフ」（6-8）等で周知し、学生や保護者からの問い合わせに対応してい

る。本学独自の奨学金では、給費型を中心に成績優秀な学生に対し経済支援を充実させて

いる。 

1. 五島育英基金  

 本学 2 年次以上の学生で、学業成績・人物ともに優秀な学部学生、大学院生に対して、

年額 10 万円を給費しており、大学全体で 71 名、7,100,000 円の給費を行っている。 

2. 東京都市大学大学院研究科奨学金 

 本学大学院に進学する優秀な学生に対し、授業料の全額または半額を免除する制度で全

額免除 19 名、半額免除 46 名、計 49,620,000 円の授業免除を行っている。 

3. 東京都市大学今泉奨学金 

 本学の元教授今泉先生からの寄付金を基に、大学院生の奨学の一助とするために大学院

修士課程、博士課程の学生に給費される奨学金で、6 名、1,368,000 円の給費を行っている。 

4. 東京都市大学黒澤敦・淑子奨学金 

 本学の元助教授黒澤敦・淑子夫妻からの寄付金を基に、在学中授業料負担者が病気や災

害などで死亡、あるいはそのことが原因で著しい後遺障害により収入が得られないため学

業を継続するのが困難と思われる学生に対し、授業料の全額または一部相当額を給費する

奨学金で 5 名、3,290,000 円の給費を行っている。 

5. 学部特待生制度 

 本学の一般入学試験（前期）および外国人留学生入学試験において、成績優秀な学生に

対し、授業料の全額を免除する奨学金で、大学全体で 28 名、34,160,000 円の授業料免除

を行っている。 

6. 東京都市大学桐華奨学基金 

等々力キャンパスに籍を置く学部の在学生で、勉学意欲がありかつ経済的事由により修

学困難な学生に授業料の一部を給費する奨学金で、4 名、996,000 円が給費している。 

7. 東京都市大学後援会緊急奨学金制度 

 本学の在学生の保護者で組織される後援会において、家計が急変して修学の継続が困難

な学生に対して、授業料相当額を貸与する奨学金で、2014（平成 26）年度の貸与実績はな

いが、2015（平成 27）年度に関しては既に 2 名、1,950,000 円の貸与が決定している。 

 

2014（平成 26）年度の大学独自の奨学金(6-9)で、合計 179 名、総額 96,534,000 円の奨

学金の給費を行い、学生に経済的支援を実施している。また、国の奨学金として日本学生

支援機構奨学金奨学制度の採用状況は第１種 872 名、第 2 種 1,755 名が採用されており、

在学生の約 33.8％の学生が利用している。利用学生向けに奨学金説明会を実施し、利用し

やすい環境を提供している。 

上記の他に 2015（平成 27）年度より実施する留学制度の東京都市大学オーストラリア

プログラム（TAP）（6-10）において、「TAP 奨学生制度」および「夢に翼を奨学金（TAP ア

ワード）」を新規に設置し、海外留学の促進に努めている。 
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8. TAP 奨学生制度 

本学の一般入学試験（前期）において、成績優秀な学生に対し、TAP 参加費用 90 万円が

全額免除になる制度で 17 名、15,300,000 円が給費予定となっている。 

9. 夢に翼を奨学金（TAP アワード） 

 留学中の成績、準備教育の成績および英語能力テストの結果から総合的に判断し、成績

上位者に順位により 15～30 万円の奨学金が約 40 名に給費される予定となっている。 

 

また、留学生に関しても、経済支援を実施しており、学費減免や本学の奨学金や外部奨

学金を「留学生ハンドブック」（6-11）等で紹介している。 

1. 私費外国人留学生授業料減免制度 

「留学」の資格を持つ私費外国人留学生に対し、30％の授業料減免を行っており、62 名、

23,349,000 円の減免を実施している。 

2. 東京都市大学佐野利秋国際交流奨学金 

本学の卒業生佐野利秋氏からの寄付金を基に、学業、人物ともに優秀なアジア地域から

の大学院工学研究科に在籍する大学院留学生を対象に、授業料の 2 分の 1 を給費する奨学

金で、4 名、952,000 円を給費している。 

 

（３）学生の生活支援は適切に行われているか。 

 

・心身の健康保持・増進および安全・衛生への配慮 

保健・衛生 

 全学生の健康管理は、学生生活を送るために重要な事柄である。正課活動および課外活

動における万一の事故や急病など緊急時に迅速な対応が可能なシステム作りに取り組んで

おり、各キャンパスに医務室を設置し、非常勤の医師各１名〔週 1 日〕、専任養護職員各 1

名を配置し、事故や急病の手当てなど緊急時の医療処置に対応している。また、医務室で

の対応が困難な場合には、近隣の医療機関と厳密な連絡を取り、学生への対応には万全を

尽くすようにしている。 

 毎年 4 月に全学生対象に健康診断を実施し、そこで見つかった疾病等についてアドバイ

スを行っている。健康診断の受診については、全学生に案内を周知するとともに学生部委

員会でも各学科へ受診依頼および実施結果報告を行い、受診率を上げることに努めている。 

 学内外でのアルコール事故防止の方策として、新入生へのアルコールパッチテストや救

命講習会の実施し、注意喚起を促している。 

日常の健康保持・増進の方策として、世田谷・横浜キャンパスにおいてはトレーニング

施設の運動器具を自由な時間に利用できるようにしており、等々力キャンパスにおいては

テニスコートを一般学生に解放しており、学生より要望のあったバスケットゴールも設置

し、多目的に利用可能となっている。 

 

学生相談室 

設置目的と相談内容、周知 

本学では、各キャパスにおいて、学生が明るく充実した大学生活を送ることが出来るよ
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うに協力し、学生が悩みや問題を自ら解決できるような手助けを行う「学生生活なんでも

相談室」を設けている。学生相談室では、学生ができるだけ気軽にかつ安心して相談室に

来られる環境や雰囲気を作ることを到達目標として進めている。 

本学に入学する学生も社会環境の変化も激しくなっている中で、精神的に安定さを欠き、

学生生活に支障をきたす学生も見受けられる。学生の精神年齢の低下、目的意識の欠如、

自己表現やコミュニケーション能力の欠如等が要因となり、円満な人間関係を構築できな

い。特に友人及び教員との関係作りや修学状況の悪化、将来への進路の迷いなど不安を感

じている学生たちは少なくない。そうした学生たちに対する援助方法の一つとして学生相

談室は重要な機能を果たしている。 

2015（平成 27）年度現在、世田谷・横浜・等々力キャンパスにおいて専任教員 2 名を含

む計 13 名の臨床心理士資格を所有するカウンセラーがおり、それぞれ週 5 日間学生相談室

を開室している。学生の幅広い問題に対し、出来るだけ相談し易い環境を心掛けて相談に

応じており、着実に成果を上げている。相談内容は、心理性格、対人関係、心身健康、進

路修学、学生生活、その他にわたり、対応には、学生相談室スタッフが中心となり、学生

支援センター職員、キャリア支援センター職員、医務室職員、学生部委員、教務担当の教

職員などがあたった。問題によってはハラスメント相談室とも連携を取り全学的問題とし

て対処している。 

最近 3 年間の学生相談室の利用状況を示す（6-12）。相談件数はここ 3 年間、延べ人数

が毎年 400 件前後で推移している。相談内容については、単位取得や履修といった学修上

の問題から、不登校（とくに親や教員からの相談）、サークルや研究室の人間関係、ADHD

や ASD といった発達障害、うつ症状やパニック障害、統合失調症などの精神疾患まで多岐

にわたる。 

病的なものを含め、学生相談室独自で対応できないものについては、外部の関連医療機

関とも連携を図って対応している。 

不登校の学生に対しては、先ずはクラス担任、卒業研究指導教員が対応し、状況により、

学生相談室、学生支援センター、キャリア支援センターなどと連携を図り対応している。 

新入生に対する学生相談室の案内は、「学生手帳」（6-13）、「キャンパスライフ」（6-8）、

ウェブページなどで周知し、教職員には、「教職員のための学生指導ガイドライン」（6-2）

として履修等の修学指導・進路指導を行う際の心構えや、学生生活における精神面・金銭

面の悩みへの対応方法、クラブ顧問としての団体指導といった、学生指導を行う上で必要

不可欠と思われる内容を網羅した冊子を配布し、学生との対応に役立てている。この冊子

中には教職員が学生指導に当たって知っていることが望ましい各種の用語のグローサリー

も掲載し便宜を図っている。また、2007（平成 19）年度に、「学生と向き合う 25 の提案（中

部大学編）」を全教職員に配布、個々の学生の悩みと相談に、具体的にどのように対処すれ

ばいいのか、細かい対応を指導した。また、新任教員へのオリエンテーション時にも学生

部長が、本書を紹介し、学生へのきめ細かい対応を行うように新任教員への指導を実施し

ている。 

教職員に対する啓もう活動 

1997（平成 9）年度より、毎年 1 回学生部委員会と学生相談室が協力し、問題を抱えて

いる学生を早期に見つけ解決を図るために、本学で実際にカウンセリングを実施している
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カウンセラーを講師に迎え、新任教職員や 1 年生クラス担任を中心に教職員対象のカウン

セリング研修会を実施している。2014（平成 26）年度の参加者の総数は 36 名（教職員 25

名、その他 11 名）である。 

また、2014（平成 26）年度より、「学生相談室便り」（6-14）と題した月刊の広報を全教

職員に対してメール配信している。内容は研修会でカバーしきれなかったカウンセリング

マインドの啓もう、各種の事例、学生相談の行う上での注意事項などが多岐にわたり掲載

されている。電子媒体による配信であるが、バックナンバーの閲覧も可能となっている。

さらに学生相談の実態などについては教育年報や共通教育部紀要などでも発表されている。 

学習に困難を抱える学生を支援するプロジェクト 

2013（平成 25）年度 9 月より、「学習に困難をきたす学生を支援するプロジェクト」（以

下 DOL 支援プロジェクト）（6-15）が発足し、学習に対して困っている学生のニーズと教員

のデマンドを支援するプロジェクトが進行している。 

 

・ハラスメント防止のための措置 

ハラスメント対策制度を充実させ、ハラスメントが起こらないキャンパス作りを到達目

標として進めている。「東京都市大学ハラスメントの防止に関する規程」（以下、規程）に

基づき、ハラスメント対策室が設けられ、下部組織として、ハラスメント対策委員会、ハ

ラスメント相談室、必要時のみ設置されるハラスメント調査委員会があり、ハラスメント

防止のための対策を行っている。 

 ハラスメント防止対策活動として、学生向けの冊子「キャンパスライフ」や「学生手帳」

教職員向けの冊子「教職員のための学生指導ガイドライン」にてハラスメント防止体制等

に関する情報の発信を行ってきた。また、ハラスメント対策室、ハラスメント対策委員会

の構成メンバーである学部長、研究科長、学生部長、副学生部長、事務局長等がその活動

に積極的に関わっている。 

なお、ハラスメント対策室の意向により、ハラスメント相談室のメンバーが中心になっ

て以下の活動を行っている。 

(1) 教職員向け注意喚起資料作成 

(2) 教職員対象ハラスメント実態調査アンケートの実施と教職員への報告 

(3) 夏期・冬期・春期休暇前、学生へのハラスメントその他への注意喚起ポスター作成

並びに学内掲示による周知（6-16） 

(4) 課外学生団体への注意喚起資料作成（夏期・冬期休暇前、新入生歓迎会の前） 

(5) ハラスメント防止を訴えるポスター作成並びに学内掲示による周知 

(6) 辞令交付日の新任教員対象のハラスメント防止研修会実施 

(7) 教職員向け学内研修会実施（主として教員向け）（6-17） 

(8) 事務職員向け学内研修会実施 

 

課外活動支援 

課外活動への積極的参加の奨励 

本学では、1989（平成元）年より継続して正課外教育の重要性を訴え、学生の課外活動

への参加を積極的に呼びかけている。学生部を中心とした学生への課外活動への参加を奨
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励したことにより、2014（平成 26）年度は 57.8％まで回復し、最近の 3 年間では 55％前

後を推移している（6-18）。 

各団体の部員の勧誘には、学生団体連合会を中心に体育会は春・秋の勧誘祭として、ス

プリングフェスティバル（6-19）およびオータムフェスティバル、文化団体連合会は春に

勧誘祭ライブ、バンドフェスティバルなどを行うとともに体育会、文化団体連合会および

同好会連合の各所属団体の紹介冊子をそれぞれ作成・配布するなど少しでも多くの部員を

確保するよう指導している。 

顧問並びに学外指導者の指導 

課外活動団体への指導を目的とした大学の取り組みのひとつに、大学教員による顧問制

度がある。毎年全顧問に対して「課外活動の手続きマニュアル」（6-20）を配布して、顧問

としての役割を認識してもらっている。また対外試合、発表会等各イベント時や会計簿の

チェック、指導の際には承認印を要し、顧問としての責務を果たすようお願いしている。

さらに学外指導者には保険の加入および交通費の支給、年に 1 度大学への要望等を聞く機

会を設ける意味で学生団体顧問ならびに学外指導者の方々との懇談会（6-21）を行ってい

る。 

課外活動団体への活動費の補助 

学生団体連合会傘下にある活動団体の活動は、大学からの援助、後援会からの援助（6-22）

および参加部員からの部費等で運営されている。特に後援会からの援助は大会参加費、部

員登録費、傷害保険、施設使用料等を補助し、活動費の多くの部分を占めている支出に対

して援助することにより、課外活動を活性化するため支援している。 

課外活動団体への指導 

4 月の連絡会時に「課外活動の手続きマニュアル」を配布して指導を行っている。また、

10 月に課外活動連絡会、12 月の新リーダー対象のリーダース研修会（6-23）を企画し、リ

ーダー育成のため、著名人講師による講演会を実施するとともに、提出書類、飲酒指導、

会計監査指導（6-24）、テーピング講習、救急救命指導等を行っている。特に会計指導に関

しては学生が健全な会計管理を行うための指導を重点的に行い、会計監査報告書を添えて

大学へ報告することにより、各団体の健全運営を保つよう心がけている。  

 

学生と大学とのこんだん会の開催 

 多くの学生から大学への意見や要望等を直接聞き、回答する場として「学生と大学との

こんだん会」（6-25）を各キャンパスで実施している。主に「授業・研究」、「課外活動」、

「生活環境・学生生活」について討議し、学生からの質問等に学長、学部長、学生部長、

教務委員長等の教員や事務局長、担当部課長等の職員も参加して回答するとともに、改善

に寄与している。 

 

（４）学生の進路支援は適切に行われているか。 

 

①卒業後の進路状況 

過去 3 年間の就職並びに進学状況(6-26)は、就職希望の学生の 9 割強が就職しているが、

その他に分類されている卒業時に、まだ進路を決定できない学生が数パーセント存在する。 
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②進路選択に関わる指導・ガイダンスの実施について 

 近年、早い時期からのキャリア教育の重要性が指摘されており、学生の就職活動に対す

る意識を高めることを目的として全学部で 1 年次よりキャリア教育を行い、就職支援では

3 年生になった 4 月（世田谷キャンパスは 5 月）から活動をスタートしている。就職活動

全体のイメージを学生に与える工夫を施した、本学独自の就職活動に関するマニュアルで

ある B5 サイズ約 100 ページの「就職サポートブック」（6-27）を全学生に配布し、それに

基づくガイダンスを行っている。進路決定のステップとして、進路に対するイメージ作り、

自己分析・適性の把握、企業研究を通した職種の決定の 3 段階を設定し、きめの細かい進

路指導が行える体制を取っている。就職活動の導入で重要な自己理解・自己分析や業界理

解への取組みにあたっては、就職活動についてのイメージを持たせることが重要であるこ

とから、就職講演会を 4 月から 12 月にかけて定期的に開催することで、自分の将来を考え

させる機会を与えている。また夏期休業中、学生本人の職業適性や職業生活設計について

考える多様な機会を与えることを目的として、インターンシップ制度の積極的活用を促し、

職業選択への主体的かつ積極的に取組めるよう指導している。 

9 月からは、本格的に学生の適性や能力を認識させる段階に入り、企業や採用コンサル

タントから講師を招聘しセミナーを開催し、現在の産業界の現状を認識させるとともに、

長所・短所を含め自分のキャリアを考える機会を与えている。当然進路として、大学院進

学に関する指導も配慮されており、各学科において進路に関する調査が個別に行われてい

る。具体的な職種を選択するための企業研究は特に力を入れており、業界研究として企業

から講師をお招きしてセミナーを開催している。また並行して、履歴書などエントリーシ

ートの書き方や面接指導を定期的に行っている。 

本学の就職に対する強みとして、産業界で実際に活躍する OB・OG の存在がある。卒業

生から実際の仕事内容や生活を聴く場として、卒業生による企業研究会を業界研究会の最

初に開催することで就職をより身近に感じさせる配慮をしている。 

実際の企業選択に際しては、より具体的な情報を得ることが重要と判断し、本学学生を

採用いただいている主要企業をお招きして、各キャンパス内で企業研究会を主に 2013（平

成 25）年度までは 12 月と 2 月に、2014（平成 26）年度は 3 月に開催している。実際の企

業の人事担当者や OB をお招きし、単なる企業情報誌からの情報ではなく、学生個人がより

現実に近い情報を得る場を提供している。 

 

③キャリア支援に関する組織体制の整備 

就職セミナーや、就職講演会等の取組みにより就職活動を主体的に行える学生達につい

ては支援内容を充実することにより成果を上げてきた。一方で個性に応じた支援を必要と

する学生については各学部学科に配置された就職担当教員が個別対応すると共に、キャリ

ア支援センター窓口でのエントリーシートや面接等のきめ細かな個別指導および、推薦依

頼のある会社を積極的に推薦するなどの対応を行うことで一定の効果を上げている。 

 また、各学科とキャリア支援センターがスムーズに連携しながら、より効果的に支援、

指導ができるよう、各キャンパスに就職担当教員等で構成するキャリア委員会を設け、就

職状況の把握や企業情報の交換を行っている。 
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さらに、就職に関する情報についてキャリア支援センターにおいて集中して管理してい

るため、推薦求人情報はもとより、過去の就職状況から内定に至るまでの報告書（採用試

験概要報告書）は、キャリア支援センターの窓口でいつでも閲覧できる体制になっている。 

 なお、学生の進路相談内容も年々高度かつ多岐に亘ってきているため、学生の進路相談

において的確な支援・指導ができるように、キャリア支援センタースタッフの自己研鑽の

一環として、キャリアカウンセリングの資格を積極的に取得している。その結果として専

任・非専任職員を併せて世田谷キャンパスで 6 名、横浜キャンパスで 3 名、等々力キャン

パスで 4 名の有資格者が進路相談業務を行っている。 

 

④低学年次からのキャリア形成支援 

 1 年次から学生の自己理解を深め、自分の言動や行動特性を知り、段階的に職業意識を

醸成していくためのアセスメント（1 年次「自己発見レポート」、2 年次「自己プログレス

レポート」）を導入し、この結果をフィードバックすることにより自己理解や他者理解を育

むキャリア形成を支援している。3 年次には自己理解を職業へと結びつける「キャリアア

プローチ」を実施し、学生と企業の間のミスマッチをなくし、より長くやりがいを感じら

れる職業選択指導に結びつけている。 

また、全学部の新入生に「キャリアポートフォリオ」を作成・配布している。この「キ

ャリアポートフォリオ」は 1．キャリアの計画を立て、2．日頃の記録をつけ、3．（ときど

き）振り返りを行うことで、「学生の本分である学業に目的意識を持ち、学生生活を充実さ

せることで、自信を持って社会で活躍できる知識や人間性を育む」ことができるようなキ

ャリア形成支援を行っている。 

キャリア教育の一つとして、インターシップを推進し、2014（平成 26）年度には 660 人

が参加している。具体的には、インターシップ受け入れ企業の積極的開拓ならびに低学年

からのキャリア開発講座を開講している。また、東急グループと綿密な協力体制を取って

おり、2014（平成 26）年度には 91 人を東急グループ企業にインターンシップに派遣して

いる。毎年、学生、教員だけでなく受け入れ企業の方々を招待して、成果発表会を開き、

振り返りとして学生自身の成長を公開している。さらに、独自の取り組みとして海外イン

ターンシップという形で、主に海外の日系企業に 2014（平成 26）年度には 23 人の学生を

派遣し、キャリア教育を行っている。この海外インターンシップに関しても、毎年、発表

会を開き、その体験について公開を行っている。 

 

２．点検・評価 

 

● 基準６の充足状況    

本学では、学生支援に関する方針を定め、学生支援に必要となる適切な環境を整えると

ともに、それぞれの学生の個性に応じた学生生活上の指導・助言を適切に行っている。  
学生の修学支援では、補習・補充教育の実施、障がい学生に対する修学支援等の充実、

本学独自の奨学金を設置している上、学外の奨学金の受給に関わる相談や取り扱い業務の

充実化を図っている。学生の生活支援では、心身の健康、保健衛生等に係る相談等に適切

に対応するため、学生相談室を核とした指導相談体制や、ハラスメント対策も行っている。
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キャリア支援に関する組織体制も整備され、進路選択に関わる指導・ガイダンスを実施し

ている。  
以上により、本基準を充足していると判断できる。  

 

① 効果が上がっている事項 

1）  留年者および休・退学者の状況把握と対処の適切性 

各学部とも履修登録が確定した時点において、事務局関係部署より、卒業要件を満たし

ていない学生の情報を指導教授に提供し、指導教授は、各種連絡手段による当該学生の呼

び出しを行い、本人との面談の上、履修指導や修正作業が行われており、留年者数に歯止

めをかけている。また、学生が履修登録する前に教員との面談を通じて適切な履修科目の

設定を行っている。特に、再履必修科目のある学生に対しては適切な学習時間が確保でき

るよう考慮しながら履修指導を行うことにより、再び再履修とならないよう指導している。 

 

2）  補習・補完教育に関する支援体制とその実施 

工学部では、数学・物理において、入学後のプレースメントテスト結果に応じ、初修者

向けクラス（補習クラス）の設定をし、学生のフォローアップを行っているが、初修者向

けクラス（補習クラス）は、学生の理解力向上に配慮し、通常半期で行われる授業を１年

間かけてじっくり学ばせ、理解できるように組まれている。また、数学や物理などでは演

習科目を設定することで、単なる講義ではなく演習を中心として具体的な問題を解くこと

により理解を深めている。 

 

3）  障がいのある学生に対する修学支援措置の適切性 

環境学部では、学科主任やクラス担任、指導教員、授業担当教員並びに事務局関係部署

で協力し、当該学生と適宜連絡をとり、細かな指導体制を築いているが、特にノートテイ

クサポートする学生は、当該学生が所属するクラスメイトができる限り参加するよう配慮

されており、当該学生が、不安感や孤立感を抱かないよう、工夫されている。また、知識

工学部などでも既に該当科目を履修した学生がノートテイクを行うことで、より分かりや

すいノートを該当学生に提供できるような工夫を行っている。 

 

4）  奨学金等の経済的支援措置の適切性 

日本学生支援機構奨学金においては、十分な説明会及び指導を実施しており、2013（平

成 25）年度の卒業後の返還延滞率（6-28）は全国平均 5.8％、本学 4.2％と全国平均より

滞納している卒業生が少なく、卒業後の返還率の効果が上がっている。奨学金を担当する

厚生分科会・留学生分科会において、奨学金の審査・報告を行い、教職員が連携して、審

査方法や採用結果および新規奨学金の検討等を実施し、次年度への申し送りをすることで

PDCA サイクルを機能させている。 

 

5）  心身の健康保持・増進および安全・衛生への配慮（保健・衛生） 

健康診断受診率（6-29）は、大学全体で 2015（平成 27）年度 94％、2014（平成 26）年

度 92.9％、2013（平成 25）年度 93.1％とほとんどの学生が受診出来ており、新入生につ
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いてはほぼ 100％受診できている。また、学生部委員会でアルコール事故防止の方策とし

て、下記内容を実施し、効果を上げている。 

・ 健康診断時にアルコールパッチテストの実施（１年生対象） 

・ 新入生にイッキ飲み防止資料を全員に配布（6-30） 

・ 新入生対象学生部長ガイダンスにて飲酒（薬物）指導 

・ 学園祭参加団体に飲酒指導 

・ 課外活動連絡会（年 2 回）にアルコール事故防止指導 

・ 課外活動団体１名に救命講習会受講の義務付け（6-31） 

・ 合宿届の提出時に飲酒の有無を確認のうえ、指導を実施（6-32） 

・ 合宿時救命講習会受講者 1 名以上の同行の義務付け 

 

6）  心身の健康保持・増進および安全・衛生への配慮（学生相談室の設置・運営） 

カウンセリング研修会では、学生と接する上で必要な教職員のカウンセリングマインド

の向上と、学生との対応技術の習得に貢献しており、学生相談室の機能や役割の理解も深

まって、研修会の受講以降、学生の問題などでよく相談室に足を運ぶ教職員も増えている。 

 

7）  ハラスメント防止のための措置 

本学のハラスメント相談室員は一般の教員及び事務職員が担当している。これらの活動

においても教職協働体制をとり、時には教員がイニシアティブを取り、時には事務職員が

イニシアティブを取り、互いを補いながらの活動ができている。さらに、最高組織である

ハラスメント対策室メンバーへの情報提供をはじめ、ハラスメント対策委員会の活動も活

発化してきている。 

 

8）  課外活動支援 

課外活動への積極的参加の奨励に関しては、ここ数年上昇傾向を示している。全学平均

では約 55％の加入率と、他大学に比較して高いと思われる。また、大学教員による顧問制

度も、顧問の当事者意識を高め、特に会計管理に関しては学生が健全な会計管理を行うた

めにこれまでも各団体の会計責任者を集め会計指導を行ってきたが、そのことに加え 2 年

前より会計簿提出時に顧問に会計監査並びに会計処理の指導をお願いした結果、学生も会

計簿作成に十分な配慮がなされ会計処理が改善されつつあると同時に顧問も団体の金銭の

流れを掴むことができるようになった。 

金銭面の補助として、年 3 回後援会の援助申請を実施し、学生部委員により厳正に審査

されている。ここ数年、周知を徹底したため申請数が増加しており、後援会の援助により

WEB 上でイベントへの告知、参加者の募集、新しい企画の立案等課外活動をより活性化す

る「都市大チャレンジ」（6-33）を新たに立ち上げ、課外活動に対する関心が高まり、課外

活動が活性化している。 

 

9）  その他の支援（学生と大学とのこんだん会の開催） 

当日の質問や要望について、こんだん会終了後に改善結果や質問の回答も含めてポータ

ルサイト等で公開し、翌年のこんだん会の冒頭に学生に前年度の改善結果を報告（6-34）
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する等、効率的にフィードバックを行っている。 

 

10）  キャリア支援 

就職率としては 2014（平成 26）年度実績で 97.7％であり文部科学省・厚生労働省発表

の就職状況調査における就職率 94.4％を超えており、就職率に関しては評価できる結果を

得ている。特に OB・OG からの就職支援は大きな力を発揮し、また学内で開催する企業研究

会も学生の進路決定に大きな力となっている。また、インターンシップガイドブック（6-35）

を活用したガイダンスを 5 月（横浜キャンパス）6 月（世田谷キャンパス）７月（等々力

キャンパス）に実施し、2014（平成 26）年度には約 900 人の学生が参加した。これらを反

映し、単位認定型インターンシップ参加者も学部生・大学院生を併せて 135 名となった。 

 

② 改善すべき事項 

1）  留年者および休・退学者の状況把握と対処の適切性 

指導結果の書類が残っていないこともあるなど、指導履歴の記録という点でまだ不十分

なところがある。また、該当学生の情報が指導教員やクラス担任などに限られており、教

員間で、必要が生じた場合の情報共有が十分に行われていないことがある。 

 

2）  補習・補完教育に関する支援体制とその実施 

補習・補完教育による効果の客観的な評価が、十分に行われていない。 

 

3）  障がいのある学生に対する修学支援措置の適切性 

学部によっては、サポート学生が同学年の学生が中心であるため、受講科目の履修歴の

ある上級生のサポートが求められている。障がいのある学生からの評価やサポート内容の

客観的な評価フィードバックが必要で今まで以上に必要である。 

 

4）  奨学金等の経済的支援措置の適切性 

 学生より奨学金に関する問い合わせが増えており、今後学外の奨学金も紹介していく必

要がある。 

 

5）  心身の健康保持・増進および安全・衛生への配慮（学生相談室） 

学生相談室は、学生に最も密着しているクラス担任、研究室の卒業研究指導教員との連

携強化を図り、これらの教員を通して学生の困難な問題を汲み取る方策を検討する必要が

ある。また、カウンセリング研修会は、講義のみでなく実習を伴う研修会のため、一度に

参加できる人数が限られおり、研修会に参加をしていない教職員がかなりいることも現実

であり、これら教員に対する啓発や意識改革が必要である。さらに学生相談室自体の認知

も、場所、相談方法などを知らない教員も見受けられ、さらなる広報活動が必要である。 

 

6）  ハラスメント防止のための措置 

学生自身の意識がハラスメントを受けているという自覚や判断が鈍いような傾向があ

る。また逆にハラッサーの力を恐れ黙って自分が我慢することを選ぶ学生が多い。これま
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での注意喚起のポスター等よりも、ハラスメントに切り込み、人権意識を喚起することで、

ハラスメントへの感受性を高めるという啓発活動が必要である。実態を詳しく知るために

も全学生向けアンケートを実施する必要があろう。教職員においてもマニュアルに記載さ

れた禁止事項・注意事項のみを守っていれば良いと考える傾向があるので、これらに対す

る一歩踏み出した対応も必要である。 

 

7）  課外活動支援 

各団体の部員の勧誘を指導しているが、十分な効果が出ていない現状がある。大学とし

て具体的に支援すべきと考えている。また、後援会を中心に表彰制度を設けているが近年、

課外活動団体での顕著な成績を上げる団体が少なくなっている。カリキュラムの変更によ

り授業終了時間が遅くなり活動時間がかなり制限されるようになった。外部指導者の招聘

や他大学との交流等を積極的に進め、短時間で効率の上がる強化策を進めて行く必要があ

る。 

 

8）  学生と大学とのこんだん会の開催 

 教職員の出席者が多く、参加する学生の多くは課外活動団体や研究室の学生であるため、

一般学生の参加も必要である。 

 

9）  キャリア支援 

・ 2015（平成 27）年度から就職活動が、倫理憲章の上では前年までと比べ遅くなり、その

分、大学教育の充実が求められており、キャリア教育もその一つである。キャリア教育

については、これまで以上に、前記した様々な活動の充実、特に就業体験となるインタ

ーシップを強化することが重要と考えている。これらにより、これまで大学教育ではカ

バーできていなかった協調性、コミュニケーション能力、責任感の育成などの所謂、ジ

ェネリックスキルの教育を充実させたい。  
・ 低学年からのキャリア教育として「キャリアポートフォリオ」（6-36）を学生に配り、

各自の活動の振り返りに利用している。積極的に、これを活用している学科は多いが、

従来は紙媒体で配布、作成をしていたため、学科あるいは学生に一部では活用できてい

ない場合もあった。より、使いやすい電子媒体へ移行し、統計データを容易に作れるな

どの、より活用できるよう工夫すべきと考えている。  
 

３．将来に向けた発展方策 

 

① 効果が上がっている事項 

1）  留年者および休・退学者の状況把握と対処の適切性 

面談の継続実施と併せて、2016（平成 28）年度より導入予定の学生支援シートに面談記

録を残し、関係者間でのサポート状況の可視化、共有化を図っていく。 

 

2）  補習・補完教育に関する支援体制とその実施 

初修者向けクラスについては、通常より長く学ばせることで、理解を深める配慮をして
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いるが、最終的な習熟度を測り、分析し、次年度の学習内容に活かせるようなＰＤＣＡサ

イクルの体制を整えたい。 

 

3）  障がいのある学生に対する修学支援措置の適切性 

現在在籍者がいる学部や過去対応事例のある学部のノウハウを、必要に応じて他学部に

も提供できるよう、可能な限り対応の標準化を図る。 

 

4）  心身の健康保持・増進および安全・衛生への配慮（学生相談室） 

学生相談室は、大学教育の重要な一部として認識する必要があるため、学生相談室単独

の対応だけでなく、学内の諸部門、クラス担任、ゼミ担当教員、学科主任教授、専攻主任

教授あるいは学生団体顧問の教員などと、情報を共有し、共通の理解を得ながら共に協力

していく体制やシステムを作り、継続して進めている。特に学生の生活上の問題や行動上

の問題は主として学生相談室の対応とし、学習障害などが絡んでくる学修上の問題は DOL

支援プロジェクトが担当する体勢を取っていく。また、カウンセリング研修会を、より多

くの教員が参加しやすい時期を検討する。 

 

5）  課外活動支援 

大学教職員が、学生団体連合会幹部学生と直接、意見交換や議論できるサマーキャンプ

（6-37）やスプリングキャンプ、リーダース研修会などの集会では、両者の情報交換、大

学側からの助言、学生団体連合会の活動における問題点の指摘と解決策の検討をしており、

具体的な活動企画を検討している場合には非常に有効であり、活動の活性化に大いに役立

っている。特に、学生行事に関する企画を計画・実行する上で、密接な連携を図ることに

より、その行事内容の充実と達成度を高めているので、継続して指導する。 

 

6）  キャリア支援 

インターンシップのさらなる充実のためのインターシップ先企業の開拓を行っている。

また、国際化へ対応するために、海外インターシップ制度に力を入れている。 

 

② 改善すべき事項 

1）  留年者および休・退学者の状況把握と対処の適切性 

現状では、各学部で指導の履歴を残すフォーマットがまちまちか存在しないため、今後

は、共通の「学生支援シート」のようなフォームを用い、確実に留年者や、成績不振学生

の指導履歴を残していくよう、システムの整備を行う予定である。また、クラス担任など

による修学指導を行っているが、支援が必要な学生の情報の共有化が行われていないため、

個人情報保護を考慮しながら、必要に応じて、関係者間で情報共有化を図る仕組みを検討

し、対応していく。 

 

2）  補習・補完教育に関する支援体制とその実施 

補習・補完教育による効果を客観的に評価する仕組みを検討し、対応していく。 
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3）  障がいのある学生に対する修学支援措置の適切性 

教務ガイダンスやその他説明会を開く等、サポート情報の周知徹底による内容の理解や

関心の喚起等、サポート学生が増えるような取り組みを検討したい。また、該当学生から

の評価を今まで以上にサポート学生にフィードバックできるような仕組みを検討し、対応

していく。 

 

4）  奨学金等の経済的支援措置の適切性 

本学独自の奨学金制度を充実させるとともに、他の奨学金の新規開拓を行い、学生に対

し、より多くの奨学金の紹介を実施して経済的支援を充実させていく必要があるため、他

の奨学金の情報収集を行い、ガイダンス等で周知していく。 

 

5）  心身の健康保持・増進および安全・衛生への配慮（学生相談室） 

カウンセリング研修会の参加者を増やすためにクラス担任、卒業研究指導教員に、数年

に一度の受講を義務づける等、多くの教職員の参加を促進する方策を策定している。また、

受講者のランクアップは考慮されていないため複数回の受講者は同じような内容の研修を

受ける可能性がある。これを回避するために内容を段階的に高度なものにし、複数受講者

の知識と実践技能を向上させるよう内容となるように考慮されるべきである。 

学生の相談内容は年々多様性を増し、対応する教職員も従来の方法のみではまかないき

れないことがある。このために上記カウンセリング研修会だけでなく、広く学生の悩みの

源泉となる発達障害、精神疾患などの幅広い知識を教職員に対して啓もうする必要がある。

このための研修会を学生相談室スタッフと DOL 支援プロジェクト等の関連するスタッフが

協力して開催することが求められている。 

また、学生相談室の活動は「学生相談室便り」などで認知されつつあるが、依然として

知名度が低い部分も見受けられるので、広報として「学生相談室年報」の発行も考慮して

いる。 

 

6）  ハラスメント防止のための措置 

ハラスメントの問題が解決しても、学生のケアがなされないと本当の解決にはならない。

心理的ケアが必要なケースでも、ハラスメント対策組織から、カウンセラーへの引き継ぎ

システムが十分機能していない。これをシステム化し、プロのカウンセラーによるカウン

セリングを受けさせながら、学生を見守るように改善していくことが必要である。現時点

では、学生相談室のマンパワーの点を改善し、大学として検討が必要と考えられる。同様

に、休学した学生が研究室に復帰する時に、受け入れ体制ができているか、大学としてチ

ェックをすることも、今後の検討課題である。これを逆の面から見れば、教員とよく話し

合い、再発させないようにするための教員に対するケアや指導についても今後の検討課題

である。 

また、相談の中でハラスメント相談が含まれていることもあるため、学生相談室長とハ

ラスメント相談室長との間で、守秘義務の点に注意しながら必要に応じ、情報共有を行な

っているが、今後さらに両組織の密接な連携が必要で、システムとして考えていくことが

必要と思われる。また、学習障害の学生へ教職員からのハラスメントが発生することは十
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分に考えられ、DOL 支援プロジェクト（学習障害学生支援）との密接な連携は、学生も教

職員も守る点で同様に必要であり、将来的には、ハラスメント相談室・学生相談室・DOL

支援プロジェクトの密接な関係を、FD、SD 活動が支えるというシステムの検討も課題であ

る。長期的展望・活動の継続性からは、専従者のいる人権センターといった組織の中にハ

ラスメント対策が位置づけられる必要がある。 

なお、現在の規程では、ハラスメントを訴える窓口は学内にしかないため、外部相談窓

口の設置の検討を開始している。 

 

7）  課外活動支援 

後援会の援助により「都市大チャレンジ」ウェブページを新たに立ち上げたが、まだ十

分に学生への周知が図られていないため有効に活用されていないのが現状である。より活

性化するためには、学生に周知徹底させ、本システムの特徴であるウェブ上で簡単にイベ

ントへの告知、参加者の募集、新しい企画の立案等行わせ学生の課外活動に対する関心を

高め、利用者を増やす方策を考える必要がある。  
また、形式的に顧問になっている教員や課外活動を積極的に奨励しないような教員がお

り、内容を十分に確認せずに捺印している傾向がある。顧問についてはボランティアで学

生を指導しており、教員の教育業績のひとつにもそれをカウントし、どれだけ学生と接触

しているかを評価するのも一方策と考える。活動の危険度が高く、安全面での配慮が強く

求められる活動団体の顧問や、優秀な成績を達成した顧問には、定期的な表彰や感謝状な

どを授与するのもひとつの活性化指針と考える。  
 

8）  その他の支援（学生と大学とのこんだん会の開催） 

こんだん会案内をポータルサイト等で広報し、より多くの一般学生をこんだん会の参加

に促していく。 

 

9）  キャリア支援 

今後の伸張および改善のための方策として、以下の点が挙げられる。 

①  低学年からキャリア形成についての意識付けを行い、大学 4 年間を通してキャリア形

成を考えさせる仕組みを作る。そのため、キャリア形成講座を全学部へ拡大実施する。 

②  就職に対してはそれぞれの業界により就職事情が異なることから、各学部・学科に応

じた就職支援策を検討する。 

③  キャリアの形成支援において、様々な委員会と連携していくことが必要であることか

ら、キャリア委員会のみならず、各委員会との連携を深めていくプロジェクトを実施

する。 

④  就職担当部署として学生とフェイスｔｏフェイスで対応し、エントリーシートの添削

指導や個別面接指導の充実等、カウンセリング指導を実施する。 

⑤  キャリア教育をサポートするために、「キャリアポートフォリオ」を含めた学生の諸活

動を、インターネットを介して記録できるシステムを構築する。 
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４．根拠資料 

 

6-1 クラス担任規程、各学部クラス担任の選出等に関する規程 

6-2 教職員のための学生指導ガイドライン 

6-3 履修指導ガイドライン 

6-4 成績不振者指導報告書 

6-5 工学部学修要覧（2015 年度）（既出 1-10） 

6-6 入学前準備教育の受講案内（工学部）（既出 4-2-13） 

6-7 入学前準備教育の受講案内（知識工学部）（既出 4-2-14） 

6-8 キャンパスライフ（2015 年度） 

6-9 奨学金受給状況一覧 

6-10 東京都市大学オーストラリアプログラム（TAP）パンフレット（既出 1-9） 

6-11 留学生ハンドブック 

6-12 学生相談室の利用状況 

6-13 学生手帳 

6-14 学生相談室便り 

6-15 DOL 支援プロジェクト http://www.tcu.ac.jp/dol/index.html  

6-16 2015 年度夏休み前課外活動団体向け資料 ハラスメント防止への訴えポスター 

6-17 学内研修概要（2015 年 8 月 31 日実施） 

6-18 クラブ加入率 

6-19 イベント（スプリングキャンプ、オータムフェスティバル等） 

6-20 課外活動の手続きマニュアル 

6-21 学外指導者との懇談会 

6-22 後援会補助 http://www.comm.tcu.ac.jp/~kouenkai/  

6-23 リーダース研修会 

6-24 会計監査指導 

6-25 学生と大学のこんだん会開催案内 

6-26 過去 3 年間の就職実績 

6-27 就職サポートブック 

6-28 日本学生支援機構 返還率 

6-29 平成 27 年度健康診断受診率 

6-30 イッキ飲み防止 

6-31 救命講習会報告書 

6-32 合宿届（飲酒指導） 

6-33 都市大チャレンジ http://tcat.ac/  

6-34 学生と大学のこんだん会結果 

6-35 インターンシップガイド 

6-36 キャリアポートフォリオ（既出 4-4-9） 

6-37 サマーキャンプ/スプリングキャンプ 
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第７章．教育研究等環境 

 

１．現状の説明 

 

（１）教育研究等環境の整備に関する方針を明確に定めているか。 

 

1）学生の学習および教員による教育研究環境整備に関する方針の明確化 

本学では、2014（平成 26）年度に「アクションプラン 2030」を策定し、環境整備につ

いては「キャンパス教育環境プロジェクト」において、施設長寿命化のための施策、キャ

ンパス内建物の更新計画、統合化された ICT を利用した教育設備の検討、自校教育の充実、

グローバル化に伴う学修環境の整備等を掲げ、学生が快適な学園生活を送れるようアメニ

ティ空間の改善を図ることを方針として掲げている（7-1）。「アクションプラン 2030」に

ついては、ウェブページにて公開し、毎年度実行状況を検証しながら、各学部等の年度計

画策定及び事務局の業務計画策定の指針としている。 

 

2）校地・校舎・施設・設備に係る大学の計画 

本学には、世田谷、横浜、等々力の 3 キャンパスおよび付属施設として総合研究所、工

学部付属の原子力研究所がある。本部キャンパスの機能を有する世田谷キャンパスは、施

設の老朽化が著しく、同キャンパス施設の再構築は研究教育の活性化にとって、重要且つ

緊喫の課題として、検討が進められてきた。具体的には、学部長、事務局要職者で構成さ

れる全学的な施設委員会において検討される事案となり、世田谷キャンパスマスタープラ

ンが策定され、計画案に基づき 2009（平成 21）年 6 月に 2 号館（医用工学科）、2009（平

成 25）年 12 月に 1 号館（教室および管理棟）が竣工した。 

現在、3 キャンパスおよび付属施設の施設環境整備については、新たに「アクションプ

ラン 2030」において示された方針に基づき、各キャンパスの整備計画を進めるとともに、

緊急性を要する世田谷キャンパスについては、建築学科所属の教員を中心とした専門部会

を設置し、マスタープランに基づいた老朽建物の建替え計画について、検討を進めている。 

 

（２）十分な校地・校舎および施設・設備を整備しているか。 

 

1）校地・校舎等の整備状況 

2014（平成 26）年度における各キャンパスの校地および校舎面積、並びに講義室、演習

室、自習室の面積は、大学基礎データ表 5 のとおりであり、各キャンパスの校地および校

舎面積とも設置基準上の面積を充足している。 

また、各キャンパスの教育機器等の設置（7-2）については、年度ごとに整備が進めら

れている。また、ICT については、各キャンパスの均一化および効率化を目的とし、各種

サービスを統合する方向で検討が進められており、「アクションプラン 2030」の重要な施

策として位置づけられている（7-1）。 

世田谷キャンパスは、工学部と知識工学部の 2 学部で構成され、位置的には都内でも有
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数の住宅地域内にあり、交通アクセスも至便で、またキャンパス内には緑地が多く残され

ており、都内に立地する私立大学としては恵まれた環境にある。校地・校舎面積は大学設

置基準を満たし、教育機器等の設置状況も整備されつつある。しかし、2009（平成 21）年

度以降、2 号館と 1 号館が新たに竣工したが、工学部の機械工学科、機械システム工学科、

電気電子工学科、都市工学科など伝統的な学科の研究棟と設備の老朽化は著しい。また、2

学部に属する多数の学科が同じ研究棟に同居する形で混在しており、学科単位の教育や研

究室が一つの学科棟に集約されていない現状は、教育と研究にとって極めて非効率的であ

る。老朽化した研究棟の建替えやリノベーション等施設の刷新が急務である。 

横浜キャンパスは、1997（平成 9）年度に港北ニュータウンに設置されたが、校地面積

は大学設置基準の約 4 倍、校舎面積は同基準の 2.5 倍を超える充実した施設構成を実現し

ており、最寄り駅から徒歩数分と通学利便性は高く、施設・設備とも比較的新しいことか

ら、教育研究施設としての緊急の課題は少ない。ただし、一学部制であった同キャンパス

も、2012（平成 24）年 4 月に環境学部とメディア情報学部の 2 学部となり、他キャンパス

との教育・研究の連携のあり方、将来の施設設備という観点から、現状における問題点の

整理が必要である。 

等々力キャンパスは、東京都市大学としてのスタートと同時期である 2009（平成 21）

年 4 月、東横学園女子短期大学の敷地と建物を利用し、都市生活学部と人間科学部の 2 学

部により開設された。位置的には、世田谷キャンパスと同様に都内でも有数の住宅地域内

にある。開設時に総合大学として教室、事務室等整備改修が進められ、校地・校舎面積は

大学設置基準を満たしているものの、一部建物の老朽化が進んでいる。 

 

2）キャンパスアメニティの形成 

キャンパスアメニティの形成については、「アクションプラン 2030」のキャンパス教育

環境向上プロジェクトによって、施設の長寿命化及び更新（アメニティ空間の改善）を図

ることとしている。学生に対する教育環境の改善や福利厚生に対する要望等については、

既設の「学生部委員会」や「学生サポーター会」、集会形式の「学生との懇談会」で意見を

集約し、順次実行している。 

キャンパス共通で実行したものとして、2015（平成 27）年 4 月より「100 円朝食」の提

供を実施した（7-3）。世田谷キャンパスでは、1 号館教職員食堂、横浜・等々力キャンパ

スでは学生食堂を朝の一定時間開放し、100 円という安価な定食を学生にのみ提供した。

他に世田谷キャンパスでは、さくらガーデンの全面芝の張替、学生食堂の席数不足解消の

ためのカウンターの設置、1 号館内の学生ラウンジコーナーなど学生の生活利便性の向上

に努めている。横浜キャンパスでは、学生ホールやエントランスホールに天井シーリング

ファンを設置し、快適空間を提供している。 

また、学部横断型の教育・研究の推進、産官学・社会連携の推進を図るため、2010（平

成 22）年 4 月に開設した「渋谷サテライトクラス」では、2015（平成 27 年）3 月に多目的

空間を増床したことに加え、2015（平成 27）年 6 月には「二子玉川夢キャンパス」をオー

プンし、3 キャンパスの立地条件を最大限に生かした教育研究活動の整備を行っている。 

さらに、自校教育の一環として、2015（平成 27）年 3 月に世田谷キャンパス 3 号館に大

学の歴史を紹介する展示施設を開設し、学生・教職員の愛校心を育む環境を整備した（7-4）。 
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3）校地・校舎・施設・設備の維持・管理、安全・衛生の確保 

学生の意見や要望等踏まえ、以前から実行してきたキャンパス共通の計画的な工事とし

て、トイレの改修（洋式化・ウォシュレット化・パウダールーム）、空調機器の更新、外装

改修等の工事がある。また各キャンパスでは、毎年法人本部に設置している内部監査室の

業務監査を受ける。各キャンパス内建物や設備の利用状況や稼働状況の調査を行い、調査

結果によっては大幅な施設改修の必要性を指摘される。主に老朽化した研究室や実験室等

が監査対象となっており、2011（平成 23）年度から監査を継続的に実施しており、老朽化

した研究室や実験室等の計画的な教育研究環境の改善に繋がっている。 

横浜キャンパスは、我が国の大学として初めて環境マネジメントシステム「ISO14001」

シリーズの認証を取得し、学生・教職員が持続的な運用にあたっていることにより、施設

内での空調・照明の節電や喫煙マナー、ゴミの分別等、高い環境意識に基づいたキャンパ

スライフが自然な形で展開されている。世田谷キャンパスにおいても、環境保全委員会を

設置し（7-5）、省エネルギー活動の推進や喫煙マナーの向上に向けた対策の検討とともに、

これまで、図書館や学生食堂の LED 照明器具取替や体育館エコキュート改修を行い、省エ

ネルギー活動に資するための対策工事を実施した。また世田谷キャンパスでは、建替えら

れた 1 号館において、車椅子対応ＥＶ・各階ＥＶに点字ブロック・各階障がい者用トイレ・

トイレ内手摺・視覚障がい者用ブロック・出入口スロープ・ローカウンター等を設置し、

バリアフリー対応が施されている。 

各キャンパスにおける施設・設備の維持管理に関しては、基本的に外部に委託し、各キ

ャンパス施設管理担当を統括窓口として、法規を遵守した管理を実施している。物品調達

については、「経理規程」（7-6）「物件の調達管理取扱要領」（7-7）に則り、適正に進めて

おり、文部科学省から示されている「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイド

ライン」に基づき、検収体制の整備に向けた検討に着手している。安全・衛生の確保につ

いては、各キャンパスとも防災対策委員会を設置し、消防計画書の作成や火災予防訓練を

実施し、予防保全に努めている（7-8、7-9、7-10）。また耐震化対策については、既に全キ

ャンパスにおいて新耐震設計法制定（昭和 56 年）以前に竣工した建物を対象に耐震診断を

実施し、耐震化が必要であり且つ効果が十分期待できると判断された建物については、既

に補強工事が完了している。アスベストについては、全キャンパスにおいて調査を実施し

ており、必要な工事は完了している。世田谷キャンパスでは工学部として薬品を多種類使

用しているが、有事の際の保管体制や環境汚染を未然に防止する観点から、薬品管理のあ

り方について検討を進めている。 

 

（３）図書館、学術情報サービスは十分に機能しているか。 

 

1）図書、学術雑誌、電子情報等の整備状況とその適切性 

本学図書館は、世田谷キャンパス図書館（以降は世田谷と記述）と横浜キャンパス図書

館（以降は横浜と記述）と等々力キャンパス図書館（以降は等々力と記述）で構成される。

2009（平成 21）年 4 月、等々力の学部開設にあたっては、本学の学生と教職員が所属キャ

ンパスに関わらず、3 つの図書館を自由に利用できることを最優先課題とし、世田谷と横
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浜同様、IC カードによる入退館システム、RFID（IC タグを非接触で読み取り管理するシス

テム）による資料管理システムを導入した。また、蔵書データ検索に等々力分のデータを

包含し、蔵書管理を一元化して運営基盤となるシステムも共通化した。以来、「基本サービ

スの共通化」を念頭に置いて運営を進めており、現在では 3 館の相互利用として日々のサ

ービスに活かされている（7-11、7-12、7-13）。 

資料の整備においては、各館ともキャンパスに存在する学部・研究科の専門分野の体系

的な蔵書構築に重点をおき、資料の収集、保存、提供を行っている。蔵書は 2015（平成 27）

年 5 月末現在、3 館合計で約 590,700 冊である。蔵書数に対する開架図書は、世田谷 96％、

横浜 71.5％、等々力 97％と高い割合で利用者が図書を自由に手に取れるよう利用に供して

いる（7-14）。図書館で所蔵していない学生用図書の購入については、ウェブページからの

新規購入依頼により、随時、購入希望を受け付けている。2009（平成 21）年度からは定例

で年 2 回学生選書ツアーを実施し、利用者のニーズに合った収書に努めている。なお近年

は特に英語多読テキストの充実も図っている。また、2011（平成 23）年度には、Web シラ

バスと図書館蔵書検索（OPAC）を連携させるシステムを構築して、Web シラバスに授業の

参考書として記載されている図書の所蔵情報、貸出状況を OPAC で照会できるようにした。

併せて対象図書は入手が可能であれば購入することとし、学生用図書の充実と利用促進を

図っている。 

学術雑誌は利用者の利便性と製本雑誌の配置スペースなどの管理面から電子ジャーナ

ルへの移行を推進している。2015（平成 27）年度の電子ジャーナル、データベースの提供

（契約分）状況は、フルテキストが閲覧可能な電子ジャーナルが 121 種類で 11,057 タイト

ル、データベースは 21 種類である（7-15、7-16）。従来、資料の選定と購入は各館ごとで

行っていたが、全学利用対象の電子ジャーナル、データベースについては、3 館体制後、

大学予算に共通費予算が設けられたこと、全学レベルでの検討が適切であることから、2012

（平成 24）年度より図書館運営委員会で選定を行っている。選定方法は外国雑誌の値上が

りに苦慮するなか、予算の有効活用を目的として行っており、電子ジャーナルの場合は年

間のフルテキスト利用数と契約金額から算出した論文単価、データベースの場合はアクセ

ス単価を購読継続、中止の判断基準とし、利用実績を重視して契約資料を決定している。

各館の個別購読雑誌については、各キャンパス図書館委員会で購読希望調査の実施、論文

単価の算出、パッケージ契約の見直し等を行って対応している。電子ブックは冊子体の利

用状況を参考にし、蔵書検索の検索対象に含めて検索結果に表示させて利用促進を図って

いる。 

 

2）図書館の規模、司書の資格等の専門能力を有する職員の配置、開館時間・閲覧室・情

報検索設備などの利用環境 

資料の充実を図る一方、学年に合わせた利用者教育として授業支援に力を入れている。

1 年生には利用可能なデータベースの紹介、2 年生にはレポートに役立てる図書館の活用、

3・４年生には文献検索の方法と学年に合わせた内容で演習とともに実施している。 

職員については、各館に司書資格を持つ専任職員を複数配置している。閲覧業務は外部

委託し、開館時間延長や日曜開館などサービス拡充に対応している。学生からの開館拡大

への要望は多く、毎月末日の館内整理休館を偶数月のみに縮小、世田谷では蔵書点検を入
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学試験の休館期間に充当して開館拡大への見直しを行なった。また開館時刻は、平日・土

曜とも最終授業終了後まで利用時間を確保し、試験期（7 月・1 月）は、朝と夜間に開館延

長を行っている。日曜開館については世田谷が先行して実施しているが、2015（平成 27）

年度からは横浜でも試行を開始した（7-17）。 

図書館の閲覧席数の収容定員に対する割合は、各館 15％以上を確保している（7-18）。

また、一般閲覧席のほか、各館でグループ学習室、プレゼンテーション室、英語学習コー

ナーなどを設けている。情報検索設備としては各館ともネットワークが利用可能な環境が

整っている。蔵書検索端末は全館で 29 台（世田谷 19 台、横浜 5 台、等々力 5 台）設けて

いる。図書館業務システムは 2010（平成 22）年度にバージョンアップを行ない、新たに本

学が加盟しているコンソーシアム、国立国会図書館、CiNii などを一括検索できる蔵書検

索の機能を追加した。蔵書検索の窓口となる図書館ウェブページは、各館個別サイトから

東京都市大学図書館のポータルサイトとして一元化し、開館スケジュール、データベース

の利用ほか、文献複写依頼、資料の予約・取り寄せなど各種ウェブサービス、グループ学

習室の施設予約（世田谷）等を提供している。さらに、携帯電話版サイトも備え、図書館

公式 Twitter も開始して情報検索の利用促進を図っている。なお、2014（平成 26）年度に

は、文部科学省の博士学位論文のインターネットによる公表の通知を受けて、図書館ウェ

ブページに東京都市大学学術リポジトリを設けた。 

「場」の活用では、ラーニングコモンズの整備に取り組んでいる。世田谷では 2015（平

成 27）年 3 月に「アクションプラン 2030」の施策として地下 1 階を改修し、学生が自律的

に学修に取り組む知的交流のスペースとしてラーニングコモンズを備えた（7-19）。 

プレゼンテーション室 3 室はガラス壁で可視化を図り、利用者相互の見る刺激、見られ

る刺激を啓発するようにした。利用者用パソコンは、授業で使用している情報基盤センタ

ーと同様の動作環境を提供している。ノートパソコンについては専用ロッカーに収納し、

学生証（IC カード）での貸出返却を行い、簡便なシステムで利用に供しており、台数も利

用状況を踏まえて 2014（平成 26）年度に 20 台から 40 台に増設した。このほかプロジェク

ター、電子黒板、ネットワークプリンター等を備えて学修支援環境の充実を図っている。

横浜は建物内に情報基盤センターも併設しており、情報基盤センター内のメディアホール

やパソコン演習室も自由なディスカッションや研究発表準備ができる場として活用されて

いる。学生が学習スタイルに合わせた環境で学習できるよう建物全体で検討し整備してい

る。等々力も「アクションプラン 2030」の一環として 2015（平成 27）年度に skype を利

用した英会話レッスンができるグローバルイングリッシュルームをアクティブラーニング

フィールド内に新設した。また、特徴を活かしたスペースの活用と情報発信として、世田

谷では 2007（平成 19）年度より、１F のオープンスペースを TOSHOKAN Galley として運用

し、秋に企画展を開催している。学生の興味あるテーマを取り上げ、地域を始めとする一

般市民にも公開することを趣旨としている。図書館の地域への公開については、3 館とも

通年で行っており、図書館ホームページの利用者別ナビゲーションで利用方法を案内して

いる。 

 

3）国内外の教育研究機関との学術情報相互提供システムの整備 

学術情報の相互提供システムでは、国立情報学研究所の共同目録システムに参加してい
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る。加えて世田谷と横浜は ILL システム（図書館間相互貸借でシステム）にも参加して、

学内利用者および学外利用者の依頼に対して迅速に応えられるよう他大学と協力体制をと

っている。2014（平成 26）年度の学外機関との文献および図書の相互貸借実績は、世田谷

は提供 272 件、依頼 274 件、横浜は提供 126 件、依頼 62 件だった。この他、世田谷は前身

の武蔵工業大学時代からのネットワークである私工大懇話会図書館連絡会（首都圏の私立

理工系大学 13 大学が加盟）、世田谷と等々力は世田谷 6 大学コンソーシアム、横浜は横浜

市内大学図書館コンソーシアム（国公私立 14 大学）と神奈川県図書館協会（公立館 34、

大学図書館 40、専門館 14）に加盟している。これらのコンソーシアムにおいては所蔵一括

検索を供し、共通閲覧証の発行、所属大学の紹介状をなくして学生証提示のみで利用でき

る相互利用協定を交わすなどに他大学との相互交流・協力関係を確立している。 

東京都市大学図書館の運営については、「東京都市大学図書館規程」、全学の「図書館運

営委員会規程」、各キャンパスの「図書館委員会規程」「図書館利用規程」等に則り、図書

館長、キャンパス図書館長、各学部・研究科より推薦された教員、事務局担当役職者等で

構成される委員会が責任を持ってあたっている（7-20、7-21、7-22、7-23、7-24、7-25、

7-26、7-27）。 

 

（４）教育研究等を支援する環境や条件は適切に整備されているか。 

 

１）教育課程の特徴、学生数、教育方法等に応じた施設・設備の整備 

①世田谷キャンパス 

世田谷キャンパスは、理工系学部・学科から構成されており、他キャンパスに比べ教職

員および学生数、開講コース数等圧倒的に多い。世田谷キャンパスでは、施設整備を図る

ためその基本となるマスタープランが策定され、2009（平成 21）年 6 月 2 号館、2013（平

成 25）年 12 月１号館が竣工し、教室の整備状況が大いに進展した。2 号館は 100 名以上の

規模の 6 教室が新設され、900 名を超える学生の収容を可能とし、1 号館は 30 名程度の小

規模な教室から 120 名程度の中規模な教室を中心に 49 教室を新設し、5,000 名を超える学

生の収容を可能にした。全教室ともプロジェクターを配置し、一部 4 教室を教室とパソコ

ン演習室の兼用とした。他に、3 号館に 4 教室・収容定員 500 名、5 号館は小講堂として

160 名、6 号館は 300 名を超える大規模な 2 教室を含む 5 教室 1,100 名、8 号館は 1 教室 170

名を配置しているが、6 号館や 8 号館は老朽化し、今後建替えを検討する必要がある。教

員の研究室については、これまで配置していた 1 号館の建替えに伴い、別棟にある既存の

実験室を一部改修し、新たな研究室とした。しかし、建物自体の老朽化が進んでおり、各

学科の研究室・実験室の面積が十分確保できてないばかりか、一つの棟に複数学科の研究

室・実験室が混在するなど、早急な研究環境の整備が望まれる。 

なお、2009（平成 21）年度に新設された生体医工学科（現医用工学科）については、同

年度に竣工した 2 号館に研究室および実験室等が集中的に配置され、臨床実習室やクリー

ン室など学科の特性に応じた研究環境が確保されるとともに、最先端の研究機器が設置さ

れている。 

 

②横浜キャンパス 
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横浜キャンパスは、国内の大学を含む教育機関の中で、日本で初めて「環境 ISO14001」

認証を取得したキャンパスであることから環境配慮指針に基づいた教育環境、および学部

の特性から最先端の情報ネットワークが整備されている。建物は 1996（平成 8）年に竣工、

教室を 3 号館に集約し、20 名の小規模な教室から 300 名の大規模な教室を配置し、31 教室・

2,700 名の学生の収容を可能にしている。また 2 号館に情報処理室やメディアルーム（8

教室、定員数 400 名）、ほかに 3 号館に一般ホール、4 号館に学生ホールを配置するなど施

設の充実を図っており、座学以外にも演習科目、学外実習、海外フィール演習などの科目

を実施するための条件が整備されている。なお、教員の研究室については、学部・学科に

係わらずほぼ均等な面積が確保されている。 

 

③等々力キャンパス 

等々力キャンパスは、開設にあたっては前身である東横学園女子短期大学敷地および建

物を利用し、教室や事務室などの改修を進めてきた。１号館は 5 教室収容定員 350 名、ピ

アノ教室や図画工作室など 10 教室・170 名、2 号館は 11 教室・1,150 名、セミナー室やコ

ンピュター室など 14 教室・260 名、3 号館には教室がなく 6 室・80 名の学生自習室や体験

プログラムを支援するための子育て支援室など多様な学習室が配置され、学部・学科の特

性に応じた学修環境が整えられている。教員の研究室については、文系という位置づけか

ら実験室を伴う理工系より狭く、個人研究のためのスペースとしての水準は確保されてい

るが、卒業研究ならびに大学院研究を行う居室空間がやや不足している。 

また、本学における教育研究等を支援するための情報基盤（ICT）については、中長期

的な視点での戦略の策定に着手しており、具体的には各部門にヒヤリング調査を行い、現

状の把握と課題の抽出に努めているところである。 

 

2）ティーチング・アシスタント（TA）・リサーチ・アシスタント（RA）・技術スタッフな

ど教育研究支援体制の整備 

本学における教育支援体制として、教育的な配慮のもとに TA を学部学生等に対する実

験・実習・演習等の教育補助業務に従事させることで、きめ細やかな指導を実現させ、教

育の質的向上を図っており、2015（平成 27）年 5 月現在で TA223 名（延べ数）が在籍して

いる。TA の取り扱いとしては「東京都市大学ティーチング・アシスタント等内規」（7-28）

により、勤務時間が 1 週当たり 12 時間を超えない範囲と定め、学生の学業に支障を来さな

い配慮をしている。採用した TA に対しては、業務説明会の開催（7-29）により本制度の目

的や勤務にあたっての心得など、「業務のしおり」（7-30）を配付するとともに、希望者に

対しての「リーダーシップ研修会」（7-31）を開催し、指導力や協働力を高めている。また、

大学院博士後期課程学生を対象とした研究助手制度（7-32）を設けており、指導教授の指

示を受けて研究をサポートする業務に加え、教育の補助としてラーニングコモンズにおけ

る学部生への学習支援のために設置したスタディ・サポート・デスク（SSD）に運営幹部と

して参画させ、教育の充実を図っている。なお、SSD では 2015（平成 27）年 5 月現在でラ

ーニング･サポーター（学習相談員）18 名を配置しており、基礎科目の学習は学部上級生

（6 名）や大学院生（6 名）、レポート作成やプレゼンテーションは上述の研究助手（6 名）

が相談に応じている。 
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情報基盤センターにおいては、ICT 機器操作やネットワーク利用の支援スタッフとして、

TA や SA を配置し、2015（平成 27）年 5 月現在で TA は 23 名、SA は 41 名在籍しており、

施設利用者による機器利用上でのトラブルの対応や情報基盤センター内での授業の運営支

援を行っている。 

人的な支援以外の教育支援体制としては、教育改善に対する熱意ある取り組みについて

は、「優秀教育賞」を設けて表彰しており、さらに教育支援を強化するため、2015（平成

27）年度には、教育改革の推進等のための各種施策について、学長より「戦略的施策：教

育改革推進」と認められたものは、戦略的施策の構想を実現させるために必要な予算を配

分している。 

研究支援体制としては、上述した研究助手制度や、本学が行う研究プロジェクト等にお

いて一定の業務を分担し研究に従事する者として「東京都市大学特別研究員の雇用に関す

る規程」（7-33）に基づき特別研究員を雇用して、研究プロジェクトを支援しており、2015

（平成 27）年 5 月現在、特別研究員 12 名が在籍している。 

また、教員の専門分野に関する能力向上及び本学の教育研究成果の向上を目的として、

「東京都市大学教員特別長期研修に関する規程」（7-34）に基づき、勤続年数に応じて 6

ヶ月以内もしくは 1 年以内の継続した期間において授業等の学内職務を免除した特別長期

研修制度を設けている。さらに、2007（平成 19）年度より、高度な研究と学生教育に取り

組む確固たる姿勢を学内外に示し、研究成果を社会に還元することができる研究プロジェ

クトとして重点的に育成すべき先行研究に対して、配分予算を増額することで研究費の面

から支援している。また、大型採択研究事業に対する施設整備支援では、2015（平成 27）

年 1 月、本学における「戦略イノベーション創造プログラム（SIP）」の採択研究事業の実

施に向け、多大な設備投資を要するも、法人・大学関係者一体となり、実行に向け迅速な

意思決定がなされた。本研究事業は、産官学の枠を超えて進められる国家プロジェクトで、

本学の最重要研究対象と位置付けられており、高い研究成果が期待されるものである。 

この他、研究のアクティブティの高い教員に対して表彰する制度である「優秀研究者賞」

を 2008（平成 20）年度から設立している。さらに、若手教員の研究活動の発展を支援する

ため、2015（平成 27）年度から「若手研究者奨励賞」を設立し、研究活動の活性化に向け

てのインセンティブを与えている。 

 

3）教員の研究費の確保 

①学科における研究・教育・研究室運営活動などをすべて含めた「配分予算」 

教員の研究費は、「配分予算」という名称で、研究活動のみならず、教育活動や研究室

運営費用まで含めた予算として配分されている。教育活動には各学科で作成する卒業研

究概要集や学生の学会出張費用、TA・RA 経費などを含んでおり、研究室運営費用には学

科で使用する設備機器の購入費用などを含んでいる。金額は各学部の分野や特性、大学

院の規模などに応じて異なるが、同一キャンパスの教育環境を共有する複数学部は、予

算総枠においては合算し、その後に学部内での検討を経て、学生数などに応じて各学科

に配分され、さらに各研究室・各教員などへ配分される（7-35、項目 1）。結果として、

教員個人あたりの研究費としては、学科の特性を反映しながら、概ね 30 万円～100 万円

ほどが配当されている。 
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②教育改善のためのその他の予算 

これら基本的な「配分予算」の他に、学内における戦略的施策や重点施策などには特別

な予算が別途配分され、具体的には①重点推進研究、②教育改革推進、③新規研究室開

設補助、④科研費獲得推進、⑤新規プログラム補助、⑥その他がある（7-35、項目 2）。

特に②から⑥については、学長の裁量のもと、総計約 5,000 万円の予算を確保している。

これらは、教育研究活動について学内に競争的刺激を与えるものでもある。 

③外部資金の獲得 

研究費として、科学研究費・特定寄付金・受託研究などの外部資金の獲得も重要な原資

となる。外部資金獲得のための専門部署も設置されており、近年の実績は以下の通り好

調な実績を重ねている。 

 特定寄付 受託研究 

件数 金額 件数 金額 

平成 24 年度 42 件 44,535,000 円 136 件 310,070,000 円 

平成 25 年度 42 件 48,695,000 円 149 件 322,963,000 円 

平成 26 年度 39 件 60,386,000 円 154 件 529,379,000 円 

 

（５）研究倫理を遵守するために必要な措置をとっているか。 

 

1）研究倫理に関する学内規程の整備状況 

文部科学省の「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」の改正を

踏まえ、2015（平成 27）年 3 月に本学内の研究倫理（コンプライアンス）、公的研究費の

管理・監査に関する各種規程を制定、整備した。 

本学の教育研究機関としての社会貢献、人権尊重、不正防止、教育向上、情報保護、法

令遵守、利益相反の観点からの社会的使命を「東京都市大学行動規範」（7-36）に規定し、

それらに取り組む姿勢等を明示している。不正行為の防止および不正行為が生じた場合、

または生じるおそれがある場合の措置に必要な事項を「東京都市大学研究活動の不正行為

の防止等に関する規程」（7-37）、教職員等が行う研究活動の不正の調査を行うために設置

する不正調査委員会に関する必要な事項を「東京都市大学研究活動の不正調査委員会規程」

（7-38）、研究活動の不正防止を推進する組織として設置する不正防止推進委員会に関する

事項を「東京都市大学研究活動の不正防止推進委員会規程」（7-39）として定めている。 

科研費などの公的研究費の使用に係る法令、その他本学の定める規程類を遵守するとと

もに、運営に携わる教職員の意識向上、責任ある公的研究費の管理及び運営を図る基本方

針を「東京都市大学の公的研究費の不正防止に関する基本方針」（7-40）、本学における公

的研究費の管理・監査に関する必要な事項を「東京都市大学における公的研究費の管理・

監査の実施基準」（7-41）として定めている。特に、科研費等公的研究費の適切な管理・運

営を実施するための詳細な事務処理を「科研費使用マニュアル：外部資金使用・事務処理

マニュアル」（7-42）として作成し、科研費等の適正な管理・執行を行っている。 

 

2）研究倫理に関する学内審査機関の設置・運営の適切性 
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「東京都市大学研究活動の不正行為の防止等に関する規程」に基づき、研究活動に対す

る運営及び管理体制が構築されている（7-43）。学長が本学全体を統括するとともに、不正

行為の防止、研究費等の運営・管理について最終責任を負う最高管理責任者を務める。最

高管理責任者を補佐し、不正行為の防止、研究費等の運営・管理を統括する実質的な責任

と権限を持つ統括管理責任者を副学長が務める。統括管理責任者のもと、研究倫理の向上

を目的に研究倫理教育責任者を置いている。研究倫理教育責任者は、コンプライアンス推

進責任者が兼務する。コンプライアンス推進責任者は、公的研究費の運営・管理について

の実質的な責任と権限を持ち、各学部長、共通教育部長、研究所長および事務局長が務め

る。コンプライアンス推進責任者の指示に基づいて、担当する各学科の主任教授および事

務局各部長がコンプライアンス推進副責任者を務め、担当する各学科・部署等における不

正行為の防止に関する運営・管理に取り組む。不正防止計画推進部署としては、不正防止

推進委員会を設置している。 

また、不正防止に関わる告発、情報提供等のための窓口を設置し、事務局総務部長が務

める。窓口は、不正行為に関わる告発の受付、相談、情報の整理および最高管理責任者へ

の報告を行う。最高管理責任者は、告発等により不正行為の存在の可能性が認められた場

合には、告発等の合理性、調査可能性について予備審査を行う。予備審査の結果、調査が

必要と判断された場合は、最高管理責任者は調査委員会を設置し、調査を実施する。また、

最高管理責任者は、監査担当者を複数の組織から指名して内部監査部門を設置し、公的研

究費の管理・運営並びに研究費の不正使用の防止等に関する監査を実施している。 

以上のように、本学では、研究倫理及び研究活動の不正行為の防止等の関する内部規程

を規定、整備し、規程に基づいて、研究倫理（コンプライアンス）および研究活動の不正

行為の防止等に関する学内審査機関を設置、運営を行って、コンプライアンス遵守および

不正行為防止に積極的に取り組んでいる。 

生命倫理に関する学内審査機関としては、全学委員会の１つとして動物実験生命倫理委

員会が設置されている（7-44、第 4 条）。さらに、医学研究に対して研究計画の倫理上の審

査を行うために医学研究倫理委員会が設置されている（7-45、第 2 条）。これらの委員会で

は、規程に従い随時申請のあった動物実験計画や医学研究計画に対して、生命倫理面で問

題がないことを確認するとともに、必要時には倫理面での指導を行っている。このように、

生命倫理、医学研究倫理に関する検査、指導体制は整備されている環境で、関連の教育研

究を行っている。 

また、教職員および事務局職員に対する研究倫理（コンプライアンス）に対する理解、

研究活動の不正行為および防止法に対する理解を啓発するためのコンプライアンス教育と

して、2015（平成 27）年 3 月に、世田谷キャンパスおよび横浜キャンパスにおいて、公認

会計士による「研究倫理（コンプライアンス）研修会」を実施した（7-46）。さらに、2016

（平成 28）年 1 月から、「Collaborative Institutional Training Initiative (CITI) Japan

プログラム」による研究倫理（コンプライアンス遵守）、不正行為防止等の e ラーニング教

育を教職員、関連事務職員に義務付け、実施している（7-47、7－48、7-49、7-50、7-51）。 

その他、毎年、科学研究費助成事業の採択者を対象として、科研費の不正使用防止の指

導を含む科研費の使用説明会を実施している（7-52）。本説明会の中で、研究費の不正使用

防止については繰り返し、注意喚起を行っている。また、科研費の使用にあたっては、「科
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学研究費助成事業の使用に当たっての確認書」を提出することで教職員に適正使用の必要

性を再認識させている。 

 

２． 点検・評価 

 

● 基準７の充足状況 

本学は、教育研究活動を行う上で必要にして十分な広さの校地・校舎を配備し、本学の

理念･目的を実現するために適切な施設・設備等を整備、学生の学修と教員の教育研究環境

を整備している。また、自学自習施設の整備をはじめ、「アクションプラン 2030」の推進

による、学生の立場に立ったキャンパス教育環境向上が着々と進んでいる。図書館につい

ては 3 キャンパスに適切な規模の図書館を配備し、十分な水準の学術情報資料を集積、効

果的な利用の促進、図書館ネットワーク等を利用した、国内外の教育研究機関との学術情

報の相互提供システムも構築している。さらに、本学の特長である実践教育を行うために

TA 等を積極的に活用し、教育効果や教員の負担軽減のために配置している。また、研究倫

理についても規程として明文化した上で、その教育を実施している。  
以上のことから、本基準を充足していると判断できる。  

 

① 効果が上がっている事項 

1）  世田谷キャンパス 3 号館の歴史展示施設の設置により、本学学生・教職員は元より、

学位授与式や入学式の保護者、オープンキャンパスに来校する高校生や保護者に対し

て本学の歴史、理念、創立者や協力者等、学内外に発信することができた。  
2）  世田谷キャンパス図書館のラーニングコモンズでは、学生の自主的な学習活動を促す

コミュニケーションの場として「没頭エリア」「実践エリア」「語らいエリア」を設け、

多様な学修スタイルに対応できる空間を提供した結果、利用者が増加している（7-53）。

また、等々力キャンパス図書館においても、学生の主体的な学習の場の提供として、

グローバルアクティブルームを新設し、自学自習施設が更に整備されつつある。  
3）  研究費については、学内の経常費を平均的に教員に分配するよりも、外部資金のウェ

イトを高め、かつ、成果に応じた配分をすべきという動きがトレンドである。かかる

意味では、本学の場合、教員個人への配分は学科内の自治によって、成果や計画に応

じた配分が図られており、前述の通り、学長裁量による学内への刺激策も有している。  
4）  研究倫理の遵守については、「研究倫理（コンプライアンス）研修会」の受講により、

教職員および事務局職員の研究倫理、不正行為防止の啓発は実現できている。また、

「研究倫理研修会」の「理解度チェックシート」の提出を公的研究費応募の必須条件

としている。さらに、科研費などの公的研究費の予算執行に対しては、発注・納品・

検収の学内システムが確立しており、公的研究費の適正支出に関する倫理面の課題は

クリアされている。その結果、現在までに、本学における科研費などの公的研究費の

不正な使用に関する返還命令および応募制限措置を受けた事例はない。 

 

② 改善すべき事項 

1）  教育環境向上に向け徐々に環境は改善しつつあるが、キャンパスごとの改善すべき事
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項として世田谷キャンパスでは老朽化した建物の建替えやリノベーション、横浜キャ

ンパスでは更新時期を迎えた設備機器や建物の大規模修繕の実施、等々力キャンパス

では一部建物の建替えや狭隘な研究環境の解消等がある。 

2）  学術リポジトリのコンテンツは、現在、博士学位論文のみである。紀要等収録希望は

挙がっているが、運営組織が整わないため拡大に至っていない。 

3）  学術雑誌は、洋雑誌の値上がりへの対応が課題としてあり、新規タイトルの購読が困

難な状況となっている。新任教員が新しい専門分野の場合、必要なジャーナルやデー

タベースの提供が難しい。 

4）  横浜キャンパスは、図書館内で書架や配置の工夫によりスペースを捻出し個室やグル

ープ学習室の増設に向けて長期計画を策定する必要がある。 

5）  研究費については、配分する研究費が教員ごとに一律でないため、予算配分プロセス

の複雑化が顕著になっている。また、本学の研究費は、学科における研究・教育・研

究室運営活動などをすべて含めた「配分予算」としているが、執行内容の中には事務

局予算とするのが適正と考えられるものもある。予算と業務は連動するため、予算の

見直しは業務分担の見直しにもなる。なお、外部資金の獲得はますます重要であるが、

本学では、文系学部において実績が少ないことは課題である。 

6）  研究倫理の遵守については、教職員及び事務局職員に対する研究倫理（コンプライア

ンス）および研究費の不正使用防止に対する学内規程および委員会は現状では整備さ

れていると考える。しかし、研究倫理に関する学内審査機関が充分に機能する実績が

得られるまでには、まだ、時間がかかると考える。  
 

３．将来に向けた発展方策 

 

① 効果が上がっている事項 

1）  世田谷キャンパス 3 号館の歴史展示施設は、限定された空間に展開した小規模な展示

施設であり、未展示の図書館所蔵の資料や学内に存する歴史的な資産等を紹介する新

たな代替施設を、3 号館（五島記念館）内に設置する検討を進めていく。  
2）  世田谷キャンパスラーニングコモンズ設置により、学生の自主的な学習活動を支援す

る環境が整ってきたが、今後はこの学生へのサポート空間の周知を更に行い参加者の

増加に繋げるものとしつつ、キャンパスの図書館にも多様な学習が可能となる総合的

な学習スペースの設置を検討する。また、世田谷キャンパスラーニングコモンズには

ラーニングサポーターが配置されたが、今後は図書館とサポーターの連携を深めて選

書、図書の展示などにより学修相談の利用増加に繋げ、より有効な学修支援体制を築

きたい。さらに、自学自習施設の収容人数を、2020（平成 32）年度には収容定員の 30％

以上となるように「アクションプラン 2030」の事業として整備していく。  
3）  研究費については、学長裁量による学内の活性化策として、戦略的施策や重点施策等

には特別な予算を設定しているが、その金額と比率を高めることは、「研究費の獲得に

は計画力や実績が必要」という意識を高めることにもなり、学内の教育研究活動の活

性化に有効であると考える。一方で、基盤的な研究費を安定的に配分できるようにし

ておくことも重要であり、両者をバランスよく整備した体制にしていく。 
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4）  研究倫理の遵守については、「研究倫理（コンプライアンス）研修会」から移行した「CITI 

Japan プログラムによる e ラーニング教育」の実施および受講者に対する「理解度チ

ェックシート」のフィードバックは、教職員及び事務局職員への研究倫理の啓発に有

効であるため、引き続き実施していく。また、特に科学研究費助成事業の採択者に対

して実施している使用説明会における研究費の不正使用防止の指導及び啓発は有効で

あり、今後も継続していく。 

 

② 改善すべき事項 

1）  教育研究等環境の整備については、「アクションプラン 2030」（教育環境向上プロジェ

クト）におけるキャンパス整備において、施設の長寿命化および更新（施設の計画的

更新、教育組織の規模に応じたキャンパスの整備、統合化された ICT を利用した教育

設備の充実）、グローバル化に対応する施設、良質な学修環境等のキャンパス整備計画

や実行計画を立案し、大学・法人一体となった総合的な実行体制を整え、90 周年・100

周年に向けた目標の完遂を図る。 

2）  学術リポジトリは、本学の研究成果を発信していくために研究推進部と協働し、大学

としての位置づけを明確にして運営組織体制の整備を図る。  
3）  新規雑誌の購読、新任教員への対応については、電子ジャーナルパッケージを図書館

経費だけでなく、研究費と負担しあう新たなモデルや、インパクトファクターなど客

観的な指標を購読の基準に導入するなどの対応策を検討する。  
4）  横浜キャンパスでは、ラーニングコモンズ機能の向上を目的に、図書館エリアだけで

なく併設の情報基盤センター演習室エリアも含めた 2 号館全体の設備のリノベーショ

ンを図り、学生の主体的学修空間、多様な学修形態に対応する空間の環境整備を図る。 

5）  研究費については、その執行内容を検証しながら、予算規模や適用範囲について、常

に「最善」や「適正」を求めていく必要があり、冷静な検証をしていきたい。また、

内部予算に頼らず、外部資金の獲得を恒常化させる体制づくりも重要になる。特に文

系学部の実績づくりは重要であり、事務局による戦略的サポートも併せて行う。 

6）  2015 年度に導入した CITI Japan の e ラーニングの受講状況、理解度状況など実施結果

をもとに、2016 年度の研究活動等の不正防止計画の一つとして、研究活動の不正防止

委員会において、研究倫理教育およびコンプライアンス教育の実施方法を検討し、研

究者倫理の向上を図る。 

 

４．根拠資料 

7-1 東京都市大学中長期計画（アクションプラン 2030）（既出 1-6） 

http://www.goto-ikuei.ac.jp/tcu_actionplan2030/index.html  

7-2 教育機器等の設置状況 

7-3 「100 円朝食」について 

7-4 歴史展示コーナーリーフレット 

7-5 東京都市大学世田谷キャンパス環境保全委員会規程 

7-6 経理規程 

7-7 物件の調達管理取扱要領 

7-8 東京都市大学世田谷キャンパス防災対策委員会規程 
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7-9 東京都市大学横浜キャンパス防災対策委員会規程 

7-10 東京都市大学等々力キャンパス防災対策委員会規程 

7-11 図書館利用ガイド 2015 

7-12 3 館相互利用状況 2-1（入館者） 

7-13 3 館相互利用状況 2-2（資料の利用） 

7-14 図書・資料の所蔵数及び受け入れ状況 

7-15 電子ジャーナルとデータベース契約状況 2-1（電子ジャーナル） 

7-16 電子ジャーナルとデータベース契約状況 2-2（データベース） 

7-17 図書館の運営と利用状況 

7-18 学生閲覧室等の状況 

7-19 世田谷キャンパス図書館ラーニングコモンズパンフレット（既出 1-8） 

7-20 東京都市大学図書館規程 

7-21 東京都市大学図書館運営委員会規程 

7-22 東京都市大学世田谷キャンパス図書館委員会規程 

7-23 東京都市大学横浜キャンパス図書館委員会規程 

7-24 東京都市大学等々力キャンパス図書館委員会規程 

7-25 東京都市大学世田谷キャンパス図書館利用規程 

7-26 東京都市大学横浜キャンパス図書館利用規程 

7-27 東京都市大学等々力キャンパス図書館利用規程 

7-28 東京都市大学ティーチング・アシスタント等内規 

7-29 TA・SA 業務説明会案内 

7-30 TA や学習支援業務を担当されるみなさんへ（業務のしおり） 

7-31 TA・SA のためのリーダーシップ研修会 

7-32 東京都市大学大学院研究助手規程 

7-33 東京都市大学特別研究員の雇用に関する規程 

7-34 東京都市大学教員特別長期研修に関する規程 

7-35 研究費関係資料 

7-36 東京都市大学行動規範 

7-37 東京都市大学研究活動の不正行為の防止等に関する規程 

7-38 東京都市大学研究活動の不正調査委員会規程 

7-39 東京都市大学研究活動の不正防止推進委員会規程 

7-40 東京都市大学の公的研究費の不正防止に関する基本方針 

7-41 東京都市大学における公的研究費の管理・監査の実施基準 

7-42 科研費使用マニュアル（外部資金使用・事務処理マニュアル） 

7-43 東京都市大学における研究活動に関する運営及び管理体制 

7-44 東京都市大学動物実験規程 

7-45 東京都市大学医学研究倫理審査規程 

7-46 研究倫理（コンプライアンス）研修会 

7-47 Collaborative Institutional Training Initiative (CITI) Japan プログラム 

7-48 研究倫理教育（CITI Japan）受講のお願い 

7-49 CITI Japan ON スクリーン e ラーニング受講手順 

7-50 コンプライアンス教育の理解度把握調査のご協力のお願い 

7-51 理解度チェックシート 

7-52 科研費使用説明会 

7-53 世田谷キャンパス図書館入館者数比較 
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第８章．社会連携・社会貢献 

 

１．現状の説明 

 

（１）社会との連携・協力に関する方針を定めているか。 

 

本学では、「持続可能な社会発展をもたらすための人材育成と学術研究」を理念として掲げ、

大学の使命である教育研究およびそれらを通して社会貢献を実現することを目的に、次のと

おり「東京都市大学産学官連携ポリシー」を策定している（8-1）。 

 

1． 産業界等との共同研究・受託研究等を積極的に推進し、社会・経済の発展に寄与する

とともに、本学の教育研究活動の基盤向上を図る。 

2． 産学官連携により得られた研究成果を分かりやすく情報発信することにより、知識を

広く社会に還元する。 

3． 産学官連携により創出される研究成果は積極的に知的財産としての権利化を図り、そ

の維持・管理・活用に努める。 

4． 産学官連携活動を円滑かつ持続的に促進するための組織を置く。 

5． 透明性の高い産学官連携活動を行い、社会に対する説明責任を果たす。 

 

上記の 5 項目を実施することで、教育と研究のすべての分野で得られた知の成果を社会に

還元するとともに、教育と研究の社会的付加価値を高めるため、全学的に産学官連携に積極

的に取り組むことを示している。 

 地域連携活動については、2015（平成 27）年 4 月 1 日付事務組織の一部改正を行い、事務

局地域連携センターを設置し、その活動を推進している（8-2）。 

また、2015（平成 27）年度に設置した地域連携・生涯学習推進室では、創立 80 年を超え

る専門的実践教育と研究実績をふまえ、その成果を広く社会へ還元し、生涯学習の機会創出

など、社会に貢献することを目的とし、以下の項目を軸に「東京都市大学地域連携基本方針」

を策定した（8-3）。 

 

1． あらゆる世代の人財育成 

2． 教育・研究成果の社会への還元 

3． 地域振興の核として社会の諸機関と連携した拠点形成 

4． 教職員個人から大学組織による地域連携の推進 

 

同方針では、上記 4 つの項目を実施することで、積極的に地域社会と本学の知的・人的・

物的資源を基盤とした連携を推進し、さらなる発展を目指し、取り組むことを示している。 

 

（２）教育研究の成果を適切に社会に還元しているか。 
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・国または地方公共団体等からの委託事業 

国または地方公共団体等からの委託事業等を通じた社会貢献を積極的に実施している。 

文部科学省『革新的エネルギー研究開発拠点形成事業』においては、「東日本大震災からの

復興の基本方針」並びに福島復興再生特別措置法のもと定められた「福島復興再生基本方針」

に基づき、再生可能エネルギーに関わる開かれた世界最先端の研究開発拠点を福島県に整備

することを目的として、革新的な超高効率太陽電池の実現を目指した研究開発を実施し、世

界トップレベルの研究開発拠点を形成することを目指している。 

国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）『戦略的創造研究推進事業（RISTEX）』において

は、最新の環境負荷データベースと環境影響評価手法に基づく環境ホットスポット分析手法

の開発を行い、科学的な方法を駆使して 100 品目を対象とした分析を実施するとともに、社

会に向けた評価結果の発信と環境ラベルへの実装などを通じてライフサイクル思考に基づく

グリーン購入の効果的な推進を目指している。 

このように競争的研究資金を活用し、成果の上がった研究をもって科学技術の発展、社会

における諸問題の解決に貢献しており、委託事業についても実績がある（8-4、項目 1）。 

 

・他大学との連携 

工学部を中心として、国内の他大学と積極的に連携関係を構築している。その連携の内容

は、主に教育研究に係る教職員及び研究者の交流、学生の交流、共同研究の推進及び研究集

会等の実施、学術・教育資料、刊行物および情報の交換、その他相互に連携協力することが

必要と認められる事項についてであるが、連携の対象となる大学の特徴に応じて相補的な連

携協定を結ぶことにより、相乗的な研究・教育活動の効果増大を図っている。 

昭和大学とは、本学の医用工学科との連携を強化することにより、実際の医療現場に近い

環境での技術開発の教育を試みている。早稲田大学との連携では、早稲田大学・東京都市大

学共同原子力専攻を設立し、原子力分野の人材育成に貢献している。東京大学生産技術研究

所との連携では、同研究所の優れた施設・設備を利用しての共同研究を実施することに加え、

同研究所の若手研究者に教育経験の機会を提供することにより、双方のメリットを実現する

試みを狙っている。以下に現在継続中の連携活動を示す。 

 

室蘭工業大学（2007.12.13 締結）    多摩美術大学（2008.3.17 締結） 

昭和大学  （2008. 3.26 締結）    早稲田大学  （2009.4.27 締結） 

東京大学生産技術研究所 (2010.3.26 締結) 

 

 さらに大学院においては、連携大学院による研究の活性化を図っている。これは、独立行

政法人などの研究機関と連携協定を締結した上で、その研究機関所属の研究者が、博士前期

課程および博士後期課程の学生を指導し、学位を取得させるシステムであり、(国研)産業技

術総合研究所、(国研)情報通信研究機構、(国研)日本原子力研究開発機構、(独)労働安全衛

生総合研究所、(財)電力中央研究所などの研究機関と協定を締結し、毎年 7～8 名程度の学生

が学位を取得している。 

 

・産業界等との連携 
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研究面における企業等との連携の代表的なものとして、共同研究・受託研究が挙げられる。

本学では、特に民間企業からの受託研究の件数が多く、各種企業からの受託研究を通じて、

産業界に大きく貢献している（8-4、項目 2）。なお、「簡易受託」という 1 件が 10 万円未満

（平成 19 年度より 1 件 50 万円以下）の試験、調査、分析、技術相談、技術指導などを行う

本学独自の制度がある（8-5）。 

現状では、文部科学省が産学連携等施策の企画・立案に反映させることを目的として行う

「平成 25 年度大学等における産学連携等実施状況について」（平成 26 年 11 月 28 日公表）に

おいて、民間企業からの受託研究実施件数が全国 14 位、民間企業からの受託研究に伴う研究

費受入額が 14 位、民間企業からの受託研究に伴う１件当たりの研究費受入額が 28 位となっ

ている（8-6、P.23-24）。 

また、「東京都市大学と東急不動産株式会社の産学連携に関する包括契約」を 2014（平成

26）年 1 月 31 日に締結し、本学と東急不動産相互の資源と知的財産を有効活用し、次世代の

都市事業に向けた技術開発と横断的活用を推進することを目的として共同研究・受託研究が

活発に実施されている。さらに、2015（平成 27）年度に「次世代技術連携委員会」を設置・

開催し、同年度には株式会社東急不動産次世代技術センターによる学部毎の研究シーズの調

査が実施され、同センターから研究依頼の実績がある（8-4、項目 3）。今後は全学的な取り

組みとして、益々連携の促進が図られることが見込まれている。 

 

・産学連携支援機関との連携 

神奈川県内の大学や、神奈川県、横浜市、川崎市などの公的産学連携支援機関および企業

団体が協力して神奈川地域の企業が抱える課題を解決する、かながわ産学公連携推進協議会

に所属し、地元企業からの多様な要請を効率的に吸い上げる仕組みや、一つの大学では解決

できない課題を複数の大学が連携して解決する仕組みを構築し、企業の課題解決に貢献して

いる。また、公的産学連携支援機関のコーディネーターと情報共有を図り、企業ニーズと大

学の研究シーズとのマッチングを支援し、産業振興に寄与する活動を積極的に展開している。 

 

・特許 

承継・継続の特許件数についても毎年度実績を有している（8-4、項目 4）。なお、承継と

は発明者が法人に対して権利譲渡した特許案件を示し、継続とはこのうち、審査請求した特

許を示す。本学では、事務局産学官連携センターが、特許出願、技術移転等を支援している

が、TLO（Technology Licensing Organization）は設置されていない。また、共同研究・受

託研究で発生した特許の取り扱いや教員発明の扱いを研究契約書毎に明記し係争が生じない

ようにしている。さらに、教職員による発明に関しては、「東京都市大学職務発明取扱要領」

（8-7）「東京都市大学職務発明の実施権の許諾に関する細則」（8-8）を制定しており、教職

員は研究により職務発明が生じた場合は、規定に基づき申請書一式を職務発明審査会委員長

に申請する。申請後、「職務発明審査会」にて審査の上、承継の可否および発明者等の認定を

行っている。 

 

・地域交流への積極的参加 

世田谷キャンパスでは、子どもたちの理科離れの歯止めの一助となるよう、2002（平成 14）
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年から毎年夏休み第 1 週に科学体験教室を開催している。来場者の安全性等を考慮し、事前

申込制としているが、2012（平成 24）年度からの来場者数（父母などの保護者を含む）は、

毎年 1,200 名を超え、好評である（8-9）。また、世田谷区内大学短期大学公開講座では、6

月に 3 回、7 月に 3 回、計 6 回、共通教育部教員によるパソコン入門講習会と、インターネ

ット活用講習会を開催した（参加者合計は 25 名）。さらに、世田谷キャンパスでは 1 号館の

建替えに伴う西側遊歩道やキャンパス中央を貫く敷地内通路の開放、盆踊りなどの地域主催

のイベント広場としての提供、災害時における地域住民への避難場所としての活用等の地域

貢献を通じ、地域に開かれた大学として認知されつつある。将来に向けては、キャンパス内

建物ごとのセキュリティを確保し、できる限りオープンなスペースを提供し、地域との共生

を図っていく予定である。 

環境情報学部では、渋谷サテライトクラスを活用して、「いまの話題の？！」について気軽

なディスカッションを楽しめる「渋谷カフェ」を主催し、2013（平成 25）年度から 2014（平

成 26）年度にかけて ワンコイン（500 円）で計 7 回開催している。その後、環境学部では

2014（平成 26）年度に一つのテーマを多面的に論じる学部開設記念プログラムとして、6 月

から 8 月までの金曜日に 13 コマ開講している。テーマは「企業・社会・政策における環境マ

ネジメントの最前線」である（8-4、項目 5）。 

その他、環境学部教員による食糧問題をテーマにした「新型市民講座」の開催(H27.8.6)、

男女共同参画室主催の女子中高生向けの企業とのコラボの紹介（H27.7.19）やドイツの女性

研究者のワークショップ(H27.8.6)などを開催し、時代に見合った地域連携企画を立案し、積

極的に展開している。 

都市生活学部では、学部としての教育内容、国際化に向けた取組等を広く社会に発信する

ことを目的として、毎年度「都市生活学部展」を開催している。都市生活学部のテーマであ

る都市の今後のあり方や、また学修成果の一端を提示するなどを行っている（8-10）。 

人間科学部では、開設年度より毎年、公開の学術講演会を開催し、初年度は「子どもと環

境」、2010（平成 22）年度は「子どもと保健」、2011（平成 23）年度は「子どもと文化」、2012

（平成 24）年度は「子どもと芸術」、2013（平成 25）年度は「ニュージーランドの幼児教育」、

2014（平成 26）年度は「子育て支援」、2015（平成 27）年度は「スウェーデンにおける児童

文学の発展」（スウェーデン大使館、本学国際部との共催）をテーマに開催し、学部・学科の

教育の理念・目的について認知度を向上させることに加え、地域貢献、学生への啓発等を行

っている。また、人間科学部が運営する「子育て支援センター」では、1 日 100 名以上の地

域の親子が利用し、地域貢献を果たしていると同時に、子育て支援体験として学生教育にも

大きな波及効果をもたらしている。2014（平成 26）年 6 月に同センター開設 10 周年を迎え、

記念行事として前掲の公開学術講演会を行い、スタッフおよび利用者からの声は、「子育て支

援センター「ぴっぴ」10 年のあゆみ」として冊子にまとめられ、学内、利用者、学外関係諸

機関に配布された。学生にとって、実践力を高めるよい学びの場であり、卒業研究のフィー

ルドにもなっている（8-11）。 

さらに、本学は「アクションプラン 2030」の一環として、2015（平成 27）年 6 月に「東京

都市大学二子玉川夢キャンパス」を開設した。これにより、本学の各キャンパスを結ぶ教育

研究活動の場という役割に加え、二子玉川という立地、アクセスの便利さを活かし、子ども

たちへ科学の楽しさを伝えるためのイベント、地域や産業界が抱える課題を解決するための
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多彩なプログラムの展開や、二子玉川の街づくりにも取り組むことを目指し、本学の教育研

究の資源や成果を社会に還元する拠点として活動している（8-12）（8-4、項目 6）。 

また、2014（平成 26）年 5 月には、長野県上田市において「東京都市大学シンポジウム in

上田」と題し、ノーベル賞を受賞した科学者と地元出身の研究者を招へいして公開シンポジ

ウムを開催した（8-13）。2015（平成 27）年 9 月には、それを発展させた形で静岡市におい

て「都市大フェア in 静岡」を開催している（8-14）。 

 

・地方公共団体との連携事業 

 本学では、キャンパスが立地する地方公共団体等との連携事業も通じて地域課題に取り組

み、社会貢献を積極的に実施している。 

2015（平成 27）年度には「世田谷区との連携・協力に関する包括協定」を締結した（8-15）。

同協定に基づく取り組みの一つとして、「等々力渓谷に関する環境調査と環境対策（等々力渓

谷清流化プロジェクト）」（8-16）があるが、本学と世田谷区とで WG を設置、清流化と鮎が生

育出来る環境づくりを目指し、更に近隣小中学校への総合学習の位置づけとして、還元して

いくことを目指している。その他にも環境と調和した産業施策の展開として、ものづくりの

観点から連携事業を進めていく予定である。 

また、世田谷区主催のエネルギーや環境に関するイベントにも積極的に参加している（8-4、

項目 7）ほか、2015（平成 27）年度から世田谷区内 5 大学と「せたがや e カレッジ」に加入

し、学内での公開講座をコンテンツとして､区民にインターネットを通じて公開している

（8-17）。さらには、区内 5 大学と連携し、集合型講座が困難である社会人向けにインターネ

ットを活用した学習講座を開設した。本学のコンテンツは 2015（平成 27）年 9 月に開講予定

である。2007（平成 19）年度からは、世田谷区教育委員会主催の「世田谷体験学習」で区内

の小学生 5，6 年生対象に、毎年 4 講座を実施している。 

人間科学部では、2015（平成 27）年 4 月に「公立保育所玉川地区園長会との連携・協力に

関する協定」を締結し、教育効果を高めると共に、保育サービスの向上に寄与することを目

的としている。連携・協定事項の内容は、インターンシップ（保育体験）等の保育士育成に

関わる事業、保育学・児童学等に係わる事業、保育の質の向上に関わる事業、その他必要と

認める事項である（8-18）。 

横浜キャンパスでは、2009（平成 21）年度に「横浜市都筑区との連携・協力に関する協定」

を締結し、2011（平成 23）年度より「地域連携協力会議」を設置、10 件の事業が継続中であ

る（8-4、項目 8）。 

キャンパスが立地する世田谷区、横浜市都筑区以外の自治体でも、知識工学部が小学生向

けの科学教室を実施しており、渋谷区では渋谷区子ども科学センター・ハチラボで、教員と

自然科学科学生が指導スタッフとして 2015（平成 27）年 4 月 20 日実施の科学実験のワーク

ショップに参加（8-19）、大田区では知識工学部自然科学科が連携して、小学 5,6 年生対象の

「理科体験教室」を 2015（平成 27）年 2 月から 3 月にかけて、計 5 回実施している。 

さらに、本学は 2014（平成 26）年度に「日本科学未来館との包括連携協定締結」を締結し

ている（8-20）。これは、相互の交流による両者の啓発と地域社会への貢献、一般を対象にし

た科学コミュニケーションの推進に資する活動を通じて、我が国の学術および科学技術の発

展に寄与することを目的としている。主な交流事業は、同館での学生ボランティア活動、本
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学主催の科学体験教室への同館の参加、同館の科学コミュニケーターによる本学の講義への

参加等である。 

以上のとおり、本学では子どもたちの理科離れの一助となるような、物作りを主体とした

プログラムの実施や、各キャンパスや学部等が理念・目的に基づいて、個性を活かした地域

交流を積極的に展開している。 

 

・2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、大学連携協定 

本学は、2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、大学連携協定を締結

した（8-21）。オリンピック教育の強化として、本学の研究領域を活かした講演会の開催、オ

リンピックを学ぶ授業の実施、学生のボランティアの参画、大学の施設利用などで貢献でき

ると考えている。特に、二子玉川夢キャンパスにおいて、小・中・高校生対象に、「オリンピ

ックを学ぶ」講演会を開催することで、次世代の子どもたちへの理解も深まり、グローバル

な人材を育てていく環境づくりに役立つことが出来ると考えている。 

 

・国際交流事業への積極的参加 

 本学では、2014（平成 26）年 4 月に国際センターを設置し、国際化および国際的な活動の

活性化を強く推進している。その一環として、科学技術振興機構（JST）による「日本･アジ

ア青少年サイエンス交流事業（さくらサイエンスプラン）」への積極的な申請とその採択を契

機とし、アジアの学生との交流機会を創出している。同事業の 2015（平成 27）年 10 月現在

の採択・交流実績は以下のとおりである。さくらサイエンスプランにおける個々の事業では、

招へい学生との課題解決型学習の実施、受入研究室における共同研究、成果報告会の実施や

親睦会の開催等により、交流を深めている（8-22）。 

 

平成 26 年度 平成 27 年度 

江原大学校（韓国） 

マレーシア日本国際工科院（マレーシア） 

大連交通大学（中国） 

タマサート大学（タイ） 

モンクット王工科大学トンブリー（タイ） 

江原大学校（韓国）、サストラ大学（インド） 

女子梨花大学（韓国） 

マレーシア日本国際工科院（マレーシア）  

東北財経大学（中国）、大連交通大学（中国） 

大連理工大学（中国）、タマサート大学（タイ） 

 

２．点検・評価 

 

● 基準８の充足状況  

本学は、社会との連携・協力に関する各方針を定め、多様な企業・団体、自治体との連携

協力を促進しており、本学の資源・技術等を社会に有効に還元している。また、科学体験教

室や二子玉川夢キャンパスでの企画等に代表される、未来を担う子どもたちの科学的思考や

ものづくりへの意欲を育てるため取り組みを組織的に展開している。また、「さくらサイエン

スプラン」に代表される事業のように、アジアの研究者・留学生との情報交換・交流に積極

的に応募、採択を受け、交流が進んでいる。 

以上により、本基準を充足していると判断できる。 
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① 効果が上がっている事項 

1） 企業との共同研究・受託研究では、簡易受託研究を含めた受託研究の件数が、ここ数年

で増大傾向にある。 

2） 本学が立地する世田谷区、横浜市都筑区からの連携事業への参加依頼や、自治体が主催

する各イベントへの出展依頼が増えている。学生による発表・説明の場としても利用さ

れており、学生への教育効果の向上も期待できるプログラムとして有用である。 

3） 二子玉川夢キャンパスにおいて、多彩な地域社会向けプログラムを展開しており、本学

の地域連携活動が同キャンパスを拠点として展開されつつある。 

4） これまで地域社会の教育向上や生涯学習の機会創出など、地域社会に貢献してきたが、

大学全体として社会とより一層連携するために事務局に地域連携センターを設置した。

事務体制を整えたことによって、専用ウェブページ開設、ニュースレターの発行、地域

社会との窓口の明確化が図られ、より一層活動が活発になってきている。 

 

② 改善すべき事項 

1） 共同研究・受託研究においては、外部資金獲得および研究支援推進のため、学内への情

報発信、外部資金獲得への申請および採択後の研究支援の体制づくりなど各種の支援に

関する仕掛けづくりが必要である。特に、優れた技術を開発している研究を、学外へ積

極的にアピールする仕掛けの策定が必要である。 

2） 特許に関しては、教員の研究レベルの高さと連動していることから更なる研究の活性化

が必要である。 

 

３．将来に向けた発展方策 

 

① 効果が上がっている事項 

1） 本学の、特に工学部、知識工学部の各学科は、地道に研究を行い、企業から高い評価を

得ている結果として、受託研究の件数がここ数年増大しているので、さらに受託研究の

件数を増大するように学内の教員に啓発を行っていく 

2） 地方自治体との連携・協力に関する「包括提携」を締結したことで、貢献活動の場が増

えた。より前向きに取り組むため、本学の研究領域を活かしたテーマを定期的に作り出

し、学内外に情報発信していくシステムづくりを行う。また、昨今、社会的に「理科離

れ」が深刻化しており、地域、自治体からの要請もあり、本学を含め、主に小学生を対

象とした「理科・科学」に対する体験教室が盛んである。しかし「数学」に関する取り

組みが少ないので、そこで「算数・数学」に対して興味・面白さがわかるセミナーを企

画・立案できる WG を立ち上げたい。教員は元より、学生も参画することで、教育実習

的な要素も加味しており、数学教育振興に寄与することができ、活動を広げられる。 

3） 二子玉川夢キャンパスを活用し、情報の発信をするために、学内の教員や学生からの利

用計画を募っており、周辺住民の若年、主婦、シニア層といった各世代に対応したプロ

グラムの準備を進め、一層社会連携・地域貢献を促進していく。 

4） 地域社会への貢献では、教職員個人の活動基盤を生かすためにも、教職協働の体制づ
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くりが不可欠である。地域連携・生涯学習推進室を軸とした教職協働体制を通じて、

教職員が積極的に地域連携活動に取り組めるよう学部間の枠を超えた情報共有を行

うとともに、研究成果や地域貢献活動を学内外に発信していく。 

 
② 改善すべき事項 

1） 企業との共同研究・受託研究に関しては、より費用の大きな大型の共同研究・受託研

究の件数を増やしていくよう、社会との連携・協力を積極的に働きかけていくために

産官学交流センターの活動促進を図っている。本学の強みである企業との連携をさら

に広範囲に広げるため、企業と大学・公設試験研究機関等との間を橋渡しを行う東京

商工会議所「産学公連携相談窓口」事業に 2016（平成 28）年 1 月より本学も参画した

ので、本事業における産官学連携活動を通じて受託研究等の件数の増大を図っていく

（8-23）。 

2） 特許に関して、維持費用を含め、大学が権利を保有することのメリットを明確化し、大

学が権利を保有あるいは連携企業に権利を譲渡するなど、学内の特許出願に関するガイ

ドラインを策定する必要がある。また、教員に発明を権利化し、特許を出願することの

重要さを啓蒙、啓発していく。自然科学、工学に関する基本原理の特許は、大学が権利

を保有することが望ましい。一方、実用に近いレベルの特許、企業がサービスを展開す

ることによりメリットが得られる特許は、共同研究や受託研究の相手企業に実施権、使

用権を譲渡するのも産業界への貢献の観点からは有益な方法である。出願の方法は個別

に検討するにして、まず、教員が自身の研究活動の中で特許出願を行う姿勢を確立する。 

 

４．根拠資料 

 

8-1 東京都市大学産学官連携ポリシー 

8-2 東京都市大学事務局事務分掌規程 

8-3 東京都市大学地域連携基本方針 

8-4 社会連携・社会貢献に係わる詳細資料 

8-5 簡易受託研究案内 

8-6 大学等における産学連携等実施状況について［公表］（2014 年度） 

8-7 東京都市大学職務発明取扱要領 

8-8 東京都市大学職務発明の実施権の許諾に関する細則 

8-9 科学体験教室実施結果 

8-10 都市生活学部展リーフレット 

8-11 子育て支援センター「ぴっぴ」10 年のあゆみ 

8-12 二子玉川夢キャンパスウェブページ http://yumecampus.tcu.ac.jp/ 

8-13 「東京都市大学シンポジウム in 上田」関係資料 

8-14 「都市大フェア in 静岡」関係資料 

8-15 「世田谷区との包括協定」関係資料 

8-16 「等々力渓谷清流化プロジェクト」関係資料 

8-17 せたがやｅカレッジ関係資料 
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8-18 「公立保育所玉川地区園長会との連携・協力に関する協定」関係資料 

8-19 「ハチラボ（渋谷区こども科学センター）科学フェスタ」関係資料 

8-20 「日本科学未来館との包括連携協定」関係資料 

8-21 「2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技会大学連携協定」関係資料 

8-22 「日本･アジア青少年サイエンス交流事業（さくらサイエンスプラン）」関係資料  

8-23 東京商工会議所ニュースリリース 
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第９章．管理運営・財務 

（１）管理運営 

１．現状の説明 

 

（１）大学の理念・目的の実現に向けて、管理運営方針を明確に定めているか。 

 

・中長期的な管理運営方針の策定と大学構成員への周知 

本学では、東京都市大学中長期計画「アクションプラン 2030」に設置したプロジェクト

のひとつである「大学運営向上プロジェクト」において、以下の 4 つの事項からなる管理

運営に関する方針を定め、それに応じた事業計画に基づいて本学のビジョン実現のための

施策および事業を推進している（9-1-1）。 

 

1. 中長期計画に基づく PDCA サイクルの確立と評価 

2. 大学のガバナンス強化 

3. 時代の変化に対応した大学運営組織 

4. 収支に立脚した財務基盤の確立 

 

上記方針の概要は、次のとおりである。 

 

1.中長期計画に基づく PDCA サイクルの確立と評価 

「アクションプラン 2030」に基づき、目指す大学像としての「ビジョン」が提示され、

それに向けて創立 90 周年、創立 100 周年を区切りとする中長期計画を戦略的に推進するこ

ととしている。 

2014（平成 26）年度には事業計画推進のためのマネジメントサイクルを策定し、4 月か

ら翌年 3 月までの年度を通じて、次のような内容で実行している。 

 4 月:当年度予算決定、事業計画承認 

10 月:事業進捗確認(期中）、事業中間評価、次年度事業計画策定(事業計画書作成） 

11 月:新規提案事業受付、次年度事業審査および事業計画額査定 

12 月:次年度予算原案作成 

3 月:事業年度末報告(期末）、事業評価・検証、事業継続・廃止、評価・検証結果反映 

なお、推進体制としては、学校法人専務理事を座長とする中長期計画推進会議が設置さ

れ、学長もその一員になっている。そのもとで、大学が主体的に中長期計画を推進し、そ

の進捗を管理する組織として大学戦略室会議が設置されている（9-1-2）。中長期計画推進

会議と大学戦略室会議の事務は大学事務局企画室が所管している。これらの組織は、2 つ

のミッションを有している。ひとつは、ビジョンに基づく年度ごとの事業計画書案の作成

である。もうひとつは、事業計画の進捗状況の把握と推進である。中長期計画の推進、事
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業計画に関しては大学が責任をもって行い、事業計画案の妥当性、進捗状況や実施に関す

る検証や監査を行う組織としての役割は、中長期計画推進会議が担っている。 

 

2.大学のガバナンス強化 

 ビジョン実現を全学教職員が認識し、経営サイドの組織目標のもと、迅速に意思決定し、

そのプロセスを明確にしたうえで、年度計画の作成、提示、実施、評価を行う必要がある。

そのためには、大学は、教育・研究等の機能の最大化を図るべく、大学全体のガバナンス

体制の総点検・見直しを行い、責任の所在を再確認するとともに、権限の重複排除や委譲、

審議手続の簡素化等を検討することとしている。 

 

3.時代の変化に対応した大学運営組織 

組織を「効率的」に運営するために、教員・事務職員協働による「意見反映の仕組みや

業務分担」、「組織体制の見直しや効率的な事務体制への改善」、「計画的な研修の実施や人

事評価」、「評価制度の改善・充実」、「適切な運営組織」などをそれぞれの部署においても

心がけることにより、業務上の無駄を省き、効率化を図ることとしている。 

 

4.収支に立脚した財務基盤の確立 

「アクションプラン 2030」では、基礎収支を見据えた学部/学科構成を事業計画として

位置づけ、収支状況などの問題点を検証することとしている。同時に、公募事業や寄付金/

募金への公募を積極的に展開し、更に収益事業の充実と収入の多角化を図り、授業料収入

と補助金収入だけには頼れない時代に対応するべく施策を講じていくこととしている。 

 

これらの方針については、「アクションプラン 2030」の策定時に、冊子化して全専任教

職員に配付・周知を行うとともに、「大学運営向上プロジェクト」の事業計画の内容は、本

学ウェブページでの公開やサマリー版（9-1-3）の配付によって学生および社会に公表して

いる。2015（平成 27）年 9 月には、「大学戦略室レター」（9-1-4）を全専任教職員に配付

し、前年度の取り組み内容を改めて確認するとともに、当年度の取り組みについての周知

を図りながら、教職員が一体となって取り組みを進めていくことができるように努めてい

る。さらに、事業報告書（9-1-5）を発行し、経営内容、財務状況をはじめ、本学の短期・

中長期の取り組みについて公表している。 

 

・意思決定プロセスの明確化 

本学では、教学的な重要事項を取り扱う機関として、東京都市大学学則の定めにより、

大学協議会を設置している（9-1-6、第 12 条）。大学協議会は、「東京都市大学大学協議会

規程」（9-1-7）に基づき、学長が議長となり、副学長、学部長、共通教育部長、研究科長、

事務局長、部長職等により構成されている。審議事項は、「学長の求めに応じ、本大学の運

営に関する重要事項」としている。大学協議会は、原則として毎月開催しており、月次ご

との重要事項を中心に審議し、迅速な意思決定を前提としている。大学内では最終決定で

きない重要事項については、さらに理事会に上程し、決裁を得て実施することとしている。 

上記に加え、本学全体として取り組むべき事項を効率的かつ効果的に実施するために、
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「東京都市大学の全学に係わる委員会の設置に関する規程」（9-1-8）に基づいて常設され

た 11 からなる全学委員会（入学試験、教務、研究、国際、広報、図書館・情報、施設、キ

ャリア、学生部、リスク管理、自己評価・教員業績評価）を設置している。 

全学委員会では、全学あるいは複数学部(研究科を含む)に共通する事項で、各学部独自

では解決できないことや、大学協議会や学長から諮問された事項を取り扱っている。各委

員会は、それぞれ規程に基づき運営されており、委員長については、副学長、学部長、事

務局長の意見を参考に、教職員の中から学長が任命している。 

 

・教学組織（大学）と法人組織（理事会等）の権限と責任の明確化 

本学は、学校法人五島育英会の設置校であり、理事会を最高意思決定機関とし、予算・

借入金および基本財産の処分、事業計画、予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄、寄

付行為の変更、合併その他この法人の業務に関する重要事項については評議員会の諮問を

受けている。なお、理事、評議員、監事には学外有識者が加わっている（9-1-9、9-1-10、

9-1-11）。 

教学的な事項については、学長が本学の「学務」を掌り、その所属職員を「統督」して

いる。また、学長を助け、命を受けて校務をつかさどるため、副学長職を設けることがで

き、3 名の副学長が学長の具申に基づいて理事長の任命によりその職に就いている。 

また、大学と法人本部とのより緊密な意思疎通を図ることを目的として、連絡調整機関

としての「大学と法人との連絡協議会」を設けており、その開催は、原則として夏期と秋

期の 2 回である。主な内容は、事業計画の進捗・達成状況、消費収支、資金収支予算・決

算、入学検定料・学費、学生の研究活動・課外活動状況としている。法人本部からは、理

事長・専務理事・常務理事・担当理事・部長職等と、大学からは、学長・副学長・学部長・

共通教育部長、研究科長・事務局長・部長職等をメンバーとしている。 

 

・教授会の権限と責任の明確化 

学部および大学院の学則に定める学部・研究科に係わる事項については、学部教授会と

研究科委員会を設置している。2015 年（平成 27）年 4 月の学校教育法一部改正に伴い、内

部規則の見直し後の役割としては、学長が決定を行う一部事項について、審議し、意見を

述べるほか、当該学部・研究科の教育研究に関する事項について審議し、学長および学部

長・研究科長の求めに応じ、意見を述べることができるものとしている（9-1-6、第 13 条）

（9-1-12、第 10 条）。また、各学部、研究科は、学部・研究科の運営に資するために個別

事項を検討する各種委員会を有している。 

 

以上のように、大学の意向を理事会に対して的確に伝達し、反映させるため、前述のよ

うに「大学と法人との連絡協議会」を適宜開催し、意思決定に当たって常に教学と法人の

意見交換を行うように連携協力、連絡調整の機能充実に努めている。 

さらに、教学的事項については学長のリーダーシップのもとで、個々の教学組織を結ぶ

全学的な組織(大学協議会、全学委員会)を構築・整備しており、教授会や研究科委員会を

含めてそれぞれの役割とその機能によって、本学の理念・目的の実現のための適切な管理

運営体制が構築されている。 
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（２）明文化された規程に基づいて管理運営を行っているか。 

 

・関係法令に基づく管理運営に関する学内諸規程の整備とその適切な運用 

管理運営に関する学内諸規程の整備については、所管委員会もしくは所管部署の発議・

審議・承認を経て、当該規程において明文化されている所定手続きに基づいて法令改正や

組織改正に対応するように適宜見直しが行われている。 

また、2015（平成 27）年 4 月の学校教育法改正に伴う対応においては、副学長、大学協

議会、学部教授会・研究科委員会、その他学内機関・委員会等の規程の総点検を法改正の

趣旨に基づいて全学的に行い、大学運営における学長のリーダーシップの確立等、ガバナ

ンス改革を促進するため、学則、大学協議会規程、各教授会規程等の改正を行った。 

諸規程の総点検、見直し、改正の一連の作業や手続きに際しては、学校教育法改正の趣

旨を学内等の教職員に広く周知・徹底した上で全学的に実施し、また、学内諸規程の整合

を図るために細部については「学長裁定」（9-1-13）によって、学長の校務に関する最終決

定権を本学諸規程全体の体系の中で適切に担保した。その結果、学務についての学長決定

に至るまでの適切な意思決定プロセスを法改正の趣旨に則って明確なものとし、適切に運

用しているところである。 

 

・学長、学部長・研究科長および理事（学務担当）等の権限と責任の明確化 

学長の権限と責任については、「学校法人五島育英会寄附行為施行細則」（9-1-10、第 8

条）により「本法人の設置する各学校の学長、校長及び園長は、運営に関する基本方針に

基づき当該学校の校務を掌り、所属職員を統督する。」旨を定めており、さらに「東京都市

大学学長に関する規程」第 2 条（9-1-14）で学長の職務を「本学の学務を掌り、その所属

職員を統督する。」と規定している。なお、学長は、「学校法人五島育英会寄附行為」の定

めるところにより理事および評議員になる（9-1-9、第 7 条第 1 項第 1 号、第 25 条第 1 項

第 1 号、9-1-11）。  

 

学長は、理事長への具申および理事長の任命を経て「副学長」を置くことができ、学長

の命を受けて校務をつかさどるための権限を委譲できる体制としている。 

副学長については、「東京都市大学副学長に関する規程」（9-1-15）に権限と責任を明文

化している。2015（平成 27）年 7 月現在では 3 名の副学長がその職に就いているが、3 名

の副学長にはそれぞれ「総括担当」「研究担当」「キャンパス連携担当」という、職務と責

任を更に明確にした理事長からの任命がなされており、本学の課題への対応や必要な施策

を副学長の職責のもとで推進しているところである。なお、副学長の補佐として、学長が

副学長の意見を聴いて任命する「副学長補佐」を若干名置くことができ、学長と副学長の

リーダーシップの下で本学における諸課題への速やかな対応や施策の推進を可能にしてい

る。副学長補佐は「東京都市大学副学長補佐に関する規程」（9-1-16）にその役割を明文化

している。 

 

 学部長・研究科長の権限と責任については、以下のようにいずれも当該機関を「統監」
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ないしは「統括」する旨を規定している。 

・ 学部長は、「東京都市大学学部長に関する規程」において、「当該学部の校務を掌り、

所属職員を統督する。」（9-1-17） 

・ 研究科長は、「東京都市大学大学院工学研究科長に関する規程」および「東京都市大学

大学院環境情報学研究科長に関する規程」において、いずれも「校務を掌り、所属職

員を統督する」（9-1-18、9-1-19） 

・ 共通教育部長は、「東京都市大学共通教育部長に関する規程」において、「共通教育部

業務を統括する」（9-1-20） 

 

 また、上述のとおり学長はその職により理事に選任されているが、2015（平成 27）年 4

月からは学長のリーダーシップによって推進される教学的施策を、大学と学校法人が共有、

意思疎通の上で協働し、速やかに推進することを目的として、理事（1 名）が大学協議会

に、「東京都市大学大学協議会規程」による学長指名の構成員として参画している（9-1-7、

第 2 条第 1 項第 7 号）。 

 学長、副学長、学部長・研究科長・共通教育部長、理事等については、それぞれ権限と

責任が関係規程等に適切、かつ明確に謳われており、その職責の下で適切な管理運営が可

能な体制となっている。 

 

・学長選考および学部長・研究科長等の選考方法の適切性 

学長の選任等に関する事項は、「東京都市大学学長に関する規程」（9-1-14）および「東

京都市大学学長選出に関する細則」（9-1-21）に定めている。同規程第 4 条では選出手続に

ついて、「学長は、学長候補者推薦委員会（以下「推薦委員会」と称する）において推薦さ

れた候補者の中から理事会がこれを選定し、理事長がこれを任命する。」と定めている。な

お、推薦委員会は、(1)理事会を代表する者 4 名、(2)本学教授会を代表する者 6 名、(3)

評議員会を代表する者 4 名から構成される。 

学部長の選出は、「東京都市大学学部長に関する規程」に基づき、各学部において「学

部長候補者選出方法に関する細則」を定めている（9-1-17、第 6 条第 2 項）。同細則に定め

ている選出方法は学部により異なる部分がある。 

工学部と知識工学部は、選挙により学部長候補者を選出する（9-1-22、第 2 条）（9-1-23、

第 2 条）。環境学部とメディア情報学部は、選挙を行い、その結果を学長に報告し、学長の

了解を得て学部長候補者を決定する（9-1-24、第 2 条、第 6 条第 6 項）（9-1-25、第 2 条、

第 6 条第 6 項）。都市生活学部および人間科学部は、学長の指名により候補者を選出する

（9-1-26、第 2 条）。また、共通教育部長は、学長の指名により候補者を選出している(9-1-20、

第 3 条）。いずれの学部においても各学部長候補者が決定したときは、学長が理事長に具

申し、理事長が学部長を任命している。 

研究科長の選出は、「東京都市大学大学院工学研究科長候補者選出方法に関する細則」

（9-1-27、第 4 条）および「東京都市大学大学院環境情報学研究科長候補者選出方法に関

する細則」（9-1-28、第 4 条）により、両研究科ともに「研究科委員会において専任教員に

よる無記名投票により研究科長候補者を決定する」と定めている。 

研究科で選出された研究科長候補者は学長に届け出て、学長が理事長に具申し、理事長
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が研究科長を任命している。 

 

（３）大学業務を支援する事務組織が設置され、十分に機能しているか。 

 

・事務組織の構成と人員配置の適切性 

大学の持続的発展を可能とする「アクションプラン 2030」の着実かつ積極的な推進を図

っていくため、スピード感を持って取り組める、効率的かつ実行力のある責任と権限を明

確にした事務組織体制（9-1-29）を確立させ、「事務局事務分掌規程」（9-1-30）に応じて

各部署に必要な人員配置を行っている。特に文部科学省が推進する大学改革に対応した組

織の設置や、本学の状況や大学を取り巻く社会環境の変化に対応して、必要に応じ組織の

変更を可能とするフレキシブルな事務組織への整備を実施してり、大学の専任事務職員と

しては、2015（平成 27）年 5 月 1 日現在で 145 名を配置している。 

なお、2015（平成 27）年 4 月 1 日の事務組織改正では、あらゆる基本情報を収集、一元

化する機能を強化し、事業計画策定・評価、諸活動の改善、内部質保証の推進を目的とし

て企画室に大学評価/IR 担当を設置した。また、企画室にはダイバーシティー担当も設置

し、従来から組織されている男女共同参画室の業務を含めて取り組んでいる。また、研究

推進部を新たに設置し、従来の産学官連携センターに加えて、地域連携センター、外部資

金課を新たに設置した（9-1-30）。 

  

・事務機能の改善・業務内容の多様化への対応策 

事務組織の運営においては、事務局長と部長から構成される事務局運営会議を置き、複

数のキャンパスを統括するとともに、大学の運営施策的事項を中心に審議・検討等を行い、

各部内に周知徹底を図っている。また、係長以上の役職者から構成される事務局会議にお

いては、大学の実務的施策事項を中心に審議・検討等を行い、新規業務の検討や情報の共

有化を進めている。また、「アクションプラン 2030」の達成のため、教職協働の組織とし

て大学戦略室を設置し、大学戦略室と企画室、さらには事務局運営会議、事務局会議が緊

密な連携や情報共有を図ることで、事業計画の具体的な推進組織体制を構築している。 

全学的な行事においては、その時々において事務組織横断型のプロジェクトチームを編

成して計画の検討を行い、行事の円滑な実施・運営体制を整えている。 

また、日常業務と異なる大学全体の運営効率を向上させるために、後述する研修等を通

じて職員の運営マネジメント力向上を図る人材育成とともに、そのような能力を持ち合わ

せた人材登用も行っている。 

 

・職員の採用・昇格等に関する諸規程の整備とその適切な運用 

職員の採用については、「法人本部就業規則」（9-1-31、第 3 条）および「東京都市大学

就業規則」（9-1-32、第 8 条）の定めに基づき行っており、法人本部総務グループ [計画担

当（人事）]が都市大グループ各校の長期計画（人員配置）を総合的に勘案し、採用枠・採

用方針等を策定している。策定した内容については、各関係機関の承認を得た上で理事長

に上申し、決定後に公募活動を行う。公募活動は全国の主要大学に求人票を送付すると共

に、本法人ウェブページに募集要項や本法人が求める人物像を掲載し、求人サイトを利用
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して行う。選考方法は、書類選考、筆記試験・1 次面接（課長職相当面接）を通過した者

が、2 次面接（部長職相当面接）、最終面接（役員面接）を経て、採用が決定する。 

職員の昇任・昇格・人事考課等に関しては、資格制度（9-1-33）に基づき、職員に求め

られる能力や役割、評価基準等を明示することにより、職員の意識改革、質的向上を促し、

職員力の向上に繋げている。 

 

（４）事務職員の意欲・資質の向上を図るための方策を講じているか 

 

・人事考課に基づく適正な業務評価と処遇改善 

2010（平成 22）年度より、資格制度に基づき、業務評価と処遇改善を行っている。「1.

期初における上位職との面談により、目標を設定 2.目標に基づく日々の業務推進 3.期

末における自己評価 4.自己評価に対して、行動評価と目標達成度評価の 2 点から、一次

評価・二次評価の実施」というプロセスで、個々の職員の資質向上、人材育成の強化を図

ると共に、評価結果を給与・賞与に反映させている(9-1-33)。 

  

・スタッフ・ディベロップメント（ＳＤ）の実施状況と有効性 

事務職員の研修については、2009（平成 21）年度より展開している CS 向上推進活動に

おいて、「学生の満足度向上に資する業務改善活動」と「スタッフディベロップメント」を

2 つの柱と位置付け、積極的に取組を推進してきた。「学生の満足度向上に資する業務改善

活動」においては、「部署ごとの窓口対応調査」によって学生対応部署の対応力を向上させ

ると共に、すべての部署において業務改善を進め、職員自らが考える PDCA サイクルを構築

してきた(9-1-34)。 

研修を通じた職員の SD に関しては、「1.資格別研修」「2.目的別研修」「3.職場研修」「4.

自己啓発支援」の 4 つの系統に体系化し、以下の通り実施している。(9-1-35) 

 

「1.資格別研修」 

2012（平成 24）年度より、それまで実施されていた管理職と一般職という 2 つの階層に

分けた体制での研修を見直し、資格ごとに設定されている「求められる能力」や、業務の

中で顕在化してくる課題を分析し、これらに対応する研修として実施している。 

「2.目的別研修」 

全事務職員を対象とした講演会形式での研修を基本として実施し、時流に合わせて習得

すべき知識や技能等について学ぶ研修としている。 

「3.職場研修」 

各職場内で習得すべき知識・技能を学ぶ研修とし、各種の技能研修やセミナーなどへの

参加を含み、部署・部単位で実施している。 

「4.自己啓発支援」 

各個人の継続的努力によって身につけるべき知識・技能の習得を目的として、2014（平

成 26）年度からは、大学が費用の一部または全額を負担する形で、東急グループが実施す

る「自己啓発のための通信教育講座」の利用や、各種資格取得・研修等への参加費用の補

助制度を設けた(9-1-36)。また、2015（平成 27）年度からは、「Global English Training」
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として、大学・法人本部において、職員を対象とした英会話講座を無料で開講した(9-1-37)。

これらの各種研修制度により、自己啓発を支援・奨励している。 

これらの取組と並行して、2014（平成 26）年度より、コーチングの手法に基づく「シス

テミック・コーチング」の取組を課長職・係長職・一般職を対象として開始すると共に、

2015（平成 27）年度からは部長職以上を対象とした「エグゼクティブ・コーチング」の取

組を開始した。当該プログラムは従来型の研修と比較して、8～12 ヶ月程度を取組期間と

するため、スキルの習得や習慣化、意識改革の効果を期待でき、「事務職員の意識改革」と

「事務局の組織力向上」を目指した活動として展開している(9-1-38、9-1-39)。また、2012

（平成 24）年度より「FD・SD ワークショップ｣を合宿形式で毎年度実施し、教職協働の取

組も推進している(9-1-40)。一連の取り組みによって、事務職員の意識において、「資格」

を意識した行動が表れてきたことや、プレゼンテーションスキルをはじめとする各種スキ

ルの向上、全学的な問題意識の共有など、一定の効果が現れている。 

 

２．点検・評価 

 

● 基準９（１）の充足状況  

中長期的な管理運営方針の明確化とその周知、関係法令への対応、要職者の権限と責任、

任免方法、任免はそれぞれ明確な手続きの下で適切に行っている。また、大学業務の管理

運営を行うために適切に事務組織を設置しており、人事考課に基づく適正な業務評価と処

遇改善については、評価制度の導入より 8 年を経過し、全組織的に定着しており、安定的

な運用がなされている。また、SD に関しても体系化した上での実施がなされており、CS

向上委員会での報告・承認というプロセスを経て PDCA サイクルが適切に機能している。 

以上により、本基準を充足しているものと判断する。 

 

① 効果が上がっている事項 

1) 「アクションプラン 2030」に大学運営向上プロジェクトが設置され、管理運営に関す

る方向性が明確になったことによって、本学の理念・目的やビジョンを達成するため

に解消すべき課題や取り組むべき施策が全教職員に広く共有され、その結果、「アクシ

ョンプラン 2030」が着実に実行に移されている（9-1-4）。 

2) SD については、2009（平成 21）年度より CS 人材開発活動を積極的に展開し、活動実

績を挙げている。専務理事を委員長とする「CS 向上委員会」において、年度ごとに当

年度活動の実施報告を行うと共に、次年度計画の承認を得るというプロセスを経て活

動しており、その実績については「CS 向上推進活動報告書」としてとりまとめを行い、

法人本部を含むすべての部署に配布・報告している（9-1-41）。 

3) 「学生の満足度向上に資する業務改善活動」では、2009（平成 21）年度より、毎年学

生による窓口対応調査アンケートを実施してきたが、職員個々の意識改革や部署ごと

の業務改善が功を奏し、2013（平成 25）年度と 2014（平成 26）年度において、当初目

標としていた指標である「レベル 4」を獲得し、一般的な商業施設における同様の調査

においても達成が難しいといわれる基準をクリアすることが出来た(9-1-42)。 

4) 2012（平成 24）年から実施している事務職員の資格別研修においては、毎年アンケー
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ト調査を行い、効果検証を行うと共に、アンケート結果をイントラネット上で全職員

に公開し、積極的な PDCA に努めている。 

 

② 改善すべき事項 

1）  全学的な施策を展開する場合、事案の性質により、学長・副学長・学部長（研究科長）・

学科主任（専攻主任）の組織系統による場合と、学長・副学長・（専門機能別の）委員

会委員長の組織系統による場合の、概ね 2 通りを適切に使い分けているが、学内委員

会が多いことから、社会の急激な変化に対して対応が遅れる場面も生じている。 

2）  事務職員の研修の体系化と各資格に対するきめの細かい研修を展開してきた反面、結

果として研修への参加機会が増加し、負担増が指摘されるようになってきた。 

 

３．将来に向けた発展方策 

 

① 効果が上がっている事項 

1) 「アクションプラン 2030」に示された管理運営方針に基づく施策には中長期に及ぶ取

り組みも含まれており、2016（平成 28）年度以降も大学戦略室による進捗管理および

年度ごとの評価を適切に行う。また、レター、ウェブページによる情報発信、全学 FD・

SD フォーラムでの意見交換を継続実施し、教職員で情報を共有しながら推進していく。 

2) 事務職員に対しては、育成・処遇の各ポリシーを一致させ、戦略的な SD 活動を行うこ

とが必要である。2015（平成 27）年度より SD を管轄する部署が人事課となったことに

より、育成と処遇を一貫させる体制が構築できるようになり、従来以上に総合的な視

点での SD を推進しやすい体制となった。そのため、研修体系の見直しや実施プログラ

ムの精査など、従来以上の精度で行い、効果を高めていく。 

 

② 改善すべき事項 

1）  本学のような私大の置かれている厳しい状況を考えれば、学長のリーダーシップの下

に大学運営や全学的な教学施策を速やかに進めていくことが必須であり、「アクショ

ンプラン 2030」における重点施策として、大学戦略室において作業チームを編成し、

学内に存在する多くの委員会の権限・役割の見直しと委員会削減に着手していく。ま

た、少子化、理科離れ等の混沌とした状況において、第三者の意見を聞くことは重要

であり、経営的、教学的な側面からも学外有識者をはじめ第三者の声を実際の運営に

活かせるようにし、組織強化を図る。  
2）  担当部署である人事課を中心として、引き続き、研修制度全体のあり方・個別の研修

の実施状況や効果を精査し、適切な運用方法を検討していくこととする。 

 

４．根拠資料 

9-1-1 東京都市大学中長期計画（アクションプラン 2030）（既出 1-6） 

http://www.goto-ikuei.ac.jp/tcu_actionplan2030/index.html  

9-1-2 東京都市大学大学戦略室規程 

9-1-3 東京都市大学中長期計画（アクションプラン 2030）＜サマリー版冊子＞ 
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9-1-4 大学戦略室レター（No.1）（既出 1-38） 

9-1-5 事業報告書 2014 

9-1-6 東京都市大学学則（既出 1-3） 

9-1-7 東京都市大学大学協議会規程 

9-1-8 東京都市大学の全学に係わる委員会の設置に関する規程 

9-1-9 学校法人五島育英会寄附行為 

9-1-10 学校法人五島育英会寄附行為施行細則 

9-1-11 学校法人五島育英会役員名簿 

9-1-12 東京都市大学大学院学則（既出 1-4） 

9-1-13 学長裁定（学校教育法の改正に伴う学内諸規程・規則等の取扱いについて） 

9-1-14 東京都市大学学長に関する規程 

9-1-15 東京都市大学副学長に関する規程 

9-1-16 東京都市大学副学長補佐に関する規程 

9-1-17 東京都市大学学部長に関する規程 

9-1-18 東京都市大学大学院工学研究科長に関する規程 

9-1-19 東京都市大学大学院環境情報学研究科長に関する規程 

9-1-20 東京都市大学共通教育部長に関する規程 

9-1-21 東京都市大学学長選出に関する細則 

9-1-22 東京都市大学工学部長候補者選出方法に関する細則 

9-1-23 東京都市大学知識工学部長候補者選出方法に関する細則 

9-1-24 東京都市大学環境学部長候補者選出方法に関する細則 

9-1-25 東京都市大学メディア情報学部長候補者選出方法に関する細則 

9-1-26 東京都市大学都市生活学部長及び人間科学部の学部長候補者選出方法に関する細則（既出 3-34）  

9-1-27 東京都市大学大学院工学研究科長候補者選出方法に関する細則 

9-1-28 東京都市大学大学院環境情報学研究科長候補者選出方法に関する細則 

9-1-29 東京都市大学組織図（既出 2-1） 

9-1-30 東京都市大学事務局事務分掌規程（既出 8-2） 

9-1-31 法人本部就業規則 

9-1-32 東京都市大学就業規則 

9-1-33 職員人事制度 

9-1-34 CS 推進活動（活動テーマと方針） 

9-1-35 職員人材育成プログラム 

9-1-36 自己啓発研修の支援について 

9-1-37 H27 英会話教室「Global English Training」案内 

9-1-38 「システミックコーチング」の導入について 

9-1-39 コーチング新聞 

9-1-40 FD・SD ワークショップ実施内容（既出 4-3-24） 

9-1-41 CS 向上委員会活動報告書 

9-1-42 学生の満足度向上に資する業務改善活動 
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１．現状の説明 

 

（１）教育研究を安定して遂行するために必要かつ十分な財政的基盤を確立しているか。 

 

大学は、教育と研究によって社会に貢献することを目的する。各大学は、それぞれが持

つビジョンとミッションに基づき、技術や知識、行動力や創造力を身につけるためのプロ

グラムを展開するが、そのプログラムには、授業はもちろんのこと正課外活動等も含む。

大学は、学生に“学生生活”という 4 年間の時間と、活動する空間を総合的に整備しなけ

ればならない。それらの環境を整備して提供するためには、収入の安定と施設設備の継続

的な充実が要諦となる。本学では毎年度、中長期計画を整備し、常に見直しを行いながら

財政計画を組み立てている（9-2-1）。 

 

・中長期的な財政計画立案（これまでの状況） 

本学の設立は、1929（昭和 4）年の武蔵高等工科学校の創設にさかのぼり、学制改革後

の 1949（昭和 24）年に武蔵工業大学（入学定員 120 名）として出発した後、徐々に学科規

模を拡大しながら、昭和 50 年代には約 700 名の入学定員規模を持つ大学となる。当時の本

学のミッションは、「工学部」のみの工科系単科大学として「工学技術」や「科学技術」が

支柱となっており、財政計画においては、演習設備や機械工作機器など理工系ならではの

インフラ整備も重要な課題となっていた。 

本学が工科系単科大学から総合大学へ転身していく転換点となるのは 1997（平成 9）年

で、横浜の港北ニュータウンに 60,000 ㎡以上の新校地を取得し、最先端の情報インフラと

環境配慮型の施設設備を備えた横浜キャンパス「環境情報学部」を開設する。本学のミッ

ションは「環境社会対応」や「情報社会対応」といった社会科学系にも広がっていくこと

になった。横浜キャンパスは、その 4 年後には大学院を開設、5 年後には新学科を開設す

る。また、工学部を擁する世田谷キャンパスにおいても、2004（平成 16）年には臨時定員

増の一部（65 名）を恒常定員化することにより、本学は入学定員 1,200 名を超える規模と

なった。 

大学の規模拡大は収入増につながり、施設設備の充実のための基盤となる。適正な学生

数の確保という新たな課題も発生するが、大学経営という面においては、収入の安定と施

設設備の継続的な充実をスパイラルさせていく上での起点となる。2006（平成 18）年度前

後の本学は、資金収支計算で学生生徒納付金収入が約 8,600,000 千円で、収入の部合計が

約 12,000,000 千円。支出の部では、人件費が約 5,500,000 千円、教育研究経費支出が約

3,500,000 千円で、施設設備に 1,000,000～1,500,000 千円をかける財政規模になった。 

その後、本学の入学定員は、2009（平成 21）年度に都市生活学部と人間科学部を開設す

ることにより、現在の約 1,500 名規模に達する。同一学校法人内の女子短期大学を統合す

るかたちでリニューアルした第 3 のキャンパスは、11,000 ㎡の文系キャンパスとなり、本
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学の女子学生数の増大にも結びついている。その前後には工学部でも学部学科の再編に取

り組み、大学名称も変更して「東京都市大学」とした。 

校名変更が世間に定着し、数々の新学部・学科も完成年度を越えた今般、2014（平成 26）

年度における本学は、資金収支計算で学生生徒等納付金収入が 10,355,895 千円で、収入の

部合計が 12,822,423 千円。支出の部合計は 12,170,231 千円で、うち人件費が 5,815,219

千円、教育研究経費支出が 2,775,219 千円、施設および設備関係支出が 811,428 千円とい

う財政規模になっている。 

このように、これまでの本学の財政計画は、工科系単科大学から総合大学への転換と、

同一法人内の学校再編が最大の要諦になっていたと言える。それらにともなう入学定員規

模の拡大は収入増に結び付き、新キャンパスの開設という大きなトピックスを重ねながら、

教学環境の充実をはかってきた（9-2-2）。 

 

・中長期的な財政計画（現在およびこれからの状況） 

定員規模の大きな大学は、入試情報・学生の活躍情報・卒業生の進路情報などのあらゆ

る面で量的露出が大きくなり、知名度やランキングをあげて、経営面でもプラスのスパイ

ラルに乗りやすくなる。 

2015（平成 27）年度時点の本学は、大学が 6 学部 18 学科で入学定員 1,475 名、大学院

が 2 研究科 12 専攻で入学定員 325 名という規模である。全国約 800 大学の中での規模順位

は約 100 番目にあたるが、位置づけとしては中規模大学にあたる。都市圏の大規模大学の

趨勢をみると、本学もさらなる規模拡大を検討すべきかも知れないが、現時点においては

入学定員に関する議論ははじまったばかりである。従来の本学のように、学部新設などに

よって一気に規模を拡大しながら収入増と施設設備の充実をはかってきた動きとは別の観

点が求められている。 

現時点における本学の財政的なキーワードは、入学定員増という要素を抱えない上での

収入の安定と、適正な予算執行にあると言える。入学定員については、行政においても抑

制施策がトレンドであり、入学定員充足率を抑えるという課題も並行して対応しなければ

ならないため、学費の改定なども含めた計画が必要であり、検討を進めている。 

また、収入の安定のためには、次項に記した、科学研究費補助金・受託研究費等の外部

資金の受け入れも重要であり、事務局内に専門部署を設置するなどして、さらなる充実を

はかっているところである。 

適正な予算執行としては、経常的な費用を常に見直していくことはもちろん、2014（平

成 26）年に策定した「アクションプラン 2030」を基盤として、重点施策に集中投資する動

きを整えている。「アクションプラン 2030」については中長期計画が明確に示され、学内

に共有されたものになっている。したがって、これからの中長期的な財政計画は、これを

基盤としながら策定していくことになる。実施元年となった 2014（平成 26）年度は約 5

億円の関係支出があったが、この金額は支出を純増させた訳ではなく、全体の中でバラン

スをはかり、消費収支差額では支出超過に至ることはなかった。今後もこのように、新規

施策と恒常的施策とを一体化し、それぞれに妥当性を検証しながら公正かつ効率よく運営

していくことになる。 

なお、「アクションプラン 2030」は、本学の重点施策推進の上で今後とも重要な位置づ
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けにあるが、今後の動きの中にあっては、重点施策を列記した中からさらに重点項目を選

択するなどの検証も必要になる。 

 

・科学研究費補助金、受託研究費等の外部資金の受け入れ状況 

本学事務局は、外部資金の取扱いや執行をサポートする部署として、産学官連携センタ

ーを設置している。また、2015（平成 27）年 4 月には外部資金課というさらに戦略的獲得

を目指す部署を新設した。こうした部署は、外部資金獲得のための情報や方法を累積し、

学内に還元することも行っており、今後益々の外部資金獲得の拡大が期待される。 

また、こうした学内組織体制に加え、学長施策として「科研費獲得推進」のための予算

がある。これは、科学研究費助成事業に採択されなかったが、その評価がＡであったもの

について、次年度の採択に向けた研究支援として配分するものである。当該申請（研究評

価調書）の 10％に当たる金額としている（9-2-3）。 

 

①科学研究費補助金 

文部科学省・日本学術振興会による科学研究費補助金については、2012（平成 24）年度

から 3 ヵ年の採択額は、147,810 千円、173,290 千円、152,100 千円で、採択率をみると、

36％、40％、42％と推移している。全国私立大学の中で 2014（平成 26）年度科学研究費補

助金は 57 位に位置しており、理工系を主軸とした学部構成の強みを有していると言える。 

②受託研究等 

理工系学部を中心に、受託研究および特定寄付についても好調な実績を維持している。

これらについて、現在までの 3 ヵ年の実績は以下の通りである。 

 

受託研究                              単位：千円 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

工学部 118 件 258,459 120 件 285,259 122 件 463,613 

知識工学部 2 件 7,070 4 件 7,423 7 件 20,791 

原子力研究所 2 件 12,534 10 件 6,342 5 件 3,310 

環境情報学部 13 件 31,131 0 件 0 0 件 0 

環境学部 0 件 0 4 件 19,020 16 件 32,548 

メディア情報学部 0 件 0 7 件 2,000 0 件 0 

都市生活学部 1 件 876 4 件 2,919 4 件 9,117 

人間科学部 0 件 0 0 件 0 0 件 0 

計 136 件 310,070 149 件 322,963 154 件 529,379 

 

特定寄付                              単位：千円 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

工学部 34 件 30,829 36 件 35,886 34 件 47,569 

知識工学部 3 件 4,454 1 件 3,092 1 件 5,770 

原子力研究所 0 件 0 0 件 0 0 件 0 
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環境情報学部 4 件 6,504 1 件 100 0 件 0 

環境学部 0 件 0 3 件 4,238 3 件 2,956 

メディア情報学部 0 件 0 0 件 2,000 1 件 1,806 

都市生活学部 0 件 1,344 1 件 2,491 0 件 1,344 

人間科学部 1 件 1,404 0 件 888 0 件 941 

計 136 件 44,535 149 件 48,695 154 件 60,386 

 

・消費収支計算書関係比率および貸借対照表関係比率の適切性 

前述のように、本学は徐々に規模を拡大してきた歴史があり、こうした動きに比例して

財政規模も拡大してきた。近年では 2009（平成 21）年度に新設学部を開設しているが、当

然のことながら、完成年度の 2012（平成 24）年度までは段階的に授業料収入が増え、以降

は一定化した状況となっている。 

一方、支出については、入学定員規模の拡大に比例した段階的な支出増加とはなってい

ない。まず、人件費については、新学部開設初年度から専任教員をほぼ全員採用していた

ことにより、新学部開設初年度からほぼ一定の支出を維持している。したがって、人件費

依存率は、2009（平成 21）年度は高く、次第に安定していく状況になっている。教育研究

経費や管理経費についても、学生数が影響する費用はそう多い訳ではなく、新学部開設初

年度から一定の経費を保持している。したがって、帰属収入や学生生徒納付金との比率で

みると、新学部完成年度の 2012（平成 24）年度に向けて少しずつ低下する状況があった

（9-2-4、9-2-5） 

 

①消費収支計算書関係比率 

「今日の私学財政（平成 26 年度版）」（日本私立学校振興・共済事業団）による全国平均

と本学における各関係比率（大学基礎データ、表 6・表 7）を比較すると、人件費比率・人

件費依存率については、法人全体および大学で概ね 45％前後であり、全国平均の「法人全

体 55.0％」「大学 55.6％」を下回っている。教育研究経費や管理経費の比率は、それぞれ

全国平均に近似しており、こうした主要比率が安定していることは、健全な財政状況が保

持されていることを示していると言える。 

また、大学財政は、授業料収入への過度の依存を避け、授業料以外の財源の確保を図る

ことも重要であるが、本学の学生生徒等納付金比率は概ね 80％で推移しており、こうした

面でもバランスがとれていると言える。 

さらに、帰属収支差額比率では、全国平均の「法人全体 2.6％」「大学 0.6％」を大きく

上回り、法人全体および大学でそれぞれ 10％を超える比率で推移している。これは自己資

金の充実を示す値と言えるが、基本金組入額についても概ねこの範囲内に収まっており、

本学の経営についての安定性を確認することができる。 

②貸借対照表関係比率 

本法人は、大学の他に高等学校・中学校・小学校・幼稚園まで有している。大学の名称

を「東京都市大学」に変更した 2009（平成 21）年度以前は、武蔵工業大学系統と東横学園

女子短期大学系統のそれぞれの学校群で構成されていたが、当時は学生生徒募集に苦慮す
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る学校もあった。「東京都市大学」という名称への変更は、本法人傘下のすべての学校に適

用し、法人内の全学校の一体化をはかることにもなったが、各校舎の整備なども並行して

行った結果、現在はすべての学校が好調な学生生徒募集実績をあげている。 

こうした展開に伴い、法人全体の資産の部合計は、東京都市大学グループの誕生後、増

加の一途を歩んでいる。2008（平成 20）年度末には 880 億円だったが、2014（平成 26）年

度末には 1,060 億円まで拡大し、特に固定資産の充実が図られている。 

総資産における固定資産比率と流動資産比率は、全国平均が約 85:15 であるのに対し、

本法人は約 90:10 の割合であり、やや固定資産比率が高い。これは各種の引当特定資産を

整備していることも影響している。総資産から「その他の固定資産比率」を導き出すと、

全国平均で 20.0％のところ、本学は 31.2％を占めている状況である。 

負債・基本金および消費収支差額の部における各種関係比率においては、例えば「総負

債比率」「基本金比率」「減価償却比率」など、ほぼ全国平均に近似している。本法人の財

政基盤はバランスよく安定していると言えるだろう（9-2-6、9-2-7、9-2-8）。 

 

（２）予算編成および予算執行を適切に行っているか。 

 

・予算編成の適切性と執行ルールの明確性、決算の内部監査 

本学の予算編成は、前年度推定決算の確認とともに、理事会が定める当該年度の予算編

成基本方針をもとに策定していく。 

予算編成基本方針は、各学校の収支の見込みや中長期的な教育計画などを総合的に検証

しながらつくられるもので、学校法人全体のバランスを勘案した上で、大学としての収入

支出の予算枠が示されるものである。大学内の財務担当は、事務局の各部署等と協議して、

予算編成基本方針に基づいた計画を立案するが、その後調整をはかりながら、最終的に法

人本部の予算会議・評議員会・理事会にて当該年度の予算編成が承認されることになる。 

 

①予算編成の適切性 

大学の予算編成は、学内の各部署単位で詳細に作成し、それをとりまとめて調整する流

れになっている。 

したがって、予算執行内容の細部まで確認した上での予算編成となるが、学生数の確定

に連動するような流動的な場合も予測として見込みながら策定することになる。なお、教

員関係予算として、各研究室配分予算などの教員関係予算については、「第 7 章 教育研究

等環境」の「教員の研究費の確保」を参照されたい。 

それぞれの各部署等で作成した予算案については、大学財務担当を中心に内容妥当性な

どを検証し、最終的に予算編成基本方針と予算枠におさまった計画に調整する。 

②執行ルールの明確性 

本学の経理ルールは、「学校法人会計基準」に基づいて本法人内に規程として定めている

「経理規程」「経理事務実施要領」が基盤となる。各業務の執行については、「旅費規程」

「海外出張取扱要領」「海外出張旅費等の支給基準」「海外出張長期滞在の支給基準」「物件

の調達管理取扱要領」などが規定されており、こうした明確なルールによって、事務局の

チェックを伴いながら明確で適正な予算執行がなされている（9-2-9、9-2-10、9-2-11、
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9-2-12）。 

③決算の内部監査 

本学の財務監査については、「経理規程」の第 49 条および第 50 条に規定されている。ま

た、監事の職務は「寄付行為」に規定され、私立学校法第 37 条第 3 項に基づき、学校法人

の業務および財産の状況を適切に監査している。なお、毎年、半期の期中監査を 11 月の時

期に、年度末の決算監査を 5 月に会計監査および事業監査を行っており、例年 5 月の理事

会および評議員会では毎会計年度ごとの監査報告書を報告している（9-2-13）。 

また、法人本部に内部監査室を設置し、業務の適正化と効率化を図りつつ、業務の遂行

を公正かつ客観的な立場で評価している。 

 

・予算執行に伴う効果を分析・検証する仕組みの確立 

予算執行についての各種分析は、財務業務を担当する大学事務局の財務課と、法人本部

の財務課が主体となり、報告をまとめている。報告の共有の場は、例年、夏期と秋期に開

催する「学校連絡協議会」になる。夏期には決算と予算の差異をまとめた報告を、秋期に

は財政の将来計画をまとめた報告を行っている。この協議会は、法人本部からは理事長を

はじめ専務理事・常務理事・財務部長などが、大学からは学長をはじめ副学長・各学部長・

事務局長などが出席する会議で、大学の運営戦略を検討する場でもある。予算の執行に伴

う効果の分析という意味では、鳥瞰的検証になっている。 

 

２．点検・評価 

 

● 基準９（２）の充足状況    

2009（平成 21）年度に「東京都市大学」に名称変更して以降、財政的な基盤が安定的に

確立し、中長期計画の策定と関連性については、「アクションプラン 2030」による新規施

策と、恒常的施策を一体化して、それぞれに妥当性を検証しながら公正かつ効率よく運営

している。また、教育研究の遂行と財政確保の両立を図るための仕組みにおいては、各研

究室配分予算などの教員関係予算については、安定的に保持されている面があり、さらに

科学研究費補助金や受託研究費等の獲得をバックアップする体制を整えていることで、教

育研究の遂行と財政確保の両立が図られている。外部資金については、工学系の特性を活

かした好調な実績を積み重ねており、事務局に専門部署を設置するなどしていることから、

今後さらなる拡大を目指している。 

以上のことから、本基準を充足していると判断できる。 

 

① 効果が上がっている事項 

1）  財政基盤の安定化 

2009（平成 21）年度に「東京都市大学」として新たなスタートをして以降、完成年度を

越えた本学は、入学定員約 1,500 人規模の大学として財政規模が定着した。学生募集等も

堅調で財政基盤は安定している。また、本法人の傘下学校の中で学生生徒募集に苦慮して

いた学校もその経営不振から脱却し、法人全体の財政についても安定している（9-2-14）。 

2）  「アクションプラン 2030」による本学の重点施策推進化 
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財政基盤が安定している中で、近年は支出経費の内容や金額が経常化してきた面があっ

た。これは大学教育運営のルーティン化につながるものであったが、「アクションプラン

2030」は、既存の部署組織では発想し得ないアイデアを顕在化させたものでもある。本学

における重点施策を整理して集中投資するという、戦略的な財務計画の基盤となっている。

なお、事務局内に企画室という部署を新設し、従来の事務局部署によるルーティン化を脱

却した部署として戦略的な計画と実行を行っている。 

 

② 改善すべき事項 

1）  3 キャンパスの予算執行手続きの違い 

本学は 6 学部 18 学科で構成されているが、キャンパスとしては 3 つに分割される。これ

らのキャンパスは、学年別ではなく、学部ごとに構成されているため、全学生に渡っての

日常的な流動は多くはない。キャンパス面積や施設設備にも違いがあり、授業料金額も学

生数も異なり、文系・理系という雰囲気の違いもあって、各キャンパスにはそれぞれのカ

ルチャーが醸成されている。予算執行の内容も当然のことながら特徴があり、研究費の金

額の設定や予算執行の手順にもキャンパスごとに微妙な違いがある。このようになったの

は、横浜キャンパスについては、1997（平成 9）年に新キャンパスとして開設した当初、

工学部キャンパスから独立した事務室体制で予算作成と執行を行ってきたのが理由のひと

つである。等々力キャンパスについては、前身の東横学園女子短期大学時代の予算取り扱

いを一部継承していることにも起因する。それぞれキャンパスごとに工夫して改善してき

た流れの上での違いでもあるが、同一大学としてできるだけ統一していくのが望ましいと

考えられる。 

2）  大学規模に対する学部数の適正検証 

本学の 6 学部 18 学科の構成の内訳は、工学部 8 学科、知識工学部 4 学科、環境学部 2

学科、メディア情報学部 2 学科、都市生活学部 1 学科、人間科学部 1 学科である。1 学部 1

学科の構成が 2 つあり、1 学部 2 学科の構成も 2 つある。 

大学の財政運営は「学科」を基礎としながら「学部」を単位として行っていくが、入学

定員 1,475 名の規模でこの学部学科構成という状況は、大学運営の効率化の面では課題に

なると考えられる。特に 1 学部 1 学科の体制については、財務的な相乗効果が期待される

「複数学科体制」への再構築を検討したいところである（9-2-15）。 

3）  補助金の戦略的獲得 

国庫（文部科学省・日本私立学校振興・共済事業団）補助金について、本学では 2013（平

成 25）年度に入学定員超過条件に抵触し、申請を辞退した。同年にスタートした「大学改

革総合支援事業」には当然のことながら応募できない状況になったが、ここでの応募未経

験は、当該事業がポイント化する教学施策への未対応にも結び付いた。すなわち、翌 2014

（平成 26）年度においてはじめて応募することになったが、戦略的対応の遅れにより、4

タイプともに不採択となり、補助金の獲得額は満足できる状況にならなかった。 

また、数年来、施設設備系の補助金へのアプローチが行われていない状況もある。この

ように、本学では補助金を戦略的に獲得していくための体制が弱い面があると考えられる 

（9-2-16）。 
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３．将来に向けた発展方策 

 

① 効果が上がっている事項 

1）  財政の長期的安定 

大学にとって、収入のほとんどを占める「学生生徒等納付金」収入は、在籍する学生数

に比例する。本学の現在の入学定員は、1,475 名であるが、実際には 1.20 倍前後の入学者

があり、本来の見込みを超えた収入を確保してきた。しかしながら、文部科学省では、大

都市圏への学生集中を抑制するための施策として「私立大学等経常費補助金の交付」や「大

学等設置認可の申請」における条件に、「入学定員充足率」に関する基準を導入することを

表明している。今後の学生数の減少は、収入の減少に連動することが自明であるが、学内

にある「大学戦略室」では、本学にとって適切な入学定員の規模について議論していると

ころである。 

2）  「アクションプラン 2030」による重点施策推進の強化 

アクションプランの実行においては、その予算単位を事業計画ごとにユニット化してい

る（9-2-17）。そのため、財務の観点からは各プログラムの予算計画や執行状況の確認がで

きるため、今後、重点施策を抽出して強化していく場面において効果測定の材料として有

効である。今後もプログラム単位での予算・執行管理を整備していく予定である。 

  

② 改善すべき事項 

1）  財務情報の学内共有 

近年の大学職員の業務は高度化・複雑化している。各専門分野に特化して業務を遂行し

ていくのが効率的である反面、教学面や経営面での基礎知識を幅広く有し、総合的で鳥瞰

的な視野で大学運営を考えていく必要がある。財務三表など財務情報は難解であると言わ

れるが、すべての大学職員が理解を深めて、予算手続きの統一化も含めて、同じ価値観で

大学運営を進めていくことは重要になる。本学では事務局役職者の定例会議で、学内のあ

らゆる情報を広く共有する場がある。また、学内の研修活動も充実している。こうした機

会を利用して、財務情報を学内で共有していくことを推進していくこととする。 

2）  入学定員規模の検証 

現在の文教行政の動向は、首都圏の大学の入学定員の抑制施策を強化しているところで

ある。財務計画において、その基礎における重要な要素には「学生数」があり、所属する

「学部・学科」がある。本学の適正規模の検証は、喫緊の課題として取り組むところであ

る。また、小規模学部は大学運営上、非効率であるのは自明で、大学規模の検証には、学

部学科の再編までを視野に置きながら取り組む課題となる。 

3）  補助金の戦略的獲得 

 補助金は、財務基盤の安定化のための重要な収入として、2015（平成 27）年度に設置し

た外部資金課による公募情報の発信等を通じて、組織的に獲得対策に取り組んでいく。 

 

４．根拠資料 

 

9-2-1 長期財政計画書 
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9-2-2 入学定員規模の変遷 

9-2-3 戦略的施策費の配分状況（平成 27 年度） 

9-2-4 5 ヵ年連続資金収支計算書（大学部門/学校法人）[資料 9/10] 

9-2-5 5 ヵ年連続消費収支計算書（大学部門/学校法人）[資料 11/12] 

9-2-6 5 ヵ年連続貸借対照表[資料 13] 

9-2-7 事業報告書 2014（既出 9-1-5） 

9-2-8 財産目録 

9-2-9 経理規程 

9-2-10 経理事務実施要項 

9-2-11 旅費規程 

9-2-12 海外出張取扱要項 

9-2-13 監査報告書（平成 22 年度～平成 27 年度） 

9-2-14 日本私立学校振興・共済事業団（私学経営情報センター）経営指標資料 

9-2-15 大学概要（2016 年度） 

9-2-16 経常費補助金の推移 

9-2-17 「アクションプラン 2030」事業計画の財務上の予算管理単位 

9-2-18 計算書(平成 22 年度～平成 27 年度） 
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第１０章．内部質保証 

 

１．現状の説明 

 

（１）大学の諸活動について点検・評価を行い、その結果を公表することで社会に対する

説明責任を果たしているか。 

 

・自己点検・評価の実施と結果の公表 

 本学では、「東京都市大学学則」第 1 条の 2「本大学は、教育研究水準の向上を図り、前

条の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評

価を行い、その結果を公表するものとする。」（10-1）の定めに基づき、自己点検・評価活

動を展開している。本学における自己点検・評価は、「大学における種々のシステムの点検・

評価」と「教員個々の活動の自己点検・評価」のマクロな観点とミクロな観点の両方から

行われ、主たる点検・評価項目は次の 3 つである。 

 

1） 大学全体の目標が実現できるような教育・研究システムが構築されているか。 

2） 外部評価指標を充足しているか。 

3） 個々の教員が「教育」、「研究」、「学内運営」、「社会貢献」の 4 分野の活動に対して

自己点検を行いながら、本学および自身の改善のために尽くしているか。 

 

これらの点検・評価を正当に行い、かつ、その点検・評価結果を関係者、関係機関また

は自らにフィードバックして本学および構成員の恒常的な発展を成し遂げることを目標と

している。 

上記 1）、2）に関しては、これまで現在の自己評価・教員業績評価委員会が中心になっ

て全学的な自己点検・評価を 3 年に 1 度の周期で、公益財団法人大学基準協会が定める大

学基準およびその点検・評価項目に準拠して実施し、1993（平成 5）年度、1996（平成 8）

年度、1999（平成 11）年度、2002（平成 14）年度には「武蔵工業大学白書」を、2005（平

成 17）年度、2008（平成 20）年度、2011（平成 23）年度には「自己点検・評価報告書」

を発行してきた。また、教員個々の教育研究業績については、「教育研究活動総覧」を 1999

（平成 11）年度、2002（平成 14）年度、2005（平成 17）年度に発行してきたが、現在は

「研究者情報データベース」による定常的な公開に移行している（10-2）。自己点検・評価

の結果は「自己点検・評価報告書」としてとりまとめ、顕在化した課題等を学内で共有し、

教育研究活動に反映させるとともに、「自己点検・評価報告書」をウェブページで公開する

ことにより、その結果を社会に公表している（10-3）。 

 

なお、本学では 2014（平成 26）年度に全学的な自己点検・評価を実施する予定であっ

たが、同年 3 月に「アクションプラン 2030」を策定したことに伴い、「アクションプラン

2030」におけるマネジメントシステムを軸とした本学の改革・改善を全学的に推し進めて

いくこととした（10-4）。 
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一方、それまでの自己点検・評価活動と「アクションプラン 2030」を有機的に連動させ

ることも必要になり、自己評価・教員業績評価委員会において、大学戦略室と協働してそ

れを可能にする内部質保証システムの見直しを行うこと、そして 2015（平成 27）年度にそ

れを踏まえた全学的な自己点検・評価を実施することを決定した。しかしながら、昨今の

高等教育の動向を鑑みた場合、質保証のための実質的な取り組みの必要性は論を待たない。

さらに、2014（平成 26）年度は「アクションプラン 2030」の実行初年度であり、本学の質

保証への不断の取り組みにとって重要な時期であるとの共通の認識を持つに至った。 

そこで、「アクションプラン 2030」を推進する一方、自己点検・評価の重要性や内部質

保証に対する理解、現状把握、課題抽出とその対応などを目的として、自己評価・教員業

績評価委員会と大学戦略室の協働により、特に教育に関する事項について、公益財団法人

大学基準協会が定める大学基準および日本技術者教育認定機構(JABEE)が定める認定基準

に基づく調査（セルフチェック）を全学科・専攻で実施し、結果の提出を求めた（10-5）。 

その結果については、自己評価・教員業績評価委員会および大学戦略室が取りまとめ、

学内調査の位置付けで実施したために社会への公表は控えたが、学長、副学長、各学部長・

研究科長、事務局長等に報告の上、全学科・専攻の主任教授にフィードバックを行い、不

十分な取り組みに関しては改善を促した。さらには、後述する「東京都市大学内部質保証

方針」の策定、内部質保証システムの見直し、学習成果の把握・評価のための卒業研究ル

ーブリック開発等の教務施策への展開や、今後の自己点検・評価活動のあり方の検討に繋

げている。なお、上記 3）に関しては、本章の点検・評価項目(3)において述べる。 

 

・情報公開の内容・方法の適切性、情報公開請求への対応 

 学校教育法の定めによる教育研究上の公開情報（教育研究の目的、基本組織、教員情報、

入学者、在学者に関する基本情報、授業科目・内容、徴収費用等）は、全学的な方針に従

って、社会一般に対する見易さを配慮の上、ウェブページで適切に公開している（10-6）。 

各教員の教育研究業績については、「教員業績登録システム」に蓄積されるデータを活

用して、上述したとおり「研究者情報データベース」としてウェブページで公開している。 

 公開請求の対応については、本法人の財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書

および監査報告書の閲覧に関して「学校法人五島育英会書類閲覧規則」（10-7）に基づく対

応となる。それ以外の公開請求に対しては、ウェブページ上に問い合わせ内容に応じた担

当部署を明確に掲載しており、法令、社会通念、機密事項、個人情報等に抵触しない場合

においては、基本的姿勢として開示することになる。 

 

（２）内部質保証に関するシステムを整備しているか。 

 

・内部質保証の方針と手続きの明確化 

 本学では、内部質保証の更なる推進を図ることを目的として、自己評価・教員業績評価

委員会による検討および大学協議会の審議・承認を経て、2015（平成 27）年 5 月に以下の

「東京都市大学内部質保証方針」を制定している（10-8）。 
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 東京都市大学（以下「本学」という。）は、本学の理念・目的に基づき、教育・研究

目標及び各種方針を実現するため、以下の方針を定め、内部質保証を推進する。 

 

1. 本学は、学則第 1 条の 2（本大学は、教育研究水準の向上を図り、前条の目的及び

社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行

い，その結果を公表するものとする。）の定めに基づき、全学的な取り組みとして、

主体的に自己点検・評価を行うものとする。 

2. 自己点検・評価は、公益財団法人大学基準協会が定める大学基準及び点検・評価項

目に準拠して定期的に実施し、現状を把握し、検証及び分析することによって、本

学の特性、長所、課題及び問題点等を明らかにする。 

3. 自己点検・評価の結果、教育・研究を中心とした諸活動について改善が必要と認め

られた場合は、真摯な姿勢で自律的に改善に取り組まなければならない。また、全

学的な課題等が明らかになった場合は、東京都市大学中長期計画（アクションプラ

ン 2030）や各種の取り組みに適切に反映させることによって本学の改善・改革を着

実に推進するものとする。 

4. 自己評価・教員業績評価委員会は、本学における自己点検・評価のあり方に関する

検討を行うとともに、この方針の達成状況について定期的に検証を行うことにより、

内部質保証システムの維持・向上を図るものとする。また、自己点検・評価活動に

ついて、全ての教職員が理解・共有するための浸透を図る。 

 

 この方針は、策定後に速やかに本学教職員に公示・周知されたほか、規程集を通じて学

内構成員による閲覧が常に可能である。これにより、自己点検・評価活動の明確化が図ら

れ、第 3 項では自己点検・評価の結果により顕在化した課題等について、「アクションプラ

ン 2030」の施策・事業等に適切に反映させる姿勢を明らかにし、更なる内部質保証のため

の取り組みを加速させることを明確に定めた。なお、第 3 項を具現化するための体制、手

法および手続き等については、大学戦略室において検討を進めているところである。 

 

・内部質保証を掌る組織の整備 

 本学では、「東京都市大学の全学に係わる委員会の設置に関する規程」（10-9）に基づき、

自己評価・教員業績評価委員会を設置しており、委員長は学長が任命する。その業務は「東

京都市大学自己評価・教員業績評価委員会規程」第 4 条において、(1)各学部の教員業績評

価実施状況とその利用実態の把握と調整、(2)大学の自己点検・評価のあり方に関する事項

の検討、(3)第三者評価機関への点検・評価報告書の作成、と定めている（10-10）。 

業務の(1)が教員業績評価に係わる事項であり、学部の特性(世田谷キャンパス：工学

部・知識工学部、横浜キャンパス：環境学部・メディア情報学部、等々力キャンパス：都

市生活学部・人間生活学部)を尊重するため、教員業績評価はキャンパスごとに設置された

教員業績評価委員会が行うこととしている（10-11、10-12、10-13）。自己評価・教員業績

評価委員会では、2009（平成 21）年度に教員業績評価を行うことを決定し、その実施に対

しては各キャンパスの教員業績評価委員会に責任を持たせ、各キャンパス単位で質向上を

目的とした教員業績評価を行なっている。 
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 また、大学事務局においては、法人全体で設置している CS 向上推進委員会で策定した

年間活動方針の下、大学事務局人事課を所管部署として、事務局にキャンパス毎の CS 推進

チームを設け、学生の意見を定期的に聴取するほか、各部署における業務改善シートを活

用した PDCA サイクルによる事務局業務の改善を図る活動を展開している（10-14）。 

 さらに、2015（平成 27）年 4 月 1 日付の事務組織一部改正に伴い、内部質保証の取り組

みを所管する事務組織として、事務局企画室に［大学評価/IR 担当］を設置した。企画室

は大学戦略室の幹事部署であるが、この組織改正により、企画室は自己評価・教員業績評

価委員会業務をも担当することになり、「アクションプラン 2030」の推進と自己評価・教

員業績評価委員会による自己点検・評価活動との連携・調整が可能な体制となっている

（10-15）。 

 

・自己点検・評価を改革・改善に繋げるシステムの確立 

 全学的に実施した自己点検・評価を改革・改善に繋げるシステムに関しては、自己点検・

評価報告書をウェブページで学内外に公表することに加えて、学長、学部長・研究科長、

学科主任教授、関係委員会委員長、事務管理職等に配付し、それぞれの組織における自律

的な改善を求めてきた。 

また、各キャンパス教員業績評価委員会の責任の下で実施される教員業績評価について

は、実施結果を学部長、主任教授等に報告し、キャンパス内での改善取り組みに活用する

ことに加え、自己評価・教員業績評価委員長へ報告することによって、効果が上がってい

る事項やグッドプラクティスを全キャンパスで共有しながら、次年度の取り組みに繋げて

いる（10-16）。 

なお、現在の自己評価・教員業績評価委員会の業務は、各学部の教員業績評価実施状況

とその利用実態の把握と調整等に留まるため、本学における自己点検・評価活動自体の評

価機関の明確化等が不可欠であり、既に検討を開始している（10-16）。 

また、自己評価・教員業績評価委員会では、2015（平成 27）年度から「自己点検・評価

レター」を発行し、学内における内部質保証に対する理解浸透を図っている（10-17）。 

 

・構成員のコンプライアンス（法令・モラルの遵守）意識の徹底 

構成員のコンプライアンス意識の徹底については、2015（平成 27）年 3 月に「東京都市

大学行動規範」（10-18）を制定している。さらにその内容は都市大広報において構成員へ

の周知が図られ、規程集による常時閲覧が可能な状態にある。研究倫理については、第 7

章 教育研究環境等の点検・評価項目（5）に述べたとおり、関連規程を整備している。個

人情報の取り扱いでは「個人情報保護方針」（10-19）「個人情報の保護に関する規程」（10-20）、

ハラスメントの防止では「東京都市大学ハラスメントの防止等に関する規程」（10-21）、情

報管理では「情報管理基本規程」（10-22）「東京都市大学の情報システムに関する情報セキ

ュリティポリシー基本方針」（10-23）により、方針や規則に基づく体制を敷き、コンプラ

イアンスの遵守に務めている。 

その他、事務局各部署では、事務業務分掌規程に基づく責任の下で、行政や各種団体が

開催する法令改正等の説明会やセミナーに参加し、内容に応じて関連委員会、大学協議会、

各教授会、事務局での周知・情報共有を図り、早期、且つ周到な法令対応に努めている。 
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なお、法令等に違反する行為又はそのおそれがある行為が現に生じ、又はまさに生じよ

うとしている場合において、早期発見およびその是正を図るために必要な体制として「公

益通報等に関する規程」（10-24）に基づく体制を整備し、公益通報等の連絡先は、本法人

ウェブページで公開している（10-25）。 

 

（３）内部質保証システムを適切に機能させているか。 

 

・組織レベル・個人レベルでの自己点検・評価活動の充実 

 本学における組織レベルの自己点検・評価活動は、主に 3 つに分類できる。 

 

1） 学則に基づき、自己評価・教員業績評価委員会を中心になって大学基準に準拠し

て各学部・研究科等が定期的、自律的に実施する自己点検・評価 

2） 「アクションプラン 2030」のマネジメントシステムによる全学的な改善・改革 

3） 各キャンパス教員業績評価委員会により実施される組織的な教員業績評価と、事

務局における業務改善活動 

 

1）については、2015（平成 27）年 5 月から 7 月にかけて実施したこの自己点検・評価

の際に、前述のセルフチェックの結果を受けて、学習成果の把握・評価や教育改善に繋げ

る取り組みの充実を図るため、独自の「評価の視点」として、基準 4（2）に「授業科目と

プログラムの学習・教育到達目標との対応関係」、基準 4(3)に「授業改善アンケートを改

善に活かす仕組みとその適切性」の 2 点を加えて実施した（10-26）。それらにより顕在化

した課題は早急に対応を図る方針としている。 

2）については、2014（平成 26）年度から、運営組織が年度当初に 3 か年度に亘る事業

計画書を作成し、大学戦略室および中長期計画推進会議による検証および評価を行うとい

うマネジメントサイクルによって推進している（10-4）。 

3）の教員業績評価については後述する。事務局の業務改善活動については、年度当初に

各部署が、業務改善、学生満足度向上に関する取組を対象として、(1)取組内容・着眼点が

業務改善や CS（Customer Satisfaction）的見地の観点から有為であるか、(2)取組内容に

具体性や継続性が見られるか、(3)取組結果が明確で、業務改善や CS 向上に寄与している

か、(4)部署としての取組に広がっているか、(5)プランの内容が企画書として整理されて

いるか、という要件を満たす取り組みを業務改善シートとしてまとめ、特に顕著な取組に

ついては CS 向上委員長より部署単位での表彰を行っている。さらに、2015（平成 27）年 4

月からは事務局で内製したウェブシステムを用いて、「スナップメール」による活動を開始

している。これは、情報共有、職員間コミュニケーションの活性化を目的とし、職員が日

常の業務を通じて気軽に様々な情報を投稿、共有する仕組みであり、好事例の紹介や学生

等の視点に立った気づきや提案を組織としての改善活動に繋げている（10-27）。 

 

個人レベルの内部質保証システムとしては、各キャンパスでの教員業績評価と、事務職

員の人事制度がある。 

まず、各キャンパスの教員業績評価であるが、各キャンパス教員業績評価委員会の責任
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の下で実施し、評価は「教育」「研究」「学内運営」「社会貢献」の 4 分野で行っている。 

 

＜世田谷キャンパス＞ 

工学部・知識工学部では「自己点検票」を作成し、年度始めに掲げた目標を年度末にど

の程度到達したかを教員個々が自己評価している（10-28）。教員個々が年度始めに定めた

4 分野に対するエフォートに基づいて総合評価を行う。4 分野に対するエフォートは自己申

告であり、教員個々が自らの特徴を活かして年度計画(目標)を立てることもできることが

大きな特徴となっている。また、教員業績登録システムに登録された業績データと自己点

検票を基に、学科ごとに業績評価を行っている。教員個々は年度始めにその年度の目標を

設定し、自己点検票に記入する。目標の設定は前年度の活動に対する反省も加味して行い、

前年度の活動に対する点検結果がフィードバックされている。なお、活動度が低い教員や

フィードバックが不十分な教員の抽出は、学科教員の相互点検もしくは主任教授によって

なされる。学科単位で総括し、それを踏まえて次年度の実施計画を立てることから、個人

レベルの自己点検・評価活動であるとともに、教員団としての自己点検・評価活動の側面

を有する。なお、共通教育部においても、主任教授の責任の下で、世田谷キャンパスと同

様の方法で教員業績評価を実施している。 

 

＜横浜キャンパス＞ 

 環境学部・メディア情報学部では、自己点検・評価はまず個々の教員の教育・研究活動

を活性化し、本学における教育・研究の成果を高めることを目的に実施している。両学部

は学際的な学部であるため、項目を細分化した画一的な様式設定は相応しくない。そのた

め、「教育」「研究」「学内運営」「社会貢献」の項目についいて、前年度末に設定した当該

年度の目標達成度を 5 段階で自己評価している。各項目の記載内容は、は自由記述形式と

し、教員各自の専門領域の活動がより明確に反映できるよう、対象として記載すべき業績

内容と分類・項目の関係を予め定めている。さらに、「研究」については、当該年度に「教

員業績登録システム」に登録した業績を記載することとしている。最後に、それらの記載

を踏まえて、翌年度の目標（エフォート含む）をかかげさせている。以上の方法で、自己

点検・評価書を作成している（10-29）。 

 

＜等々力キャンパス＞ 

都市生活学部・人間科学部の 2 学部は、いずれも文系学部であり、世田谷キャンパス、

とは異なる性格を有する。よって、その手法は横浜キャンパスに近い。自己点検・評価は、

各教員が自己の活動と業績を多面的に評価し、自らの活性化とレベルアップを図り、大学

の持続的発展に資することを目的に実施している。「教育」「研究」「学内運営」「社会貢献」

「国際貢献」「その他」の項目に対しては自由記述形式とし、教員各自の専門領域の活動が

より明確に反映できよう、対象として記載すべき業績内容と分類・項目の関係を予め整理・

提示した上で、自己点検・評価書を作成している。それに加えて、自己点検・評価書では、

まず、前年度末に設定した当該年度の目標達成度を評価し、最後にそれを踏まえて翌年度

の目標（エフォート含む）をかかげさせている。なお、活動度が低い教員やフィードバッ

クが不十分な教員の抽出は学部長によってなされ、必要に応じて適切な指示がなされる
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（10-30）。 

 

＜事務局＞ 

 事務職員に関わる人事制度は、管理職・一般職とも年度当初に個々の職員が資格別の行

動基準を確認することから始まる。さらに、年度当初に策定・告示される事務局目標とそ

れに応じた部署目標を踏まえて個々の職員（被評価者）は 1 次評価者、2 次評価者と面談

を行った上で目標を設定する。期中には 1 次評価者との中間面談（期中面談）を行い、必

要に応じて指導・助言を受ける。さらに、期末には期末面談を行い、その結果を受けて評

価者は１年を通じた職員の行動と目標達成度合いを勘案し評価する。法人本部による評価

決定後は、フィードバック面談を行い、評価結果が評価者から被評価者に直接通知される

とともに、被評価者は評価者からこれからの行動や業務について指導・助言を受け、次年

度以降の業務に活かしている。なお、評価結果については給与・賞与に反映しており、処

遇面も含めて職員としての資質や業務遂行能力の向上を図るシステムが構築されている

（10-31）。 

 

・教育研究活動のデータ・ベース化の推進 

本学では、全学共通の「教員業績登録システム」をウェブシステムとして構築している。

教員業績登録は 4 つの分野（「教育」「研究」「学内運営」「社会貢献」）に分けて行い、さら

に、それぞれの分野は詳細項目からなっている。現在、4 つの分野に対して随時、各自に

よる業績登録が行われているが、各キャンパスでの教員業績評価の実施に際しては、その

実施のために前年度までの業績登録の期限が設けられ、同システムに蓄積された業績デー

タを教員業績評価に活用している。現在は国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)が運営

する「reseachmap」へのデータ交換（提供のみ）を定期的に実施しているが、国内におけ

る研究者流動化、最近の「reseachmap」の充実を鑑みて、研究業績の合理的収集のために

「reseachmap」に蓄積された業績データを、教員業績登録システムが取得できるように改

修を検討している。 

また、IR（情報を収集・分析し、それを学内の意思決定や社会への説明責任に活用する

取り組み）という観点では、事務局企画室（大学評価/IR 担当）を中心に、事務局教学系

部署が運用中の学務システムに蓄積されているデータを用いて、学生の入学から卒業まで

の情報を可視化・分析し、客観的データに基づく施策を展開するための教学 IR の仕組みを

構築中であり、2016（平成 28）年度からの運用を予定している。 

 

・学外者の意見の反映 

 本学ではこれまで大学諮問会議を設け、学長が必要とする場合に学外有識者の意見を聴

取していたが、2013（平成 25）年に特別教授制度（10-32）を導入し、我が国の文化の発

展や向上にめざましい功績のあった学外の方を招聘することにより、本学の活性化のため

に意見や助言等を得ている。また、現在は、円滑な大学運営に資するために学外から多様

な意見を幅広く求めることを目的とした機関設置の準備を進めているところである。 

さらに、全学的な取り組みとして、2016（平成 28）年 3 月を期限として、学部単位、学

科単位で、産業界、他大学の教員、卒業生を含む評価委員会による外部評価を実施中であ
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り、その結果を精査した上で、教育研究活動並びに内部質保証のための取り組みに反映さ

せていくこととしている。 

 

・文部科学省および認証評価機関等からの指摘事項への対応 

 大学基準協会による前回の認証評価では、大学基準に適合しているとの認定を受けたが、

助言 14 件、勧告 1 件の改善に関する指摘があった。そのため、自己評価・教員業績評価委

員会を中心にすべての指摘事項について、所管機関・委員会等に毎年の改善報告の提出を

義務付け、自己評価・教員業績評価委員会による把握、検証を行うというサイクルの下に

改善に取り組んできた。2013（平成 25）年 7 月に、大学基準協会に改善報告書を提出した

後も上述した取り組みを継続している上、2014（平成 26）年度から全学的課題について「ア

クションプラン 2030」の施策・事業に反映させることによっても改善活動を行っている。 

 

２．点検・評価 

 

● 基準１０の充足状況 

本学は、学校教育法に基づく教育情報をウェブページを通じて適切に公開している上、

これまで実施した諸活動の自律的な改善のための自己点検・評価の結果を公開している。

内部質保証に関しては、その方針を定め、「アクションプラン 2030」と連動させた大学改

革ならびに質保証・質向上のための取り組みを組織レベル、個人レベルで行っている。 

以上により、本基準を充足していると判断できる。 

 

① 効果が上がっている事項 

1） 外部指標に基づくセルフチェック、外部評価の実施、「自己点検・評価レター」の発行

によって、内部質保証や自己点検・評価への理解が徐々に浸透し、教育をはじめとし

た全学的な施策の検討にも繋がってきている。 

2） 教員業績登録システムは、2009（平成 21）年度の導入以降、教員情報として外部公開、

各キャンパス教員業績評価として活用され、科学技術振興機構（JST）が運営する

「reseachmap」とのデータ交換（現在は提供に限る）も定期的に実施されている。 

3） 事務局における業務改善シートに基づく PDCA による取り組み、スナップメールの活用

により、学生の目線に立った業務改善や質保証に対する意識が醸成されている。 

 

② 改善すべき事項 

1） 本学の自己点検・評価活動においては、自己評価・教員業績評価委員会を推進機関と

し、適宜執行部に委員会の活動報告や相談を行い、評価・助言等を受けているものの、

規程上は自己点検・評価活動を総括・評価する学内機関が明確にはなっていない。 

2） 全学的な自己点検・評価をこれまで 3 年周期で実施しているが、この周期では、社会

動向の変化への対応や質保証の取り組みに対して遅れが生じる点が否めなくなってき

ている。 

 

３．将来に向けた発展方策 
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① 効果が上がっている事項 

1） 大学全体での内部質保証に対する理解を一層深めるため、「自己点検・評価レター」を

継続的に発行し、学内構成員へのタイムリーな情報提供を行う。さらに、FD 研修のテ

ーマとしても採り上げ、学部・学科レベルでの質保証のための取り組みに繋げていく。 

2） 教員業績登録システムについて、「reserchmap」との連携強化を図り、「reserchmap」

からの研究業績データの収集を可能にする。更なる情報収集の強化によって本学の研

究力の把握と研究の活性化につなげていく。 

 

② 改善すべき事項 

1） 現在、学部単位、学科単位の外部評価と、大学戦略室と自己評価・教員業績評価委員

会の協働による内部質保証システムの見直し（評価機関の設置、点検・評価の手法、

実施周期等）を行っている。それらの結果を踏まえ、「アクションプラン 2030」のマネ

ジメントシステムと自己点検・評価活動の有機的連動、学外有識者や産業界等からの

意見反映を可能にする内部質保証システムを再構築する。 

 

４．根拠資料 

 

10-1 東京都市大学学則（既出 1-3） 

10-2 東京都市大学研究者情報データベース 

http://www.risys.gl.tcu.ac.jp/ 

10-3 東京都市大学自己点検・評価活動 

http://www.tcu.ac.jp/guidance/programs/selfinspection/index.html 

10-4 大学戦略室レター（No.1）（既出 1-38） 

10-5 セルフチェックの実施（2014 年度）作成要領 

10-6 東京都市大学の情報公開（教育情報の公表状況および財務の情報公開状況） 

http://www.tcu.ac.jp/guidance/data/index.html 

10-7 学校法人五島育英会書類閲覧規則 

10-8 東京都市大学内部質保証方針 

10-9 東京都市大学の全学に係わる委員会の設置に関する規程（既出 9-1-8） 

10-10 東京都市大学自己評価・教員業績評価委員会規程（既出 3-56） 

10-11 東京都市大学世田谷キャンパス教員業績評価委員会規程（既出 3-59） 

10-12 東京都市大学横浜キャンパス教員業績評価委員会規程（既出 3-27） 

10-13 東京都市大学等々力キャンパス教員業績評価委員会規程（既出 3-36） 

10-14 事務局における業務改善 

10-15 東京都市大学事務局事務分掌規程（既出 8-2） 

10-16 自己評価・教員業績評価委員会議事録（2014 年度～2015 年度） 

10-17 自己点検・評価レター（No.1） 

10-18 東京都市大学行動規範（既出 7-36） 

10-19 個人情報保護方針 
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10-20 個人情報の保護に関する規程 

10-21 東京都市大学ハラスメントの防止等に関する規程 

10-22 情報管理基本規程 

10-23 東京都市大学の情報システムに関する情報セキュリティポリシー基本方針 

10-24 公益通報等に関する規程 

10-25 公益通報等に関する窓口の設置について 

https://www.goto-ikuei.ac.jp/99etc/public_interest.html 

10-26 2016（平成 28）年度大学評価申請に係わる評価の視点 

10-27 事務局スナップメール（概要） 

10-28 自己点検票（世田谷キャンパス） 

10-29 自己点検票（横浜キャンパス） 

10-30 自己点検票（等々力キャンパス） 

10-31 職員人事制度（既出 9-1-33） 

10-32 東京都市大学特別教授に関する規程 
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終 章 

～ 国際標準の大学への進化を目指し、改革を推進する ～ 

 

 今回、大学基準を指標として本学の諸活動について包括的に自己点検・評価を行った結

果、高等教育機関として社会から要請されている項目に対する対応状況、本学が抱える課

題や強みを改めて認識するに至った。 

本学の中長期計画「アクションプラン 2030」では、「2030 年までに国際都市東京で存在

感を示す有数の私大」の実現を目指して、教育と研究の両面で国際標準の大学に進化する

ことを目標としている。教育と研究は大学活動の両輪であり、「国際標準の大学への進化」

のため、教育と研究の両面で様々な改革を進めているところである。本学の建学の精神、

理念・目的に基づき、明確な成果目標を設定し、全教職員が改革の重要性を自覚し、その

方向を共有した上で「どのような大学にしていくか」について、具体的な姿を描いていく

ことが必須である。そして、社会に対する責任を果たす大学、社会から期待される大学を

実現していかねばならない。 

教育内容・方法・成果では、学部教育は、学生を、自分で課題を見つけ、自分で解決で

きる人材に育て、確実な専門力と人間力を身につけることを目標として、そのための教育

の質を保証するための体制と、きっちり教え、きっちり学ぶための教育の実質化のための

体制を構築していく。大学院教育は、修了後の活躍の場としての産業界は、従来の領域か

ら、境界領域、先端領域へと急速な展開をしており、国際化を含めて様々な環境において

活躍できる人材の育成を目標とし、各研究科の特徴や目指すところを明確にして、高等人

材育成プログラムを構築していく。国際化においては、本学の学生に様々な留学機会を提

供するとともに、世界中から留学生が集まるような大学を目指す。そのために教職員の国

際活動を活発化するための仕組みと支援の体制を構築し、大学院、研究環境の整備も行っ

ていく。「アクションプラン 2030」（教育の質保証プロジェクト）では、その筆頭事業とし

て「明確な教育目標の設定」を掲げ、そこには各学部学科の「アドミッションポリシー｣｢カ

リキュラムポリシー｣｢ディプロマポリシー｣を体系的にまとめることを明記している。各学

部学科で、どのような能力を身につけた人材を社会に送り出したいのか、 そのためにはど

のようなカリキュラムで教育し、その質をどのように保証するのか、そしてそれにはどの

ような人材をどのように受け入れるのかを簡潔に表現するため、2014年度に体系的に示し

た 3つのポリシーについて更なる見直しを進めているところである。その 3つのポリシー

が本学としての教育面の方向性を明確に示すことになる。 

また、大学の研究力を高めるには大学院の充実が重要であり、研究は教育の高度化にと

っても必須であることから、研究実施体制と研究環境の改善を行っていく。本学として重

点的に推進する分野を選定し、高効率化を図るとともに、外部資金による研究推進では、

科学研究費、公的な研究プログラム等への積極的な応募と、そのための研究推進の支援体

制づくりを進めていきたい。また、産学官連携によって教育研究活動を広げ、こうした成

果を地域や社会に還元していくための活動を積極的に展開していきたい。 

「国際標準の大学への進化」を目指した改革を推進するために、自己点検・評価活動の

更なる充実と、内部質保証システムの向上を図っていく所存である。 

214



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	01□表紙
	02□目次
	03□序章
	04□第1章_理念・目的
	05□第2章_教育研究組織
	06□第3章_教員・教員組織
	07□第4章(1)_教育内容・方法・成果(教育目標、学位授与方針等)
	08□第4章(2)_教育内容・方法・成果(教育課程・教育内容)
	09□第4章(3)_教育内容・方法・成果(教育方法)
	10□第4章(4)_教育内容・方法・成果(成果)
	11□第5章_学生の受け入れ
	12□第6章_学生支援
	13□第7章_教育研究等環境
	14□第8章_社会連携・社会貢献
	15□第9章(1)_管理運営・財務(管理運営) 
	16□第9章(2)_管理運営・財務(財務)
	17□第10章_内部質保証
	18□終章



