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序　章

１．自己点検・評価の実施経緯

本学では、平成16年度の「認証評価機関による評価を法的に義務付ける認証評価制
度」が導入されると同時に、大学基準協会による認証評価を申請し、「適合」の認定を
受けた。その後、平成23年度に、２度目の審査を受け、引き続き「適合」の認定を受
けた。本学では、認証評価の有効期間である７年の間に２～３年ごとに点検・評価報
告書を作成し、継続的な改善に役立てている。本報告書は、平成23～ 25年度の３年
間分の点検・評価を取り纏めたものである。
本学では、日常的な点検・評価は、理事を中心とした内部質保証委員会が担っている。
本報告書作成にあたっては、内部質保証委員会の下にプロジェクトチーム（PT）を設
置し、教員・職員が共同して作業を行った。また、作成段階で、教員で構成される自
己評価委員会（主に、個々の教員の自己点検を実施している）の意見も聴取して全学
的な意識の共有にも意を注いだ。PTでは、大学基準協会が定めた10の基準ごとに、「現
状説明」「点検・評価」「将来に向けた発展方策」の3段階にまとめ、点検・評価報告
書の本章に記載した。
大学を取り巻く状況は、ダイナミックな動きを増している。本学でも、平成24年度
から新教育体系を導入し、学部・大学院とも新カリキュラムをスタートさせるととも
に、三つのポリシーを明示して、ホームページなどで公開している。この検討にあたっ
ては、年１回開催している外部評価委員会から有益なアドバイスをいただいた。また、
平成26年 10月には大学ポートレート（私立大学版）に参加し、積極的に情報公開に
努めている。さらに、平成26年 6月に「学校教育法およびその施行規則」の一部改
正が国会で成立したことを受けて、学内の内部規則等の総点検・見直しの作業を年度
内に仕上げるべく鋭意努めているところである。
本学では、このように、今後も社会からの要請に積極的に取り組み、大学改革を継
続的にかつ迅速に実施していく所存である。

2．前回の認証評価結果の改善措置

平成 23 年度の認証評価の審査では、「適合」との認定結果を得たが、努力課題５
件と改善勧告１件の指摘を受けている。これらの項目に関する改善措置は以下のと
おりである。



（１）努力課題について
№ 種　　別 内　　容
１ 基準項目 ４．教育内容・方法・成果

指摘事項
大学および大学院の学位授与方針および教育課程の編成・実施方針が
策定されていないので、適切に整備するとともに社会に対して周知・
公表することが望まれる。

評価当時の状況
指摘された事項については、教務委員会と大学院活性化委員会で検討
中であった。

評価後の改善状況
教務委員会及び大学院活性化委員会で審議し、平成23年度中に決定し、
履修要綱などの書面およびホームページで公表し、周知している。

改善状況を示す具体的な根拠・データ等

　委員会議事録、履修要綱、ＨＰの記載内容

＜大学基準協会使用欄＞

検討所見

改善状況に対する評定 　　１　　　２　　　３　　　４　　　５

№ 種　　別 内　　容
２ 基準項目 ４．教育内容・方法・成果

指摘事項

創造工学部ホームエレクトロニクス開発学科および応用バイオ科学部
応用バイオ科学科では、一部科目のシラバスの項目がほとんど書かれ
ていない。また、全学部とも基礎教育、共通教育の一部科目において、
到達目標などが記載されていない科目があるので、改善が望まれる。

評価当時の状況
指摘された通り、ごく一部の科目のシラバスに不備があった。また、
チェック体制も全学的には整備されていなかった。

評価後の改善状況

当該学科・センターで対応し、平成 24年度からは不備がないことを確
認した。また、シラバス全体を全学的にチェックする体制を整備した。
具体的には専門科目については当該学科教務委員、基礎教育・共通教
育については教育開発センターが担当することとした。

改善状況を示す具体的な根拠・データ等

　教務委員会・教育開発センター運営委員会議事録

＜大学基準協会使用欄＞

検討所見

改善状況に対する評定 　　１　　　２　　　３　　　４　　　５



№ 種　　別 内　　容
３ 基準項目 ５．学生の受け入れ

指摘事項
入学定員に対する入学者数比率（過去５年間平均）が、情報学部情報
メディア学科において、1.21 と高いので、改善が望まれる。

評価当時の状況
指摘された事項については、平成 24年度から当該学科の定員増を検討
中であった。

評価後の改善状況
平成 24年度新入生から、当該学科の定員を 20名増としており、直近
5年間の平均では、1.21 であるが、直近 3年間では 1.18、1.15、1.09
であり改善が進んでいる。

改善状況を示す具体的な根拠・データ等

　情報メディア学科の直近 5年間の定員超過率のデータ

＜大学基準協会使用欄＞

検討所見

改善状況に対する評定 　　１　　　２　　　３　　　４　　　５

№ 種　　別 内　　容
４ 基準項目 ５．学生の受け入れ

指摘事項
収容定員に対する在籍学生数比率が、情報学部情報メディア学科にお
いて、1.23 と高く、2010（平成 22）年度に募集開始した応用バイオ
科学部栄養生命科学科においては、0.59 と低いので、改善が望まれる。

評価当時の状況
情報メディア学科については、定員増を検討中であった。応用バイオ
科学部栄養生命科学科については、学科新設の特殊事情と判断し、次
年度入試に万全の体制で臨むこととした。

評価後の改善状況

情報学部情報メディア学科については、平成 24年度新入生から定員を
20 名増としており、学年進行とともに改善が進み、平成 26 年度では
1.15 となっている。応用バイオ科学部栄養生命科学科については、平
成 23年度から通常の入試体制で臨むことができ、ほぼ定員どおりの入
学者数で推移しており、平成 26 年度の収容定員超過率は 0.96 となっ
ている。

改善状況を示す具体的な根拠・データ等

　情報メディア学科の収容定員超過率と栄養生命科学科の定員超過率のデータ

＜大学基準協会使用欄＞

検討所見

改善状況に対する評定 　　１　　　２　　　３　　　４　　　５



№ 種　　別 内　　容
５ 基準項目 ５．学生の受け入れ

指摘事項
研究科における収容定員に対する在籍学生数比率が、工学研究科博士
後期課程において 0.27 と低いので、改善が望まれる。

評価当時の状況 大学院活性化委員会での懸案事項として検討中であった。

評価後の改善状況
現状での収容定員に対する在籍学生数比率は、0.53 となっている。社
会人入学生の増加策や本学卒業生・修了生に対する経済的優遇措置な
どの方策を引き続き検討し、改善に努めている。

改善状況を示す具体的な根拠・データ等
　博士後期課程の収容定員超過率のデータ

＜大学基準協会使用欄＞

検討所見

改善状況に対する評定 　　１　　　２　　　３　　　４　　　５

（２）改善勧告について
№ 種　　別 内　　容
１ 基準項目 ５．学生の受け入れ

指摘事項
入学定員に対する入学者数比率（過去５年間平均）が、応用バイオ科
学部において、1.25 と高く、また、収容定員に対する在籍学生数比率が、
応用バイオ科学科において、1.31 と高いため、是正されたい。

評価当時の状況
指摘された事項については、応用バイオ科学部応用バイオ科学科の定
員増を検討中であった。

評価後の改善状況
平成24年度新入生から応用バイオ科学科の定員を20名増とした。その結
果、直近5年間の平均で、応用バイオ科学部においては1.14に、応用バイオ科
学科においては平成26年度1.19に、それぞれ改善されている。

改善状況を示す具体的な根拠・データ等

　直近 5年間の入学定員超過率、収容定員超過率のデータ

＜大学基準協会使用欄＞

検討所見

改善状況に対する評定 　　１　　　２　　　３　　　４　　　５
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基準Ⅰ　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＞理念・目的の明確化

【大学全体】
本学は、昭和38年（1963年）4月に当時大洋漁業株式会社社長の中部謙吉
氏が社会貢献の一環として、技術者育成を目的に幾徳工業高等専門学校として
開学した。開学時は機械工学科、電気工学科、工業化学科の 3学科、学生数
135名であった。その後、昭和50年（1975年）4月に幾徳工業大学に改組し、
さらに地域に根ざした大学として発展することを願って、昭和63…年（1988年）
に神奈川工科大学と改称した。現在、4学部11学科、大学院6専攻、学生数約5,000
名（教員数194名）を擁する工科系総合大学に成長している。その設立の目的
と建学の理念、教育目的・教育目標は学則に明示され、公表している。
また、設立の目的と建学の理念は、全学で共有され、開学以来今日まで、教
員構成の適切性に留意した教育力の強化、…建物 •施設 •設備等の充実に努め、
教育と研究の両面で着実な発展を遂げてきている。また、本学は中央教育審議
会の定めた7つの機能分化において「幅広い職業人養成」に対応し、社会•組
織の中核となる人材を育成することをミッションとしている。
1）設立の目的

本学は、教育基本法に則り、学校教育法の定める大学として広く知識を
授けるとともに深く専門の学芸を教授研究し、豊かな教養と円満な人格を
備えた有為な人材を育成して文化の発展と人類福祉の増進に寄与すること
を目的とする。

2）建学の理念
本学は、広く勉学意欲旺盛な学生を集め、豊かな教養と幅広い視野を持
ち、創造性に富んだ技術者を育てて科学技術立国に寄与するとともに、教
育 •研究を通じて地域社会との連携強化に努める。

3）教育目的 •教育目標
『考え、行動する人材の育成』－社会で活躍できる人づくり－
この教育目的に沿って、以下の4項目を本学の教育目標と定めている。
（1）創造する力
（2）豊かな人間性
（3）コミュニケーション能力
（4）基礎学力
また、教育目標を実現するため、教育方針を以下のように定め、履修
要綱に記載している。
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（1）学力にあった少人数基礎教育
基礎学力向上のため、演習 •宿題を課し、少人数教育により学
力にあった教育を行う。

（2）創造性 •知的好奇心を育む体験型教育
創造性 •知的好奇心を育むため、充実した体験型教育を行う。

（3）得意分野を伸ばす個人指導
セミナー・卒業研究など個人指導によって得意な分野を伸ばす。

（4）感性と国際性を涵養するコニュニケーションの促進
恵まれた自然環境の中で教職員 •友人 •社会との交流により
自ら感性と国際性を涵養する。

【学部•学科の教育目的】
1）工学部

「工学の基幹となるべき基礎的分野を十分に教授し、併せてグロ一バル
化を志向する」ことを柱とし、さらに、人類の要望と、地球 •地域環境
の保全、エネルギー源の確保など、国際的な課題についてイノベーション
が求められており、工学技術の新しい展開に関して基礎から応用へ向けて
創造性を身に付けた人材を養成することを目的とする。
工学部は昭和 38年に開設され、機械工学科、電気電子情報工学科、応
用化学科の 3学科から成り、各々の教育目的は以下の通りである。
①機械工学科
豊かな教養と幅広い視野をもち、創造性豊かで探求心あふれる機械技
術者を養成することを教育方針とする。また、技術者としての社会的責
任と倫理観をもち、急変する地球環境の保全やグロ一バル化・高度化す
る工業製品の開発・設計・生産に貢献できる技術者を養成する。さらに、
機械工学の基礎知識を十分に身に付け、これをもとに、生涯にわたって
機械および機械システムを設計する能力を継続的に構築できる技術者
を養成することを目的とする。

②電気電子情報工学科
基礎学力の修得を重視し、体験型授業によりコミュニケーション能力、
問題解決（デザイン）能力、情報活用力を養い、社会的要請に応えられ
る能力を備えた技術者を養成する。特に、学生の個性を生かした有為な
技術者を養成することを目的とする。

③応用化学科
応用化学は多岐にわたる産業基盤技術の礎であり、なおかつ学際、専
門領域の基礎となる学問である。そのため、応用化学諸分野（工業化学、
生物化学、医薬有機合成、環境化学、エネルギー化学）で必須となる基
礎知識の習熟と応用力を養成し、さらに社会の要請に沿った柔軟な発想
力と優れたコミュニケーション能力を有する科学技術者を養成するこ
とを目的とする。
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工学部の個性 •特色
・工学部はものづくりの学部であり、工学基礎知識の理解を深めるた
め、全学科でプロジェクト教育を実施している。

・PDCAサイクルの考えを取り入れ、問題分析、解決力の養成ととも
に、社会に出て必要なコミュニケーション能力、プレゼンテーション
能力、資料作成能力の指導に力を入れている。

・プロジェクト教育の場として、「回路デザイン教育センター」「電気
•化学実験棟」工学教育研究推進機構内の「工作工場」等充実したも
のづくりの実習設備を用意している。

・工学部3学科において日本技術者教育認定機構（JABEE）の認定を受
けており、グロ一バルな立場から教育の内容•レベルが認められてい
る。

2）情報学部
数理科学および自然科学的要素に加えて、情報システム、ネットワーク
応用システム、メディアコンテンツなどの開発に深く係わる社会科学的要
素も十分身に付けた新しい夕イプのエンジニアを養成するとともに、幅広
い視野と実践力を持つ情報技術（IT) 分野の総合エンジニア、すなわち「理
系のスキルと文系のセンスを兼ね備えた IT のプロフェッショナル」を養
成することを目的とする。
情報学部は平成 15年に開設され、現在、情報工学科、情報ネットワー
ク •コミュニケーション学科、情報メディア学科の 3学科から成り、各々
の教育目的は以下の通りである。
①情報工学科
情報工学は電気、制御、数理などの工学分野と密接な関係を持ち、さ
らに、生命科学、社会科学、人文科学、経営科学をも基盤とする。また、
極めて広範囲の応用分野を持つ特性を踏まえ、各種のシステム・ソフト
ウエア技術を機軸とする高度な専門性とともに、多方面の専門家と協調
しつつ問題解決を図るコミュニケーション力と、深い教養と幅広い視野
を身に付けた創造性豊かな情報技術者を養成することを目的とする。

②情報ネットワーク •コミュニケーション学科
インターネットや携帯電話を初めとする日常生活の重要な社会基盤で
ある情報ネットワークのさらなる高度化を実現する担い手として、情報
処理基礎技術とネットワーク技術およびその応用技術の全てに精通し
た、新しい情報ネットワーク技術者を養成することを目的とする。

③情報メディア学科
豊かな教養と幅広い視野を持ち、創造性豊かで探求心あふれる情報メ
ディア技術者やコンテンツ制作者を養成することを教育方針とする。ま
た、社会人としての社会的責任と倫理観を持ち、拡大する情報メディア
とそれを利用するアプリケーションやコンテンツを生涯にわたって開
発し、創作できる人材を養成することを目的とする。
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情報学部の個性 •特色
情報学部の教育分野は、これからの情報産業で重要度が高く、技術進
歩が著しい分野であるため、先端技術分野を積極的に取り込んでいる。
また、プログラミングの基礎から応用力までの体系的教育、学生の興味
に合わせたプロジェクト教育など、多方面で活躍できる人材を養成する
豊富な力リキユラムを用意している。

3）創造工学部
工学の基礎的分野を組み合わせた具体的な装置等を主題として、その新
しい技術開発を教育方針とする。また、創造性を育成することを柱とし工
学技術者としての創造性、発案力、企画力、分析力、展開力を修得させ、
問題発見解決型の素養を身に付けた人材を養成することを目的とする。
創造工学部は平成 20年に開設され、自動車システム開発工学科、ロボッ
ト •メカトロニクス学科、ホームエレクトロニクス開発学科の 3学科か
ら成り、各々の教育目的は以下の通りである。
①自動車システム開発工学科
製品開発の源流（市場調査や企画）を含め、製品の仕様決定、概念設計、
詳細設計、実験、製造等の一連の過程を担える技術者を養成する。また、
自らの手で情報を入手し、適切に判断できる技術者を育成する。とりわ
け、自動車における環境、安全性、快適性に対する理解を深め、これか
らの自動車産業を支える技術者を養成することを目的とする。

②ロボット •メカトロニクス学科
学生一人ひとりの個性を活かしつつ、問題発見 •解決ができる能力
を育成するものとし、具体的にはロボットに代表されるマイクロコン
ピュータを利用した組み込み機器、福祉機器や自助具、健康増進システ
ムの構築などをテーマにした感動体験教育により、社会に貢献する高度
な技術者を養成することを目的とする。

③ホームエレクトロニクス開発学科
人間と社会との係りを理解した上で、エレクトロニクスの基礎を修得
し、製品の企画提案、開発設計および製品のアドバイスが可能な技術者
を求める産業社会の要請に対応し、家電製品の機能構成に係る基本的な
知識を持ち、エレクトロニクス製品の設計、開発さらにはデザイン表現
技法を学ぶことにより課題解決や提案の能力、さらには社会の要請や社
会貢献を的確に捉える能力を備えた技術者を養成することを目的とす
る。

創造工学部の個性 •特色
自動車やロボット、家電といった裾野の広い業界を有し、かつ技術
の発展とともにたえず先進性を追求している分野を取り扱う。そして、
工学と技術をベースにものづくりデザイン教育を柱として、PBL 教育
（Project…Based…Learning以下PBL）を通して創造性やコミュニケーショ
ン能力を養い、企業との連携を積極的に行い、実践力の養成にも力を入
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れている。
4）応用バイオ科学部

生命科学は、「バイオテクノロジー」に基盤を置いた「細胞、DNA、微
生物など」のミクロな分野から、エンジニアも含む「食糧生産、エネルギー
生産、医薬品生産、環境保全など」で展開されるマクロな分野までの幅広
い領域を包括する学問である。本学部では「生命科学」をはじめ、生命科
学に関連する「健康科学」や「栄養科学」を含む幅広い基礎知識と高い実
践力に加え、生命科学や栄養学などに関する基礎的な素養を持ち、豊かな
創造性とチャレンジ精神を身に付けたバイオ技術者・バイオ支援技術者や
科学的センスに富んだ管理栄養士を養成することを目的とする。
応用バイオ科学部は平成 20年に開設され、現在応用バイオ科学科、栄
養生命科学科の 2学科から成り、各々の教育目的は以下の通りである。
①応用バイオ科学科
生命科学を生活に役立てるための基本的な知識を持ち、さらに最新の
生命科学技術を学ぶことにより、地域社会はもとより、地球社会に貢献
でき、国際性豊かに活躍できるバイオ技術者、バイオ支援技術者を養成
することを目的とする。

②栄養生命科学科
健康な社会を目指すとともに、環境を大切にし、人間としての優しさ、
豊かさ、思いやりをもてる人材の育成を目指す。そして、「生命科学」、「健
康科学」および「栄養科学」を学習することにより、健康・保健教育・
指導や栄養教育・指導の実践を担える科学的センスに富んだ管理栄養士
を養成することを目的とする。

応用バイオ科学部の個性 •特色
「化学」と「生物学」を基礎とした「生命科学」「健康科学」および「栄
養科学」を通して、「食品 •健康 •環境」の問題解決に対応できる技術
者と管理栄養士の育成を特色としている。また、学部の理念の中で、特
に「実社会で即戦力となる実学教育重視」と「地域社会との連携」の 2
つを重要な柱としている。そのための教育の場として、「バイオサイエ
ンスセンター」の実習設備を用意している。

5）基礎 •教養教育センター
共通基盤科目、専門基礎導入科目を通して、工学系、情報系、バイオ・
栄養系の専門教育を学ぶための共通の基礎的な知識を身に付け、また、社
会人として生きていくための教養をもち、自分で物事を考えていくことの
できる能力を身に付けることを目的とする。

【大学院工学研究科•専攻の教育目的】
工学研究科は、平成元年開設以来 24年、時代背景と社会の要請に応える「知
の拠点」として創造性と人間性豊かな技術者の養成に力を入れている。すな
わち、学部教育で培われた専門基礎能力を継承発展させる教育研究…を実施し、
博士前期課程においては、高度な専門知識、幅広い視野を有し、産業界の中核
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となる高度職業人を養成している。また、博士後期課程においては、専門知識
をより深化し、先駆的な学術研究を推進しうる研究者を養成している。これら
の人材育成目的に沿って、徹底した少人数教育ときめ細かい研究指導により、
基礎力と専門力の両者を併せ持つ優秀な技術者を輩出している。
現在、工学研究科の機械工学専攻、電気電子工学専攻、応用化学・バイオサ
イエンス専攻、機械システム工学専攻、情報工学専攻においては、博士前期課
程と博士後期課程を、ロボット •メカトロニクスシステム専攻に博士前期課
程を設置した。これらの 6専攻に、大学院生 226 名が学び、132 名の教員が
指導に当っている。各専攻の教育目標は以下の通りであり、これらの内容は、
大学院履修要綱に記載し、周知している。
また、教育研究活動の一層の充実を図るため、平成 12年より独立行政法人
産業技術総合研究所と教育研究協力に関する協定を締結し、連携大学院を発足
させている。
なお、本研究科において、大学院担当副学長の下に設置している大学院活性
化委員会において、学部・大学院博士前期課程一貫教育の検討、大学院入学者
数の増加策、文部科学省「第 2次大学院教育振興施策要綱」への対応、カリキュ
ラムおよび研究指導体制の見直しに着手している。
１）大学院の目的

大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を究めて、文化
の進展に寄与することを目的とする。

２）工学研究科の目的
博士前期課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野におけ
る研究能力又はこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための
卓越した能力を培うことを目的とする。また、博士後期課程は、専攻分野
について、研究者として自立して研究活動を行い、高度で専門的な業務に
従事するために必要となる高度な研究能力及びその基礎となる豊かな学識
を養うことを目的とする。

３）専攻の目的
①機械工学専攻
工学、工業において、その根幹的役割を担う機械工学の基礎的知識の
上に、最近の機械工学の進歩と多様化に対応するため、さらに充実、高
度化した学習により、技術の開発、設計および生産などを総合的に推進
しうる応用能力と開発能力をもつ技術者、研究者を養成することを目的
とする。

②電気電子工学専攻
電力工学、電子物性工学、情報通信工学、そして家電工学などの分野
における急速な技術革新に対応するために、教育研究を通して、広い視
野で総合的に把握できる応用力と高い適応性をもつ技術者、研究者を養
成することを目的とする。

③応用化学 •バイオサイエンス専攻
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無公害化・省資源・省エネルギーを基本とした化学プロセスの開発、
高機能材料の開発・機能性分子の創生・生物機能の解明と利用、バイオ
テクノロジーなど諸分野にわたる幅広い基礎知識と応用力を養い、将
来、有能な技術者として活躍でき、しかも創造力と豊かな人間性をもっ
た人材を養成することを目的とする。

④機械システム工学専攻
製品設計から機能予測までの基礎となる計算力学、高効率エネルギー
利用を支える熱流体システム、人間の感性に適合した機能を実現する
機械システム制御、電子 •情報工学を含む高度知能化技術の基礎とな
るシステムインテグレーション等の時代に即した機械システムの開発 •
製造 •運用などを遂行できる高度専門技術者と研究者を養成すること
を目的とする。

⑤情報工学専攻
情報をベースとした政治、経済、技術、文化のグローバル化、ネット
ワーク化、分散化、オープン化、そして価値の個別化に及んでいる情報
化社会の変化を予見し、リードできる創造性と問題解決能力に優れた研
究者と高度専門技術者を育成することを目的とする。

⑥ロボット •メカトロニクスシステム専攻
ロボット •メカトロニクス並びに福祉工学に関する高度な専門的知
識や技術を習得しようとする学生及び社会人を対象として、先端的産業
分野において新たな技術開発ができるだけでなく、生活を豊かにし、高
齢者や障がい者が社会参加できるための機器（介護・介助ロボット、福
祉機器、健康維持・…増進機器など）を開発することのできる人材を養
成することを目的とする。

工学研究科の個性 •特色
・学部教育と接続した基礎力と専門力を高める一貫教育を実施してい
る。

・博士前期課程、博士後期課程とも充実した奨学金制度を有し、年間授
業料を国立大学法人並みとし、多くの学生の進学を推奨している。

・研究成果は国内外の学会で論文発表させるとともに、学会参加に必要
な旅費の補助制度も整えている。

・外部研究機関との連携を行っている。
＜２＞実績や資源からみた理念・目的の適切性

①実績
本学では、高専から数えると 46 年間で 30,457 人の卒業生を社会に送り
出している。大学となってからも、学部では、35年間で28,153人の卒業生を、
大学院では 23年間で 1,461 人の修了生を送り出している。これらの大部分
の卒業生 •修了生は、製造業や工学関連企業の中核を担う技術者として活
躍している。直近 3年間でみても、76.9％が専門的・技術的職業従事者と
して活躍している。このような実績からしても、本学の理念・目的は社会的
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にも高く評価されている。
②人的資源
理念・目的に沿った教育を実行していくために、194 名の専任教員で構成
している。このうち博士の学位を持っている教員は 157 名で、専門学科に
限れば専任教員168名中142名が保有しており、84.5％となっている。また、
体験型のような実践的教育を行う観点から、専門学科では、52名 31.0％が
企業経験のある教員で構成されており、適切である。

③設備的資源
本学では、上記の理念 •目的に沿った教育を実行していくために、大学
設置基準の定める数値より大幅に上回る校地 •施設を有している。さらに、
ものづくりを重要視する立場から、体験型授業を推進できるように実験のた
めの建物・設備を設けている。特に、この３年間で新講義棟、新体育館、先
進技術研究所を建設し、より充実した教育・研究環境の整備を進めたところ
である。

④資金的資源
本学は、新学部・新学科の設置、最重要課題である大震災等に対応した学
生の安全・安心な教育環境構築のための上記のような諸施設の建設等、教育
の充実に向けた投資を厳しい財政状況のなかではあるが積極的に実施してい
る。また、理念・目的を一層確実に実現するため、教育研究費（平成 24年
度 40.2％）にかける資金的資源は関東地区の工科系大学のなかでも上位で
ある。（根拠資料１−１：13私工大平成 24年度消費収支状況）

＜３＞個性化への対応
本学では、平成 21年より学長室に学長を主査とする教育研究基盤ワーキング
グループ（以下WG）を設置し、本学の理念 •目的に基づき、今後長期にわた
り伸ばすべき個性 •特色の指針について案をまとめている。そして、この指針
に基づく中期事業計画、年度毎の事業計画を策定している。
大学の役割として教育、研究、社会貢献があるが、本学は教育を重点化してい
くことを基本（中心となる柱）とし、以下のような3本柱を個性•特色としている。
①「学生本位主義」を基本姿勢とする力を伸ばす教育ときめ細かい学生支援
学生本位主義とは、学生一人ひとりの可能性を見出し、導き、伸ばす、きめ
細かい教育と充実したキャンパスライフにつながる学生支援を何よりも重視
し、学生に感謝される大学を目指すことであり、学長が本学の今後進むべき方
針として内外に宣言した言葉である。
学生力を伸ばす教育として、以下が挙げられる。なお、詳細は基準 IVにて
記述している。
・動機付け教育、ものづくり教育の推進
・職業観を醸成することを目的とするキャリア教育の推進
・体験型授業（PBL教育など）の拡充
・習熟度別授業の実施
・国際的に認められた技術者養成を目的とするJABEE対応の教育プログラ
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ムの推進
・基礎教育支援センターによる基礎力の補完…
・全学的e-learningによる学習機会の拡充
・国際プログラム（海外留学、語学研修等）の実施
・教育課程教育の充実•資格取得の支援（受講料援助制度）
・学生による自主プロジェクトへの支援（プロジェクト実施費用援助制度）
また、本学は平成 20年度より教育体系等検討委員会を設置、新教育体系の
検討を開始し、平成 24年度新入生から実施している。新教育体系に基づく就
業力育成プログラムは、平成 22年度文部科学省大学生の就業力育成支援事業
に、平成 23年度より産業界のニーズに対応した教育改善充実体制整備事業に
採択されている。
さらに、現在、以下の課題に取り組んでいる。
・単位制度の実質化に伴う予習•復習など主体的学びに向けた組織的な取組
・一貫性のとれた教育体系等の構築とファカルティディベロップメント
（ＦＤ）による教育力向上、教育評価の厳密化
・平成26年度で、新教育体系が実質的に一巡するのを受けて、PDCAサイ
クルを回して、改善策の検討
次に、きめ細かい学生支援として、以下が挙げられる。なお、詳細は基準
VI で述べる。
・全学的学生サポート体制（学生課、学生サポートセンター、学生相談室、
クラス担任の連携）の充実
・就職支援体制（キャリア就職課、学科就職担当教員の連携）の充実
・奨学金制度（緊急時奨学金を含む）の充実
・サークル活動、ボランティア活動支援の充実
以上の教育面、学生支援面とともに、教育環境面においてもキャンパス再開
発を全面的に行い、充実した教育環境、設備を整備している。（基準Ⅶ参照）
②先端的研究の推進と支援
研究は教育との両輪であり、相互によい効果を果たしていく認識の下、先端
的…研究に取り組んでいる。主な推進施策等は以下のとおりである。
・学内重点研究費の配分による研究推進
・先端研究を推進するために工学教育研究推進機構に以下の11の研究所•セ
ンターを設置している。次世代センシングシステム研究所（ハイテク•リ
サーチ•センター整備事業…を経て平成19年度に日本私立学校振興•共済事
業団の認可を得た研究所）、先端工学研究センター（平成13年に日本私立
学校振興•共済事業団の認可を得た研究所）、ヒューマンメディア研究セ
ンター（学術フロンティア推進事業を経て、平成21年度に日本私立学校振
興•共済事業団の認可を得た研究所）、環境技術開発センター（ハイテク
•リサーチ•センター整備事業を経て、平成22年度に日本私立学校振興•共
済事業団の認可を得た研究所）、先進太陽エネルギー利用研究所（ハイテ
ク•リサーチ•センター整備事業を経て平成24年度に日本私立大学振興・
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共済事業団の認可を得た研究所）、健康生命科学研究所・生物有機化学研
究所（平成22年度に設立）、セキュリティー研究センター・スマートハウ
ス研究センター・健康福祉支援開発センター（平成24年度に設立）、先端
自動車技術開発研究所（平成25年度に設立）
・リエゾンオフィスによる産学連携支援及び科研費、共同研究等外部資金
獲得支援
・工学教育研究推進機構による研究支援•リエゾンオフィスによる産学連
携、共同研究等支援•科研費、外部資金獲得支援
・学内教員の研究成果の中で３年以内に実用化に供し得るテーマについ
て、これを積極的に大学として推進するために、理事会直属の組織として
平成26年度から先進技術研究所を設置。現在の推進テーマは「先進ロボッ
トの開発」「超リアルネットワークコンテンツ創成技術の開発」「創造音
響システムの開発」の３件。

③地域連携•社会貢献
本学は建学の理念で地域社会との連携を掲げており、以下のように全学的に
多様なプログラムを推進している。
・厚木市、県央、神奈川県との連携（各種イベント）
・地域イベント、地域ボランティアの学生参加
・理科教室等地域小中学校との交流
・本学の地域生涯学習の拠点であるITエクステンションセンターでの各種
学習機会の提供

なお、公開講座としては、厚木市と厚木市内の５大学による「あつぎ協働大
学」と本学独自の各種シンポジウムを開催し、地域連携を行っている。

（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

本学の理念 •目的は、学則に明記するとともに、構成員（教職員、学生）に
対しては、毎年配付される「履修要綱」「履修＆授業ガイドブック」「大学院履修
要綱」に記載し周知している。また、入試ガイドの冒頭にも記載し、周知をはかっ
ている。各学部、工学研究科の理念•目的についても同様の方法で周知している。
さらに、入学式の学長式辞においても、本学建学の由来、建学の精神について説
明している。これらの方法により構成員への浸透を図るとともに、ホームページ
の大学案内欄において、社会へ広く公表している。

（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
個性化への対応で述べたように学長室教育研究基盤WGでも、本学の個性 •
特色、長期方針の検討を行っており、その中で理念 •目的の検証を行っている。
また、卒業生を採用している企業へのアンケート調査、大学院生の修了時アンケー
ト調査、学生部の卒業時アンケート調査を実施するとともに、内部質保証委員会
や自己評価委員会での審議、外部評価委員会への諮問など多方面からの視点で定
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期的に検証している。

２．点検 ･ 評価

①効果が上がっている事項（優れている事項）
【大学全体】
・大学の理念･目的は本学の考えを明確に表し、また大学全体から、学部･学科の
理念・目的まで一貫した考えに基づいて作成してある。
・学長室教育研究基盤WGにより大学の理念を長期にわたり計画的に推進してい
る。特にその中で大学の姿勢として学生本位主義を定め、学生を中心にした教
育・学生支援体制を全学的に行っている。

【学部全体】
・教育面では、学士課程教育に関する中央教育審議会の答申に基づき、文部科学
省の方針に対応した新教育体系を平成24年度より導入・実施した。

【研究科】
・大学院においても大学院活性化WGで常に現状を見直しながら、指導体制を見
直すとともにカリキュラム改正を行っている。

②改善すべき事項
【大学全体】
・大学の理念･目的の大学構成員（教職員および学生）への浸透については、オリ
エンテーションや教授総会等の機会を利用して周知を徹底しているが、周知方
法が有効に機能しているかを検証し、その有効性を確認する必要がある。

【学部全体】
・教育開発センター内に調整会議を設置し、運用状況等のPDCAサイクルを回す
こととしているが、着実に推進できるよう改善する必要がある。

【研究科】
・大学院進学率に関しては、社会的要請に応えるため引き続き高めていくことと
する。学部生に大学院進学への意義を早期から周知する。学部大学院一貫教育
プログラムを検討し実施していくようにする。
・大学院の理念・目的についても、構成員にさらに周知徹底する必要がある。

３．将来に向けた発展方策

【大学全体】
・近年の少子高齢化、大学全入時代という時代の変化に対応し、教育研究の一層の
充実を図る必要がある。そのため、長期方針で定めた教育、研究、社会貢献にお
ける３本柱（学生本位主義に基づく教育・学生支援、先端的研究の推進と支援、
地域連携・地域貢献の推進）を本学の個性（強味）として定着させる。特に教育
面では、平成24年度に新教育体系に沿ったカリキュラムをスタートさせたが、
PDCAサイクルを回して、より充実したものに改善していく必要がある。
・より社会に開かれた大学としての位置付けを高めていく必要がある。本学は、
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様々な地域社会との連携が強みの一つであるので、産学官連携による教育研究、
本学資源の地域市民の利用促進、研究成果の社会利用の貢献、国際化の推進等、
工科系大学ならではの社会貢献をより明確に推進する。
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基準Ⅱ　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

＜１＞教育研究組織の編成原理
本学の基本的教育研究組織は、学部学科制 ( 教育研究一体型 ) のディシプリン
制を採用しており、学士課程と大学院との関係は直結型をとっている。

＜２＞理念・目的との適合性
現在の学部・学科、研究科および附置研究所・センター等などの教育研究組織
は、次頁の神奈川工科大学教育研究組織図に示すとおりである。本学は昭和 50
年の設立以来、伝統的な工学系大学として発展を続け、産業の基幹技術を担う技
術者の育成に努めてきた。しかし、20世紀末からの情報通信技術の著しい発展、
また最近の生命科学の急速な進展により、工学における学問分野は多様化し、そ
の教育研究領域は従来の伝統的な学問分野の分類ではカバーしきれなくなってき
た。このような学問分野の変化とそれに伴う産業構造の変化に対応するとともに、
将来の学問研究の方向性を見据えて、本学では大胆かつ計画的な教育研究組織の
改革を進めてきた。まず、平成 15年からは、高度情報化社会を迎える社会のニー
ズを踏まえて、新たに「情報学部」を設置した。さらに、平成 20年度には、工
学部を改組し、工学部に加えて、創造性に富んだ専門技術者を育成するため、新
たに「創造工学部」を設置するとともに、工学としての基礎領域を包括しつつ、
より幅広い「生命科学」を担う人材育成のための学問領域を扱う学部として「応
用バイオ科学部」を設置し、平成 22年度に栄養生命科学科を開設した。以上の
組織改革により、現在の学士課程は４学部 11学科構成となっている。
また、大学院（博士前期課程・博士後期課程）は、学士課程と直結型に構成し
ている。平成 22年４月には、ロボット・メカトロニクスシステム専攻を新設（博
士前期課程）し、現在１研究科６専攻を設置している。
本学では上述のように、社会のニーズに対応すべく研究教育組織の改変を適切
なタイミングで実施し、変化する産業社会の発展に貢献し、さらに地域社会や地
域産業を支える技術者の養成に努めてきた。これは、本学の建学の理念である「創
造性に富んだ技術者を育て、科学技術立国に寄与するとともに、教育・研究を通
じて地域社会との連携強化に努める」を実践するものである。
さらに、以下に述べる全学的組織を設置し、多角的な視点に基づいて建学の理
念・目的の実現のための教育を実践している。
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①基礎・教養教育センター
基礎・教養教育センターは、豊かな人間性を育み、広い視野と総合的な判断力
を養い、社会人として必要な学士力を身に付けることを目的とした全学部に共通
する基盤教育を行うことをミッションとしている。その内容は、人文・社会系列、
保健体育系列、外国語系列、数学系列、物理系列、化学系列で構成されている。
また、教職課程や学芸員課程の教育も担っている。
②附属図書館
所蔵冊数は 174,618 冊であり、このうち 1,027 冊が電子書籍となっている。
また、学術雑誌については、電子ジャーナルが 4,588 タイトル、冊子体が 732
タイトルであり、欧文学術雑誌はほぼ 100%…電子版となっている。
また図書館ホームページトップに各種専門データベースへの直接リンクを設け
るとともに、全世界の学術情報を一括検索し関連度順に表示する検索システム
ディスカバリーサービスを導入し、電子資料から冊子体まで媒体を問わないポー
タルサイト環境を整備し、学生、教職員が必要な情報にアクセスする事を可能と
している。
③情報教育研究センター
平成25年度現在、研究部門として「情報教育研究室」「高速ネットワーク研究室」
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「計算理工学研究室」「デジタルコンテンツ研究室」の４研究室を運営し、毎年研
究報告を発行している。教育部門として、ＰＣ教室（６室）、ＰＣ自習室（２室）、
ＰＣ演習室（１室）の整備・運用や e-learning サービスなどのＩＴを活用した
教育に関する支援を行っている。また、本学教育用ＰＣのソフトウェアを解説し
た教科書「理工系パソコン工房」を発行し、新入生全員に配布している。さらに、
ＩＴを利用した教育の研究や事例などの発表の場として、「ＩＴを活用した教育
シンポジウム」を毎年開催している。
④工学教育研究推進機構
教育推進機能と研究推進機能から構成されている。教育推進機能は、学部、大
学院教育を補完するとともに、本学が重視する「創造性・知的好奇心を育む体験
型教育」を具現化することをミッションとしており、回路デザイン教育センター、
自動車工学センター、ロボット・プロジェクト棟工作室、バイオサイエンスセン
ターと実験教育部門（物理実験室と化学実験室）の各体験型教育機能を備えてい
る。
一方、研究推進機能は全学的な研究の統括、推進をミッションとし、次世代セ
ンシングシステム研究所、先端工学研究センター、ヒューマンメディア研究セン
ター、環境技術開発センター、先進太陽エネルギー利用研究所、健康生命科学研
究所、生物有機化学研究所、セキュリティ研究センター、スマートハウス研究セ
ンター、健康福祉支援開発センター、先端自動車技術開発研究所の各研究組織を
設置している。
さらに教育・研究の両推進機能を支援する部門として工作工場・技術支援室を
併設している。以上の機能を備えることから、本機構は本学における教育研究活
動の中核と、科学技術教育の拠点として位置づけられている。
また、附属のリエゾンオフィスは、産学連携の推進をミッションとしており、
冊子の配布や企業との交流会を実施し、本学の研究開発状況を産業界へ紹介して
いる。また、定期的にセミナーやシンポジウムの企画、開催を行っている。
⑤教育開発センター
本学の教育活動の支援・活性化を目的として、平成 13年度に設置された。主
な活動は、本学の教育の中長期的な展開の検討および教育効果向上と教育の質保
証のためのＦＤ（Faculty…Development）・ＳＤ（Staff…Development）活動の企画・
実施である。具体的には、教職員研修会を年に数回実施して本学の現状・課題の
共有や教育活動の相互理解の促進をはかっている。授業改善を目的とした活動と
して、「学生による授業アンケート」を毎年実施し、その結果を教員のコメント
を付した冊子「より良い教育を目指して」にまとめて教員・学生に公表している。
また、「授業公開」期間を毎年設けて、教員相互で授業内容や実施環境の改善に
役立てることを目指している。これらのＦＤ、ＳＤ活動に加えて、本学の教育体
系の計画・立案、実施状況の検証、改善案の策定を任務としている。さらに、１
年次学生の学習支援を主な目的とした基礎教育支援センターを運営しており、「英
語」「数学」「物理」「化学」などの基礎科目について学生への個別指導と、学習
支援の冊子として「まなびゲーター」と「パワーアップノート」を発行している。
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⑥国際センター
平成18年度の発足以降、海外の教育・研究機関等との学術交流協定の締結、海
外研修等の教育支援、留学生の受入れや学習・生活の指導等を行っている。中でも
平成25年度には政府系派遣留学生の推薦入試制度の検討、別科における学部進学
希望を前提としたけカリキュラムの改訂など多くの外国人留学生を受け入れるため
の新たな取り組みを行っている。また、現在20の高等教育機関と学術交流協定を
締結して語学･専門研修、異文化体験など多くの学生を送り出しグローバル化に対
応している。語学力を上げるための取り組みでは英語学力判断テスト ｢ＴＯＥＦＬ
－ｉＢＴ｣ の公式試験会場として年３回学内で試験を実施し、平成24年度からは
ＴＯＥＦＬに代わりＴＯＥＩＣ－ＩＰテストを学内で行っている。留学生に対する
奨学金候補者の学内選抜を適宜行うとともに、留学生と日本人学生の定期的な交流
を促すインターナショナルクラブの運営や、留学生の出身国を紹介するフェアを定
期的に開催している。平成25年度には、本学と協定校との学術交流を目的とした
国際シンポジウム（協定校より19名の研究者を招聘）の運営事務局を担うなど、
学内の国際案件を一元的に担当している。

＜３＞学術の進展や社会の要請との適合性
学術の進展に対応するため、学科単位では教員による学会活動などを通して専
門分野における動向について情報収集を行い、当該学科の教務担当の教員を中心
に教育研究内容について適合性や改革の必要性を判断している。また、大学全体
としては、学長室において様々な情報媒体から情報収集を行い、教育研究組織の
適合性を判断している。
一方、社会の要請に対しては、主に入口側からの要請に対応するため、企画入
学課により高校生が専攻したいと希望する学問分野について、大手予備校主催の
セミナーへの参加や資料入手などの手段により定期的に調査結果を収集し、これ
らのデータを分析するとともに学長室において精査し、教育研究組織の適合性判
断の手掛かりとして利用している。

（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
学部の教育研究組織の適切性や改変の必要性の検証は、学長を委員長とする長期
計画委員会が担っている。特に、学部・学科の改組にあたっては、その都度、長期
計画委員会の傘下に委員会を設置して検討している。直近では、平成25年４月に学
部学科再編委員会を設置し、新たに看護学部の新設や工学部内への臨床工学科の設
置について検討し、その必要性を長期計画委員会に答申した。また、同委員会の傘
下に既存の学部学科についての適切性を検証するＷＧを設置し、創造工学部３学科
について、当該学科に関連する産業界の将来展望との関係から教育研究内容や規模
の適切性を検証し、その結果について長期計画委員会に答申した。これら長期計画
委員会での審議結果は、合同教授総会・理事会の承認を経て、実行に移している。
一方、大学院の教育研究組織については、専攻主任会議およびその傘下の大学院
活性化委員会により検証している。
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以上の学部、大学院のいずれにおいても教育研究組織の適切性の検証にあたって
は、1）本学の建学の理念、教育目的に沿ったものかどうか、2）入口、出口双方に
おけるニーズが見込まれるか、人的、設備的、経済的な経営リソースの観点から当
該組織の運営に問題がないか、などを基準として行っている。
また、常設の委員会とは別に、学長室ＷＧとして、アドホックな課題や迅速な意
思決定が求められる課題などについて、学長指名の少人数メンバーで検討が行われ
ている。平成25年度においては、教育研究基盤ＷＧ、研究活性化ＷＧ、地域連携Ｗ
Ｇ、グローバル化ＷＧが設置され各々の課題について検討を進めた。
設置形態を超えた大学間連携については、本学ではまだ具体的例は少ないが、こ
れまでに中国の揚州大学の大学院との間でダブルディグリープログラムを設けてお
り、このプログラムによる留学生を受け入れている。
教養教育として、倫理系、人文社会系、健康スポーツ系、英語基礎系、言語応用
系、数理情報系、キャリア系の科目を全学共通の基盤教育として、主に基礎・教養
教育センターが担当している。教育の内容や実施方法について検証するとともに、
各学部・学科の意見を反映するために年数回、基礎・教養教育センター運営会議が
開催されている。運営会議の構成員は、センター所長（学長が全学的立場から指
名）、系列総会長（センター教授の中から選出）、各系列代表（人文・社会、物
理、化学、数学、外国語、保健体育、教職）と各学科代表で構成されている。ま
た、系列会議ごとに、専門学科との意見交換会を年間２回（前期・後期）開催し、
意思の疎通を通して教育内容の充実を図っている。

２．点検・評価

①効果が上がっている事項（優れている事項）
・長期計画委員会およびその傘下のＷＧにより学部・学科の改組再編や新学科
新設などについて、社会情勢や高校生の意識調査などを踏まえながら検討を進
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め、生命系学科の新設や既設学科の定員変更などを決定するなど、組織改革を
推進して社会的要請に適切に対応している。
・平成24年度から新教育体系を導入し、このＰＤＣＡサイクルを推進するため教
育開発センターの下に拡大運営会議、調整会議、世話役会を設置した。
・大学院に関しては、大学院活性化委員会での活発な検討を経て、平成24年度か
ら新カリキュラムをスタートさせるとともに研究指導体制の見直しを実施して
いる。
・工学教育研究推進機構の下で11研究所による活発な研究活動が推進され、論文
などの研究成果も増えている。また、科研費の獲得件数も年々増加している。

②改善すべき事項
・本学は以前の単科大学時代からの流れを継承し、４学部体制となった現在でも
教授総会、教授会は４学部合同で開催している。教授総会、教授会の合同開催
は全学的な案件に対する迅速な意思決定が可能など多くのメリットがある。し
かし、一方で学部の特色を鮮明とするためには、他学部の理解が必要であり、
そのための負担が増えている。特に、最近では本学の教育研究分野が生命分野
なども含む広範囲に及ぶものとなってきているため、学部色の濃い案件が増え
ており、全学的な部分と学部独自の部分をどのようにしてバランスをとるかが
課題となっている。この検討では、責任ある意思決定の観点から、学長の権限
と教授総会、教授会における審議事項の範囲についても合せて検討する必要が
ある。
・グローバル化について、本学学生の海外留学や海外からの留学生受け入れなど
従来から推進しているところであるが、海外に向けての情報発信が十分とはい
えず、海外向けホームページの充実などが必要である。

３．将来に向けた発展方策

将来に向けた発展方策として、以下の項目を重点項目として位置づけ、学長室に
ＷＧを組織し検討を進めている。
①教育研究に関する中・長期目標（教育研究基盤ＷＧ）
・平成24年に導入した新教育体系の推進とより成果をあげるため、ＰＤＣＡサイ
クルの組織的運営の強化および体系の改善に関する検討
・内外情報収集・分析等のＩＲ（Institutional…Research）体制構築

②研究活性化（研究活性化ＷＧ）
・若手教員支援、学生の参加、
・研究所単位、研究室単位で実施されている個々の研究をまとめてプロジェクト
化するための仕組みづくり
・先進技術研究所による実用化研究の推進

③グローバル化（グローバル化ＷＧ）
・グローバル人材の育成、海外知名度向上

④学部長の役割・学部の運営（副学長・学部長会議）
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⑤情報セキュリティの全学的推進（情報セキュリティＷＧ）
⑥地域連携の推進（地域連携推進ＷＧ）
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基準Ⅲ　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＞教員に求める能力・資質等の明確化

【学部】
本学が教員に求める能力・資質等については、以下の示す通り教育職員選考
規程第２条から第５条に明確に定めている。
１）第２条（教授の資格）
教授となることのできる者は、教育上の経験及び識見を有し、次の各号の
一に該当する者とする。
（１）博士の学位を有する者
（２）公刊された図書、学術雑誌、学会誌における論文等により、研究

上の業績が前号のものと同等と認められる者
（３）高等専門学校以上の学校において、10年以上の教歴を有し研究

上の業績がある者
（４）前号の者と同等の資格があると認められる者

２）第３条（准教授の資格）
准教授となることのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
（１）博士の学位を有し、かつ教育上の識見を有する者
（２）教育上の経験年数が５年以上あって、研究業績の顕著な者
（３）前号の者と同等の資格があると認められる者

３）第４条（専任講師の資格）
専任講師となることができる者は、次の各号の一に該当する者とする。
（１）専攻分野において教育･研究上の能力及び業績が優秀と認められ

る者
（２）大学において助手、実験講師又はこれに準ずる職務に５年以上勤

務し業績顕著な者
４）第５条（助教の資格）
助教となることのできる者は、次に該当する者とする。

大学院の修士課程修了者で研究能力が優秀と認められる者

そのほか、本学の教育研究等を推進するために、以下の職位を定めている。
５）特任教授、特任准教授
神奈川工科大学特任教員規程第１条に、本学の教育研究または組織運営上
等の目的で、先端的、学際的、総合的な教育研究、短期間の教育研究、専門
的な企画・運営上の諸問題等で特別な任務に従事できる教員と定めており、
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同規程第２条にその資格として、教育職員選考規程第２条および第３条の要
件を満たし、かつ、本学教員に準じて教育研究の振興発展に貢献できると認
められる者と規定している。
６）戦略的教員
社会の多様なニーズに迅速に対応し、教育、研究、地域貢献、その他関係
する分野において、法人の戦略的目的を達成するために必要があるときは、
通常の専任教員のほか、「戦略的教員」を置くことができる。戦略的教員の
種類・名称は、特命教員（特命教授、特命准教授、特命講師）とする。
７）客員教員
教育研究上特に必要があると認めたときは、客員教授を置くことができる。
学外機関との教育研究協力協定等により必要とする場合は、客員教授の他、
客員准教授を置くことができると規定しており、資格については、同規程第
２条に客員教授及び客員准教授は、別に定める教育職員選考規程第２条（教
授の資格）又は第３条（准教授の資格）の要件を満たし、かつ、本学教員に
準じて教育研究の振興発展に貢献できると認められる者とすると規定してい
る（根拠資料３−１：教育職員選考規程、３−３：特任教員規程、３−４：戦
略的教員に関する規程、３−５：客員教員規程）。

【大学院】
社会的使命を果たす大学院として、教員の能力・資質は以下のように規程に
定めている（根拠資料３−６：大学院工学研究科担当教員の資格審査基準に関
する規程）。
大学院教員を拡大構成員（主として博士前期課程の講義、指導）と構成員（博
士後期課程の講義、指導）に分け、教員任用に係る資格を次のように区分する。
１）拡大構成員は、博士の学位を有する教授、准教授もしくは講師で、研究上

の業績を有し、かつその担当する専門分野に関し高度の教育研究上の指
導能力があると認められる者で、表１の資格区分に従うものとする。た
だし、講師については、当該専攻で大学院生指導の体制を整えられる場
合に限るものとする。また、特殊な専門分野においては、博士の学位を
有していなくても、博士の学位を有している者と同等以上の業績がある
と認められる場合は、博士の学位を有している者とみなすことができる。

２）構成員は、博士の学位を有する教授もしくは准教授で、研究上の顕著な業
績を有し、かつその担当する専門分野に関しきわめて高度の教育研究上
の指導能力があると認められる者で、表１の資格区分に従うものとする。
ただし、准教授については、研究科委員会拡大構成員としてM 合の資格
を得たのち通算して２年以上経過していることを条件とする。また、特
殊な専門分野においては、博士の学位を有していなくても、博士の学位
を有している者と同等以上の業績があると認められる場合は、博士の学
位を有している者とみなすことができる。
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表１　任用に係る審査基準

資格区分 学術研究論文 ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀｰによる
場合

拡大構成員

Ｍ講　教授・准教授・講師・
非常勤講師 学会誌論文　１編 １点

Ｍ合　教授・准教授・講師 学会誌論文　２編 ２点

Ｍ合　教授・准教授・講師 学会誌論文　３編 ３点

Ｄ合　教授・准教授 学会誌論文　３編 ３点

構成員 Ｄ合　教授・准教授 学会誌論文　４編 ４点

[記号についての注記 ]
Ｄ合　：　博士後期課程の研究指導及び講義担当適格者
Ｄ合　：　博士後期課程の研究指導の補助並びに講義（及び実験）担当適格者
Ｍ合　：　博士前期課程の研究指導及び講義担当適格者
Ｍ合　：　博士前期課程の研究指導の補助並びに講義（及び実験）担当適格者
Ｍ講　：　博士前期課程の講義（及び実験）担当適格者をそれぞれ示している。

＜ 2 ＞ 教員構成の明確化
①教員１人あたりの学生数
表 2に本学の学科別教員数を示す。本学では、きめの細かい教育を実践す
るため、従来から少人数教育を重視しており、平成 24年度から導入された新
教育課程においてもユニットプログラムなどの PBL を基本とした少人数教育
に力を入れているところである。このような少人数教育を実践するために表 2
に示すように、大学設置基準数を十分上回る数の教員を配置している。
表２　学科別教員数（平成 25年４月１日現在）　　　（　）内は女性教員数

学部 学科 教授 准教授 講師 助教 助教以
上合計 助手 合計

工学部

機械工学科 11(1) 8 4 23(1) 2 25(1)
電気電子情報工学科 7 2 1(1) 2 12(1) 12(1)
応用化学科 7 5 12 12

情報学部

情報工学科 11(1) 6 3 20(1) 1 21(1)
情報ネットワーク・コミュ
ニケーション学科 6(1) 5(1) 1 3 15(2) 15(2)

情報メディア学科 9 7 1 4(1) 21(1) 21(1)

創造工学
部

自動車システム開発工学科 10 2 5 17 17
ロボット・メカトロニクス
学科 7 6 13 　 13

ホームエレクトロニクス開
発学科 5(1) 1 1 1 8(1) 8(1)

応用バイ
オ科学部

応用バイオ科学科 7(1) 5 12(1) 12(1)
栄養生命科学科 8(4) 6(5) 1(1) 15(10) 5(4) 20(14)

計 88(9) 53(6) 4(1) 23(2) 168(18) 8(4) 176(22)
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②年齢・性別・キャリア・国籍
表３に教員の年齢構成を示す。55 歳以上の年齢層が他の年齢層に比べやや
多い構成となっている。これは、本学では「幅広い職業人養成」「高度専門職
業人養成」を重視し、特に教授の採用においては企業経験者を積極的に採用し
ているためである。理想的には、各年齢層にバランスよく分布することが望ま
しいと考えられるが、この教育目標とのバランスから上記分布は許容範囲内と
考えている。
教員構成における性別は男性 172 人、女性 22人となっている。また、国籍
は全て日本となっている。キャリアは、それぞれの学部学科の教育目標、教育
研究内容に対し満足できる人員配置となっている。
表３　教員の年齢構成（平成 25年４月１日現在）

学部 29−34 35−39 40−44 45−49 50−54 55−59 60−64 65 以上

工学部 2 1 7 6 5 6 9 11
情報学部 6 6 13 7 12 4 5 3
創造工学部 1 2 6 4 5 7 10 3

応用バイオ科学部 0 0 6 6 6 2 1 6
センター等 0 3 2 2 3 5 7 4
合計 9 12 34 25 31 24 32 27

③任期制等の条件付き採用
本学では、任期制教員制度を平成 17年より導入している。その目的は、教
育職員の多様化と流動化を促進することにより、本学の教育・研究の活性化と
発展を図ることである。任期は最長５年とし、助教および講師については、３
年以内の期間に限り、通算 8年を超えない範囲で再雇用が認められる。また、
任期途中でも一定の条件を満たせば、期間の定めのない雇用への変更を可能と
している（根拠資料３−７：任期制教員に関する規程）。
④教員組織構成上の留意点の明確化
各学科の教育研究分野の特色、将来計画、年齢構成などに基づいて教員を適
切に配置することに留意している。
⑤専兼比率の実態およびその適切性についての判断
学科の専任教員の担当比率は、全学科の平均で 79.8% である。専任の持ち
コマ数負担軽減（学生とのコンタクトタイムの確保等）と必修科目を極力専任
教員が担当することに配慮していることなどを考慮すると、この専兼比率はや
むを得ないものと判断している。
また、教養科目を担当している基礎・教養教育センターの専任教員の担当比
率は 37.8% である。兼任教員が担当する科目についても専任教員が計画・管
理していること、基礎・教養教育センターが担当する科目は全学生を対象とし
ていること、少人数クラスを実施していることなどから、この専兼比率は適切
であると判断している。
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＜３＞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
①教育に関する諸権限と責任は、教員個人ではなく教育組織に帰属
学科における教育は教室会議において審議され、学科長が責任を負う。全学
的には、長期計画委員会、大学協議会、合同教授総会にて審議され、最終責任
は学長に帰属する。
研究科においては、専攻における教育は専攻会議において審議され、専攻主
任が責任を負う。研究科全体では、専攻主任会議、研究科委員会にて審議され、
最終責任は研究科長に帰属する。
②教養教育の全学実施体制における連携体制と責任
教養教育はこれを主に担当する基礎・教養教育センターによって全学的に実
施されている。全学的連携体制を確保しながら基礎・教養教育センターを運営
するため、同センター所長、系列総会長および各系列代表と学科の代表で構成
される運営協議会が設置されている。さらに、各系列においても、学科との連
携をとるために各学科の教務担当教員あるいは学科長を含めた系列会議を年 2
回開催している。

（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 ＞編制方針に沿った教員組織の整備

各学科の教員組織は、各学科の教育目標と将来計画に基づいて整備されるとと
もに、以下の点についても考慮して整備している。
①学科のコア科目を専任の准教授以上が担当すること
②本学の特徴とするユニットプログラムなどの少人数教育を実行するために必要
な教員数であること

＜ 2 ＞授業科目と担当教員の適合性を判断する仕組みの整備
授業科目と担当教員の適合性については、各学科、基礎・教養教育センターの
教務担当委員を中心に学科会議で検討し、教務委員会で確認している。

＜ 3 ＞研究科担当教員の資格の明確化と適正配置（院・専院）
博士前期課程、博士後期課程において、授業担当、研究指導担当の資格を前述
の大学院工学研究科担当教員の資格審査基準に関する規程において明確に定めて
いる。配置については、専門分野ごとに合教員を中心にグループ化し講義科目を
調整するなど適正化を行っている。
チェック体制としては、5年ごとに全教員について資格審査基準を満たしてい
るか確認することとし、平成 25年度に実施した。

（３）教員の募集・採用・昇格は適切に行われているか
＜ 1 ＞教員の募集・採用・昇格等に関する規程および手続きの明確化

教員の募集 ･採用 ･昇任等に関する規程および手続きについては以下に示すよ
うに規程に明確に定められている。
①教員の採用：教育職員選考規程、人事委員会規程、教育職員の採用候補者選考

に関する申し合わせ、特任教員規程、客員教員規程
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②昇任審査：昇任審査に関する規程
③教員任用審査：大学院工学研究科担当教員の資格審査基準に関する規程

＜ 2 ＞規程等に従った適切な教員人事
教員の採用においては、研究業績に加え、一定年数以上の教育経験と見識を有
する者、またはこれと同等とみなす資格を有する者であるとの条件が教育職員選
考規程に明記されている。また、昇任においては、人事委員会の下に設置される
昇任審査会が、学科等から提案される教員の昇任人事を審査する。当審査会にお
いて、教育・研究・業務に関する事項について審査し、その結果を人事委員会に
提案することと規定に定められている。
最終的には合同教授会の審議を経て理事会で承認される。

（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 ＞ 教員の教育研究活動等の評価の実施

本学では、教育、研究、業務の 3分野について自らを評価する自己評価の制
度を設けている。評価は、分野ごとに項目を設け、それぞれの項目について点数
で評価する。この評価の実務は、自己評価委員会によって年１回実施され、全教
員が参加している。また、評価結果については、自己評価委員会から内部質保証
委員会へ報告されている。

＜ 2 ＞ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）の実施状況と有効性
教育開発センターのもと、以下のＦＤ活動が行われている。
①新規採用の教員に対して、年度頭初に、本学の概念、目的、教育基本法の理
解から教員の役割とモラルまでを内容とする新採用教員研修会を実施してい
る。
②全教員の授業内容に対し、学生によるアンケートを実施し、教員にフィード
バックしている。
③大学を取り巻く環境や教育について議論し、問題点の抽出や教育の質の向上
を目的として教職合同による教職員研修会を開催している。2年間に6回開
催し、各教員はその中の1回に参加する。平成24年度までは、１泊２日で開
催した。平成25年からは、1日間の研修としている。
④外部のＦＤの専門家によるＦＤ講演会を教員向けに実施し、教員の意識向上
が図られている。
⑤授業公開月間を設け、他の教員の授業を見学する機会を提供している。

２．点検評価

①効果が上がっている事項（優れている事項）
・平成24年度から導入された新教育体系ではカリキュラムを大幅に見直すとと
もに、各学科の教育体系を俯瞰できるカリキュラムツリーやカリキュラムポリ
シーなどを整備し、これにより、各学科の教育内容は従来よりもさらに教員個
人ではなく学科組織の責任のもとで決定されたものになっている。
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・教養教育は全学実施体制をとっているが、実施主体の基礎・教養教育センター
の会議には各学科の教員が構成メンバーとして加わっており、連携体制のもと
で学科の方針が反映した教養教育を実施している。
・学部に続いて、平成24年度からは大学院においても学生に対し授業アンケート
を実施しており、その効果を授業に反映している。

②改善すべき事項
・本学が求める教員組織の編制方針や教員組織構成上の留意点については、全学
的に情報共有を図ると同時に、社会に対しても明らかにする。
・平成24年度から導入した新教育体制のPDCAサイクルを推進するため世話役会
議、調整会議を設置して各学科、基礎・教養教育センターの連携体制をとって
いるが、従来から基礎・教養教育センターと各学科との連携をとるために開催
されてきた系列会議がそのまま存在するので、同目的に対し二つの会議が存在
し、今後は重複部分についての整理が必要である。
・授業公開月間を設け、他の教員の授業を見学する機会を提供しているが、参加
者は少ない。学生に人気の高い授業などを紹介して参加者の増加に努める。

３．将来に向けた発展方策

・教養科目に対する基礎・教養教育センターと各学科間の連携体制は整っている
が、専門基礎科目を学部内で共通化して共同で開講するなど、学部における学
科間の連携も必要であり、学科間の壁を低くするとともに、このような連携強
化を可能にする教員組織の在り方を検討する。
・教員の多様化を図るため、外国籍教員の採用、女性教員の増加などを検討する
とともに、教育、研究、業務に対するエフォート率も全教員に画一的な比重を
求めるのではなく、各教員の資質や個性を反映し、教員組織全体として最大限
のパワーが発揮できる仕組みを検討する。
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基準Ⅳ　教育内容・方法・成果

［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＞学士課程・博士前期課程・博士後期課程の教育目標の明示

学則の第１章理念・目的で記載した教育目的の達成を目指し、教育目標を明確
に定め、履修要綱に明記している。

＜２＞教育目標と学位授与方針との整合性
学科、研究科・専攻の教育目標を踏まえ、学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）
を履修要綱に明示し整合性を図っている。その内容は、以下のとおりである。（根
拠資料４−１：履修要綱（大学・大学院））
■学科の学位授与方針
　１）工学部
①機械工学科
【意識・自覚】
（a）社会的視野と広い知識を持ち、モラル意識の高い社会人として社会

に貢献できる。
（b）技術者として、地球環境や社会全体の事を考えたバランスのとれた

倫理観を持ち、専門家としての社会的責任を果たすことができる。
（c）国際的視野を持ち、国際社会における出来事に対して正しい解決策

を見いだせる。
（d）国内・国外を問わず、会話・記述・電子媒体等を活用して他者とコ

ミュニケーションをとることができる。
（e）健全なる心と体を持ち、技術者としての自覚の下、健康な身体を維

持することができる。
【工学基礎知識・技能】
（f）数値および図表による表現などを使って技術的問題を分析できる。
（g）数学・自然科学および情報技術に関する基礎知識に基づいて問題を

解決できる。
【機械工学専門知識・応用・創造性】
（h）機械技術と機械工学の基礎知識を理解し応用できる。
（i）機械技術と機械工学および関連技術分野の知識を総合して技術的問

題を解決することができる。…
（j）機械工学専門知識と機械設計スキルを用いて実際に機械をデザイン

することができる。
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【自主性・協調性・総合的解決】
（k）自己成長意欲をもち自主的・継続的に学習できる。
（l）口頭発表・論文発表等におけるプレゼンテーションにおいて活発に

議論することができる。
（m）チームを編成して協力・協調しながら計画的に仕事をまとめること

ができる。
（n）人文・社会科学・数学・自然科学・情報技術および機械工学の知識

を総合的に活用して社会の要求を解決できる。
②電気電子情報工学科
【技能・表現】
（a）電気電子情報工学の基礎・専門技術を身に付け、それらを実際に応

用することができる。
（b）個々の適性に応じた専門分野の基礎を身に付け、それらを応用し、

社会に貢献できる。
（c）日本語の論述力、研究発表やグループ討論等でのコミュニケーショ

ン能力を身につけ、自己の考え方を表現・発表ができる。
（d）電気電子情報工学科に関連した種々の課題を解決できる。
【思考・判断】
（e）技術者として、科学・技術・社会・環境の連携を認識し、柔軟な技

術の展開と同時にその社会的な影響と責任を自覚できる。
（f）時間的効率と期限を考えて、計画を進めることができる。
【知識・理解】
（g）技術者として必要な数学、自然科学および情報技術の基礎が理解で

きる。
（h）電気電子情報工学科の専門技術に関する知識を有する。
（i）電気電子情報工学科に関連した種々の課題を理解できる。
【関心・意欲・態度】
（j）探求心を持ち、向上意欲のある技術者を目指し、自主的・継続的に

学習できる。
（k）国際性を含めた幅広い視野と教養を持ち、技術者としての責任と倫

理観を身につけ、社会に対応できる。
③応用化学科
【技能・表現】
（a）化学分野の技術を通じて、人類・社会に貢献できる。
（b）口頭発表やグループ討論ができ、かつ論理的な報告書が作成でき

る。
（c）周囲とコミュニケーションをとり計画を進めることができる。
【思考・判断】
（d）技術者として、科学・技術・社会・環境の連携を認識し、社会への

影響と責任を自覚できる。
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（e）種々の事象に対してその問題点を発見・把握でき、設定した目標を
計画的に達成できる。

【知識・理解】
（f）数学、自然科学および情報技術の基礎的事項が理解できる。
（g）化学分野に関する基礎知識や実験技術を身に付け、それらを応用で

きる。
（h）化学分野に関連した種々の課題や問題を解決できる。
【関心・意欲・態度】…
（i）自己成長意欲をもち、自主的・継続的に学習できる。
（j）自然現象・社会・文化と科学技術との関わりについて認識を深める

ことができる。
（k）語学力を身につけ、国際社会に対応できる。

　２）情報学部
①情報工学科
【技能・表現】
（a）技術者として、情報システムの開発・設計・製造・運用を通して情

報技術の発展に貢献できる。
（b）自らの考えを他者に理解できるように伝達できると共に、相手の考

えを十分に把握し、論理的な討論ができる。
【思考・判断】
（c）技術者として、科学・技術・社会・環境の連携を認識し、情報技術

に対する社会的な影響について倫理観を自覚できる。
（d）品質・コスト・期限などを考慮し、計画的に物事を進めることがで

きる。
【知識・理解】
（e）コンピュータのハードウェア、ソフトウェアに関する要素技術が理

解できる。…
（f）情報工学の専門技術に関する知識を有し、それらを応用・展開でき

る。…
（g）情報工学に関連した種々の工学的課題を解決できる。
【関心・意欲・態度】
（h）自己成長意欲をもち、自主的・継続的に学習できる。
（i）共通教育を通じて自然・社会・歴史・文化に対する幅広い教養を持

ち、情報技術との関わりについて認識を持つことで社会に対応でき
る。

②情報ネットワーク・コミュニケーション学科
【技能・表現】
（a）技術者として、情報ネットワークシステムの開発・設計・製造・運

用を通して情報ネットワーク技術の発展に貢献できる。
（b）自らの考えを他者に理解できるように伝達できると共に、相手の考
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えを十分に把握し、論理的な討論ができる。
【思考・判断】
（c）技術者として、科学・技術・社会・環境の連携を認識し、情報ネッ

トワーク技術における社会的な影響と責任を自覚できる。
（d）品質、コスト、期限、安全性などを考慮し、計画的に物事を進める

ことができる。
【知識・理解】
（e）情報、ネットワーク、セキュリティに関する要素技術が理解でき

る。
（f）情報ネットワーク分野の専門技術に関する知識を有し、それらを応

用できる。
（g）情報ネットワーク分野に関連した種々の現実的課題を解決できる。
【関心・意欲・態度】
（h）自己成長意欲をもち自主的・継続的に学習できる。
（i）共通基盤教育を通じて自然・社会・歴史・文化に対する幅広い教養

を持ち、情報ネットワーク技術との関わりについて認識を持つこと
で社会に対応できる。

③情報メディア学科
【技能・表現】
（a）各種情報メディアに関する技術とコンテンツについて基本的な専門

知識を身に付け、新たなシステムやコンテンツを創作できる。
（b）自分の思考や判断のプロセスを口頭表現や文章表現によって的確に

伝えることができるプレゼンテーション能力、コミュンケーション
能力をもつことができる。

【思考・判断】
（c）科学・技術・環境の関係を認識し、社会に及ぼす影響を理解しつ

つ、自立的かつ論理的な判断ができる。
【知識・理解】
（d）技術者やクリエイタとして必要な数学・自然科学および情報技術の

理系の基礎知識を身に付け、芸術的創造性を発揮できる基礎的なス
キルを持ち、理系と制作系の両者を理解できる。…

【関心・意欲・態度】…
（e）他者の声に耳を傾ける態度で、世界的な視野から現状を的確に分析

し、根源的な問題を見出し、解決に必要な知識を自ら習得し継続的
に学習する意欲と関心をもつことができる。

　３）創造工学部
①自動車システム開発工学科
【技能・表現】
（a）工業製品の企画・開発・設計・製造・運用・評価を実行する基礎学

力と実行力がある。
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（b）日本語や各種技術表現法の高い論述力を身に着け、研究発表やグ
ループ討論を十分に行うことができる。

（c）技術的な内容について英語によるコミュニケーションができる。
【思考・判断】
（d）論理的な思考に基づき合理的な判断ができる。
（e）技術者としての倫理観を持ち、科学技術の展開とその社会的な影響

と責任について自覚できる。
（f）組織内でコミュニケーションをとりながら、期限と能率を考えて計

画的に仕事を進めることができる。
【知識・理解】
（g）自然科学、情報技術および工学の基礎を習得し、それらを応用でき

る。
（h）自動車工学・機械工学・電気電子工学の専門技術に関する知識を有

し、それらを応用できる。
（i）製品開発に関連した種々の課題を見つけ解決できる。
【関心・意欲・態度】
（j）柔軟な思考力と創造性を有し、社会の変化に対応できる。
（k）幅広い学問分野に興味を持ち続け継続的に自己成長できる。
（l）自然現象・社会・文化・人間と科学技術との関わりについて認識を

持ち、語学力を身につけ国際社会に対応できる。
②ロボット・メカトロニクス学科
【技能・表現】
（a）技術者として、専門知識や技術の活用および創造などの実践活動に

よって、豊かで、安心、安全な社会の実現に貢献できる。
（b）自分の考えを説明し、的確に伝えるための記述やプレゼンテーショ

ンができ、また他者の考えを尊重した討論ができる。
【思考・判断】
（c）技術者として、自然、社会、人間などで起こる事象や問題を多面

的、複眼的な視点から考えて、その本質や機序を見抜くことができ
る。

（d）適用する技術が人間、社会、自然におよぼす影響を倫理観と責任感
を持って正しく判断できる。

【知識・理解】
（e）人間科学、メカトロニクスに関する知識や技術を理解し応用でき

る。
（f）専門知識、技術を駆使して人や社会が求める幅広い関連課題を解決

できる。
【関心・意欲・態度】…
（g）自ら課題を設定し、実行するために必要な専門知識、技術を修得す

るための学習を自主的・継続的にできる。
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（h）広い視野をもって物事に対処できる。
③ホームエレクトロニクス開発学科
【技能・表現】
（a）技術者として、家電を含む電気電子機器の開発・設計・製造・運用

を通して社会の利益と安全に貢献できる。
（b）日本語の論述力、研究発表やチーム間でのコミュニケーション、英

語による国際的なコミュニケーションができる。…
【思考・判断】
（c）技術者として、科学・技術・社会・環境の連携を認識し、柔軟な技

術の展開と同時にその社会的な影響と責任を自覚できる。時間的効
率と期限を考えて計画的を進めることができる。

【知識・理解】
（d）数学、自然科学および情報技術の理系基礎が理解できる。
（e）家電工学の専門技術に関する知識を理解でき、それらを応用でき

る。…
（f）家電工学に関連した種々の課題を発見し、解決に向けたプロセスを

明らかにできる。
【関心・意欲・態度】
（g）自己成長意欲をもち自主的・継続的に学習できる。
（h）目的を設定し、失敗しても粘り強く取り組むことができる。

　４）応用バイオ科学部
①応用バイオ科学科
【技能・表現】
（a）技術者として、生命科学技術（医薬品･診断法･医療機器、食糧生産

技術、環境診断･浄化技術など）の開発・設計・運用を通して人類
社会の利益と安全に貢献できる。

（b）日本語の論述力、研究発表やグループ討論のコミュニケーション、
英語による国際的なコミュニケーションができる。

【思考・判断】
（c）技術者として、科学・技術・社会・環境の連携を認識し、柔軟な技

術の展開と同時にその社会的な影響と責任を自覚できる。
（d）時間的効率と期限を考えて計画的に物事を進めることができる。
【知識・理解】
（e）数学、自然科学および情報技術の理系基礎が理解できる。
（f）生命科学の専門技術に関する知識を応用できる。
（g）生命科学に関連した種々の課題を解決できる。
【関心・意欲・態度】…
（h）自己成長意欲をもち自主的・継続的に学習できる。
（i）共通教育を通じて自然現象・社会・文化と科学技術との関わりにつ

いて認識を持ち、語学力を身につけ国際社会に対応できる。
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②栄養生命科学科
【技能・表現】
（a）管理栄養士として、科学的センスに基づいた栄養・健康教育の展

開、食の選択や提案などを通して、人類の健康と人類社会の安全に
貢献できる。

（b）管理栄養士が活躍する場において、日本語での論述、研究発表やグ
ループ討論におけるコミュニケーション、国際化する社会にも対応
できるように英語でのコミュニケーションができる。

【思考・判断】
（c）管理栄養士として、人・科学・技術・社会・環境の連携を認識し、

柔軟な技術の展開と同時にその社会的影響と責任を自覚できる。
（d）管理栄養士として、人の健康を体のみならず心や社会と関連づけな

がら、食や栄養について考えることができる。
（e）時間的効率と期限を考えて、計画・立案を進めることができる。
【知識・理解】
（f）生命科学、健康科学や栄養科学などの自然科学、及び情報等の理系

基礎と専門技術を理解し、健康や食に関連した種々の課題を解決す
るために必要な専門技術を応用・展開できる。

【関心・意欲・態度】
（g）管理栄養士になることを目標とし、その目標達成のための自己成長

意欲を持ち、自主的・継続的に学習できる。
（h）解決すべき課題を発見することができ、積極的に解決しようと取り

組むことができる。
（i）共通教育を通じて自然現象・社会・文化と科学技術や人との関わり

についてグローバルな観点からの認識を持ち、国際社会にも関心を
持つことができる。

（j）管理栄養士として、人に対して尊敬や敬愛の念をもって接すること
ができる。

■大学院工学研究科の学位授与方針
　１）博士前期課程

コースワークにより所定の単位を修得し、リサーチワークにより特定の
課題について研究成果を修士論文として発表するか、または長期インター
ンシップの成果報告を発表し、審査に合格した上で、各専攻で定めた項目
を修得した学生に対して修士の学位を授与する。
①機械工学専攻
【高度な専門的知識・能力】
（a）ものづくりの基盤となる高度な専門知識を修得するとともに、その

過程を通して柔軟な思考方法や自ら課題を発見し解決できる能力を
修得することができる。

【俯瞰的なものの見方】



─ 45── 45─

（b）グローバルな視点を活かし、先端または学際的な分野にも対応でき
る柔軟で幅広い思考能力を修得することができる。

【専門応用能力】
（c）機械工学の柱となる機械力学、材料力学、流体工学、熱工学、生産

加工学の専門領域の進んだ知識を修得し、その知識を応用して幅広
い課題に対応することができる。

②電気電子工学専攻
【高度な専門的知識・能力】
（a）修得した専門知識と開発力を駆使して、困難な課題に対しても自ら

解決することができる。
【俯瞰的なものの見方】
（b）柔軟な幅広い視点を持ち、環境や社会の諸問題にも対応・展開する

ことができる。
【専門応用能力】
（c）電気電子工学の柱となる電力工学、電子物性工学、情報通信工学、

家電工学の各分野の専門知識を修得し、幅広い課題に対応・展開す
ることができる。

③応用化学・バイオサイエンス専攻
【高度な専門的知識・能力】
（a）応用化学および生命科学の分野の基礎知識と専門知識を身につけ

て、これを活用することができる。
【俯瞰的なものの見方】
（b）専門分野だけでなく学際的な分野にも対応できる広い視野のもと

に、課題を見つけだすことができる。
【専門応用能力】
（c）専門知識をもとに創造力と柔軟な思考力をもって課題を見出し、こ

れを解決することができる。
④機械システム工学専攻
【高度な専門的知識・能力】
（a）柔軟な思考方法や、自ら課題を探し解決することのできる技術を有

する機械システム技術者、研究者として自立的に発展することがで
きる。

【俯瞰的なものの見方】
（b）先端または学際的な分野にも対応できる柔軟で幅広い視野を持った

思考能力で評価・判断することができる。
【専門応用能力】
（c）機械システム工学の柱となる計算力学、熱流体力学、機械システム

制御等の専門領域の進んだ知識を修得し幅広い課題に対処すること
ができる。…

⑤情報工学専攻
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【高度な専門的知識・能力】
（a）高度情報研究者、技術者として様々な分野の発想ができ、柔軟な思

考方法や自ら課題を探し解決することが可能な応用力を持つととも
に自立的に発展することができる。

【俯瞰的なものの見方】
（b）情報工学に関する幅広い分野において基盤となる高度な専門知識と

幅広い視野を持ち、社会の高度情報化の急速な進展に柔軟に対応す
ることができる。

【専門応用能力】
（c）情報工学の中核的な技術となる計算機システム、情報認識工学、

ネットワーク化にとって重要な情報通信工学に関わる分野、社会や
文化の情報化にとって重要な情報システム工学、メディア技術、メ
ディアコンテンツに関わる分野の専門領域の進んだ知識を修得し、
幅広い課題に対処することができる。

⑥ロボット・メカトロニクスシステム専攻
【高度な専門的知識・能力】
（a）ロボット・メカトロニクス並びに福祉工学に関する専門的知識・技

術を身につけ、さらに柔軟な思考方法や物事の体系的な把握によ
り、自ら課題を探し解決することができる。

【俯瞰的なものの見方】
（b）先端的技術分野のみでなく、人間科学や福祉分野など学際的な分野

にも対応できる柔軟で幅広い視野を持ち、総合的な判断力を身につ
け、社会的ニーズを的確に捉えることができる。

【専門応用能力】
（c）専門領域の進んだ知識を修得し、さらに技術者としての倫理観を身

につけるとともにコミュニケーション力を身につけ、独自のアイデ
アを創出できるとともに他の専門家と協調して仕事を成し遂げるこ
とができる。

　２）博士後期課程
コースワークにより所定の単位を修得し、リサーチワークにより特定の
課題について研究成果を博士論文として発表し、審査に合格した上で、各
専攻で定めた項目を、修得した学生に対して、博士の学位を授与する。

＜３＞修得すべき学習成果の明示
本学が授与する学位については学位授与方針を定め、学位規則（昭和 28年文
部省令第９号）第 13 条第１項の規定に基づき、「大学学則」では「卒業及び学
位授与」、「大学院学則」では「課程の修了要件及び学位の授与」に規定している。
その卒業要件（学士）と修了要件（大学院）は各学則に定め、履修要領で明示し
学修成果としている。（根拠資料４−１：履修要綱（大学・大学院）、４−２：学則（大
学・大学院））
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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＞教育目標・学位授与方針と整合性のある教育課程の編成・実施方針の明示

学科、研究科・専攻の教育目標と学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）を踏まえ、
履修要綱に教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）を明示し整合
性を図っている。その内容は、以下のとおりである。（根拠資料４−１：履修要綱（大
学・大学院））
■学科の教育課程編成・実施方針
　１）工学部
①機械工学科
（a）国際的な社会人としての知識とモラルを修得する。
（b）語学能力およびコミュニケーション能力を修得する。
（c）工学基礎知識とその応用能力を修得する。
（d）機械工学基礎知識の習得と技術的問題解決能力を修得する。
（e）機械の設計・デザイン能力を修得する。
（f）自主的・継続的に学習する能力を修得する。
（g）チーム内での協力・協調能力を修得する。
②電気電子情報工学科
（a）低学年で電気電子情報工学の基礎、高学年でそれらを実際に応用する

際の考え方を修得する。
（b）個々の適性に応じ、専門分野についての基礎と応用力を修得する。
（c）自分の考えや成果を明確に相手に伝えるためのレポート作成能力及び

プレゼンテーション能力と相手の質問や意見を理解し的確にこたえ
る力を修得する。

（d）ゼミや卒業研究での企画・実行・分析の繰り返しによる、問題点を
明確にする力、技術の進歩に対応できる素養と習慣を修得する。

③応用化学科
（a）自然科学と応用化学の基礎学力を修得する。
（b）応用化学の基礎知識およびその応用力を修得する。
（c）実験技術および報告書作成能力を修得する。
（d）技術者倫理を修得する。
（e）自ら考え、自ら実行する力、コミュニケーション能力を修得する。

　２）情報学部
①情報工学科
（a）情報工学特有の広い応用分野で活用できる基礎力に支えられた汎用的

な技能を修得する。
（b）情報技術の発展に貢献できる深い教養と、安心・安全で快適な社会

環境の形成に寄与する幅広い視野と創造性を修得する。
（c）情報技術を活用する力、各種システム技術およびソフトウェア技術を

軸とする高度な専門性を修得する。
（d）情報工学周辺分野の専門家と協調し、大局的な視点から問題解決を

─ 46─



─ 47─

基
準
Ⅳ

─ 47─

図るためのコミュニケーション力を修得する。
②情報ネットワーク・コミュニケーション学科
（a）数理科学系科目を通して工学的な基礎知識を修得する。
（b）情報技術、ネットワーク技術、セキュリティ技術の基礎知識を修得

する。
（c）他人と協調、協働して課題の解決に当たる姿勢を修得する。
（d）技術者として必要とされる日本語能力やコミュニケーション能力を

修得する。
（e）情報ネットワーク分野の基礎知識を応用し、自ら問題の発見とその解

決に取り組み、主体的に行動する姿勢と創造する力を修得する。
③情報メディア学科
（a）全学共通の基盤教育科目、専門基礎導入科目を重点的に履修すること

により、豊かな人間性と社会性を支える広い教養を修得する。
（b）ICT の基礎知識を確実に身に付け、高度な専門知識を裏付ける基盤を

修得する。
（c）情報メディアセミナーや卒業研究等を通して、自ら問題の発見とその

解決に取り組み､ 主体的に行動する姿勢と創造する力を修得する。
　３）創造工学部
①自動車システム開発工学科
（a）数学・力学・情報技術の基礎学力を修得する。
（b）自動車工学・機械工学・電気電子工学の知識の習得と製品開発過程

へ適用する能力を修得する。
（c）自ら情報を入手し、問題解決能力を修得する。
（d）柔軟な思考力、独創性を修得する。
（e）組織で活躍するためのコミュニケーション能力・実践力を修得する。
（f）技術者倫理観の育成および社会的責任観・使命観を修得する。
（g）環境・安全・快適性に配慮し、他者を理解する能力を修得する。
②ロボット・メカトロニクス学科
（a）多面的、複眼的に事象や物事を捉え、本質を見抜く力を修得する。
（b）他者の考えを尊重するとともに、自分の考えを論理的、合理的に述

べる能力を修得する。
（c）自立的に目標や実行計画を立て、成し遂げる力を修得する。
（d）人間科学、メカトロニクスの知識や技術、応用能力を修得する。
（e）豊かな人間性を身に付けるとともに、技術者倫理を修得する。
③ホームエレクトロニクス開発学科
（a）数学、自然科学の基礎学力を修得する。
（b）電気電子工学の基礎知識と応用能力を修得する。
（c）コンピュータ制御などの情報技術の基礎知識と応用能力を修得する。
（d）メカトロニクスに関する基礎知識を修得する。
（e）工業製品のデザインと商品開発に関する基礎知識を修得する。
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（f）企画提案能力や課題解決能力を修得する。
（g）目標に向けて協力するチームワーク力を修得する。

　４）応用バイオ科学部
①応用バイオ科学科
（a）実験、実習、卒業研究を通して、自ら問題点を発見し、多面的な視点

から分析し解決できる能力を修得する。
（b）実学を重視した体験型教育による社会人基礎力を修得する。
（c）国際性に富むコミュニケーション能力を修得する。
（d）自然科学 ･数学 ･情報技術の基礎学力を修得する。
（e）化学と生物学を基礎とした生命科学の専門基礎知識を修得する。
②栄養生命科学科
（a）「化学」、「生物学」、「栄養学」を基本とした「生命科学」に関す

る基礎知識を修得する。
（b）「社会・環境と健康」「人体の構造と機能及び疾病の成り立ち」「食

べ物と健康」に関する専門基礎力、実践教育を重視した体験型教育
による職業人意識、管理栄養士としての幅広い実践力を修得する。

（c）専門科目による健康・栄養教育に関する高度な知識の修得と実験、実
習、卒業研究を通して、洞察力、問題解決力、計画・立案能力、調整力、
コミュニケーション能力の育成や人に接する際の基本的態度を修得
する。

（d）情報技術を活用した健康・栄養教育のための情報発信能力を修得する。
■大学院工学研究科教育課程編成・実施方針
１）博士前期課程

コースワークとして、体系化された下記の４つの科目群に教育目的を達
成するために必要な科目を配置し、各専攻で修了要件を定めている。また、
リサーチワークとして、特定の課題についての研究の成果報告（修士論文）
または長期インターンシップの成果報告をまとめるとともに、その成果を
発表して審査を受けることとしている。

（a）専門基礎科目：各専門分野の基礎知識を修得し、技術者・研究者として必
　　　　　　　　要な素養を身につける。
（b）専門応用科目：専門基礎をベースに各分野への応用展開していくために必
　　　　　　　　要な能力を身につける（培う）。
（c）ＰＢＬ系科目：物作りを基本として、課題設定・解決能力を育成するとと

もに、論理的思考力・ディスカッション能力・プレゼン
テーション能力などを身につける。

（d）研究科共通科目：工学を学ぶ上で必要な「共通基礎科目」と社会人として
　　　　　　　　　必要となる「社会関係科目」で構成され、技術者・研究
　　　　　　　　　者として必要な基礎学力・社会人力を身につける。
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①機械工学専攻
（a）「専門基礎科目」を通して、高度な技術者・研究者として不可欠な機

械工学の基盤である機械力学・制御工学、材料力学、流体力学・加工
学、熱力学の基礎学力を身につける。

（b）「専門応用科目」を通して、専門基礎を応用発展させたより深いかつ
幅広い内容を学ぶことにより、高度な技術者・研究者として必要とさ
れる新しい技術へ対応できる能力を身につける。

（c）「ＰＢＬ系科目」を通して、課題の設定から解決までの一連のプロセ
スを自ら考え体験学習することによって、論理的思考力、ディスカッ
ション能力、プレゼンテーション能力に加え、高度な技術者・研究者
として期待される問題解決へのデザイン能力を身につける。

（d）「共通基礎科目」を通して、工学基礎や英語の学力を高める。また、
「社会関係科目」を通して、特許や知的財産などを学び、技術者・研
究者としての社会人力を身につける。

（e）特別研究または長期インターンシップを通して、各専門分野の学識を
深めることはもとより、コミュニケーション能力、ディスカッション
能力・プレゼンテーション能力を磨き、研究者としての基礎を築くこ
とにより、高度職業人として自立して行くのに必要な素養を身につけ
る。

②電気電子工学専攻
（a）「専門基礎科目」を通して、電力工学、電子物性工学、情報通信工

学、家電工学の専門基礎知識を修得し、技術者・研究者として必要な
素養を身につける。

（b）「専門応用科目」を通して、①の専門基礎をベースに電力工学、電子
物性工学、情報通信工学、家電工学の各分野へ応用発展していくため
に必要な能力を身につける。

（c）「ＰＢＬ系科目」を通して、課題設定・解決能力を育成するととも
に、論理的思考力・ディスカッション能力・プレゼンテーション能力
などを身につける。

（d）「共通基礎科目」を通して、工学基礎や英語の学力を高める。また、
「社会関係科目」を通して、特許や知的財産などを学び、技術者・研
究者としての社会人力を身につける。

（e）特別研究または長期インターンシップを通し、各専門分野の学識を深
めることはもとより、コミュニケーション能力・ディスカッション能
力・プレゼンテーション能力・論文作成能力を磨き、研究者としての
基礎を築くことにより、高度職業人として自立して行くに必要な素養
を身につける。

③応用化学・バイオサイエンス専攻
（a）応用化学および生命科学の分野の多彩な「専門基礎科目」を通して、

技術者・研究者として必要な幅広い基礎知識を修得する。
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（b）「専門応用科目」を通して、将来技術者・研究者として活躍するため
の応用能力を涵養する。

（c）「ＰＢＬ系科目」を通して、複数指導教員体制のもと、総合プロジェ
クトの課題に取り組むことで、創造力、柔軟な思考力や実践力を培
い、組織で活躍するための協調性、コミュニケーション能力を身につ
ける。

（d）「共通基礎科目」を通して、工学基礎や英語の学力を高める。また、
「社会関係科目」を通して、特許や知的財産などを学び、技術者・研
究者としての社会人力を身につける。

（e）特別研究または長期インターンシップを通して、各専門分野の学識を
深めることはもとより、コミュニケーション能力、ディスカッション
能力・プレゼンテーション能力を磨き、研究者としての基礎を築くこ
とにより、高度職業人として自立して行くに必要な素養を身につけ
る。

④機械システム工学専攻
（a）「専門基礎科目」を通して、機械工学、電子工学、情報工学等を統合

する専門基礎力を身につける。
（b）「専門応用科目」を通して、将来技術者として活躍するための応用能

力を身に付ける。
（c）「ＰＢＬ系科目」を通して、物作りを基本として、課題設定・解決能

力を育成するとともに、論理的思考力・ディスカッション能力・プレ
ゼンテーション能力などを身につける。

（d）「共通基礎科目」を通して、工学基礎や英語の学力を高める。また、
「社会関係科目」を通して、特許や知的財産などを学び、技術者・研
究者としての社会人力を身につける。

（e）特別研究または長期インターンシップを通して、各専門分野の学識を
深めることはもとより、コミュニケーション能力、ディスカッション
能力・プレゼンテーション能力を磨き、研究者としての基礎を築こと
により、高度職業人として自立して行くに必要な素養を身につける。

⑤情報工学専攻
（a）「専門基礎科目」を通して、ソフトウェア・ネットワーク・メディア

に関する専門分野の基礎知識を修得し、技術者・研究者として必要な
素養を身につける。

（b）「専門応用科目」を通して、専門基礎科目での専門基礎をベースに上
記３分野への応用展開や研究開発をしていくために必要な能力を身に
つける。

（c）「ＰＢＬ系科目」を通して、ソフトウェア・システム設計開発あるい
はコンテンツ制作を基本として、課題設定・解決能力を育成するとと
もに、論理的思考力・交渉能力・プレゼンテーション能力などを身に
つける。
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（d）「共通基礎科目」を通して、工学基礎や英語の学力を高める。また、
「社会関係科目」を通して、特許や知的財産などを学び、技術者・研
究者としての社会人力を身につける。

（e）特別研究または長期インターンシップを通して、各専門分野の学識を
深めることはもとより、コミュニケーション能力、ディスカッション
能力・プレゼンテーション能力を磨き、研究者としての基礎を築くこ
とにより、高度職業人として自立して行くに必要な素養を身につけ
る。

⑥ロボット・メカトロニクスシステム専攻
（a）「専門基礎科目」を通して、基礎的な工学知識を修得し、さらに体系

的な理解により、技術者・研究者として問題発見および解決ができる
能力を身につける。

（b）「専門基礎科目」「専門応用科目」を通して、幅広い視野と総合的な
判断力を身につけ、社会的ニーズを的確に捉える能力を身につける。
さらに、人に優しく安全性の高い用具、機器、設備の開発ができる能
力を身につける。

（c）「ＰＢＬ系科目」を通して、複数指導教員体制のもと、総合プロジェ
クトや研究・技術開発リテラシーにおける課題に取り組むことによ
り、創造力、思考力および実践力を身につける。さらに、他の専門家
と協調して仕事を成し遂げるための協調性、コミュニケーション能力
を身につける。

（d）「共通基礎科目」を通して、工学基礎や英語の学力を高める。また、
「社会関係科目」を通して、特許や知的財産などを学び、技術者・研
究者としての社会人力を身につける。

（e）特別研究または長期インターンシップを通して、各専門分野の学識を
深めることはもとより、コミュニケーション能力、ディスカッション
能力・プレゼンテーション能力を磨き、研究者としての基礎を築くこ
とにより、高度職業人として自立して行くに必要な素養を身につけ
る。

２）博士後期課程
コースワークとして、教育目的を達成するために必要な科目を配置し、
各専攻で修了要件を定めている。また、リサーチワークとして、特定の課
題についての研究の成果報告書（博士論文）をまとめるとともに、その成
果を発表して審査を受けることとしている。

（a）各専門分野の高度な知識を修得するとともに、それらを応用・展開し
ていく能力を身につける。

（b）研究者として自立できる能力を身につける。
＜２＞科目区分、必修・選択の別、単位数等の明示

（根拠資料４−１：履修要綱（大学・大学院）、４−２：学則（大学・大学院）、
４−３：シラバス）
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１）科目区分、習熟度・難易度による区分
教育科目区分は、大学学則の学科教育課程表と卒業要件、大学院学則の
修了要件と専攻教育課程表に定め、大学履修要綱、大学院履修要綱に明示
している。
また、習熟度別の区分は共通基盤教育の英語において、難易度別の区分
は、専門基礎導入科目の線形代数学、微分積分学、基礎力学、基礎電磁気学、
基礎化学において実施している。その内容は、以下に示すとおりである。
・英語：英語Ⅰ～Ⅵ（Ⅰ～Ⅲのいずれかからスタートし、段階的に４科目
　　　修得する）、英会話Ⅰ～Ⅳ

・線形代数学、微分積分学、基礎力学、基礎電磁気学、基礎化学：
　学修時間１コマ／週＝ａ（ベーシック）、ｂ（スタンダード）
　学修時間２コマ／週＝ｃ（ベーシック）、ｄ（スタンダード）
なお、工学部（機械工学科・電気電子情報工学科・応用化学科）は、Ｊ
ＡＢＥＥコースとそれ以外で難易度を変えて科目を区分している。

２）必修・選択必修・選択等の区分、履修年次の指定
本学は、２学期制（前期・後期）の単位制を採用し、前期科目・後期科
目・通年科目を配当している。全科目とも必修・選択必修・選択の別、単
位数・履修年次等を学則別表に定め、履修要綱で明示するとともにシラバ
スでも明記している。

３）卒業要件単位数・修了要件単位数
学科の卒業単位は、124 単位と学則に定めている。大学院博士前期課程
については、各科目群から合計 30単位以上の修得と修士論文または特定
の課題についての研究成果の審査および最終試験に合格することを定めて
いる。また、博士後期課程は、科目群から合計８単位以上の修得と博士論
文の審査および最終試験に合格することを定めている。

（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＞周知方法と有効性
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、履修要綱、本学
ホームページに掲載されており、履修要綱は学生及び教職員に配付している。ま
た、学生には、それらを利用して全学科の全学年を対象に、前期オリエンテーショ
ンと後期ガイダンスで説明し周知しており有効に機能している。なお、保証人に
対しても父母懇談会を開催することにより周知に努めている。
大学院（博士前期課程・博士後期課程）においては、履修要綱・専攻別ガイダ
ンス等を通して周知するとともに、大学ホームページで社会全般に周知している。

＜２＞社会への公表方法
大学ホームページや大学総合案内書を通して、社会にも広く公表している。高
校生やその父母にはオープンキャンパスや進学ガイダンス・相談会等で、教育目
標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針等を分かりやすく説明し周知
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（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

教育開発センターで、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の見直し
と検証方法、厳格な成績評価（ルーブリック等）について検討することとしてい
るが結論に至っていない。引き続き検討を行い、現状分析による見直しと定期的
な検証の仕組みを確立する必要がある。
また、「内部質保証委員会」「外部評価委員会」との連携を含め、検証システム
の構築を図っていく必要がある。

２．点検・評価

①効果が上がっている事項（優れている点）
・教育目的を学則に定め、具体的な教育目標をカリキュラムツリーに明記し反映
している。
・教育目標から学位授与の方針（ディプロマポリシー）、教育課程編成等の方針
（カリキュラムポリシー）を設定している。
・共通基盤教育の英語、専門基礎導入科目の線形代数学、微分積分学、基礎力
学、基礎電磁気学、基礎化学において高校での履修履歴や習熟度を考慮した習
熟度別・難易度別科目を設定している。
・教育目標や学位授与方針および教育課程の編成･実施方針は、履修＆授業ガイド
ブックや履修要項、ホームページ等を利用し、オリエンテーションやガイダン
スで学内に周知徹底している。また、学外でもホームページや大学総合案内書
の掲載のほかに、父母懇談会やオープンキャンパス・進学相談会等でも説明し
周知に努めている。

②改善すべき事項
・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対する定
期的に検証する組織はあるが、必ずしも十分とはいえないので検証システムを
より充実していく。

３．将来に向けた発展方策

教育目的・目標に対する学位授与の方針（ディプロマポリシー）、教育課程編成
等の方針（カリキュラムポリシー）、入学者受け入れの方針（アドミッションポリ
シー）についてさらに整合性を図り、「ＰＤＣＡサイクル」を確実に機能させるよ
う全学的に体系化を図る。とくに、評価・検証機能について、アセスメントや評価
指標等の検証システムを整備する。また、三つのポリシーに関しては、さらなる充
実を図るため以下のような検討を進める。ディプロマポリシーは、卒業時に「何が
身につくか」「何ができるようになるか」をより具体的に明示する。また、カリ
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キュラムポリシーは、教育内容をより体系化し、授業科目が有機的に接続するよう
工夫し明示する。そしてアドミッションポリシーは、受け入れる学生について、よ
り具体的に必要な知識や勉学目的等を明示する。

［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＞必要な授業科目の開設状況
授業科目配当表（学則別表）に則り、授業科目を適切に開設し、学科別・学年
別時間割の作成と授業＆履修ガイドブックに「入学年度別科目変遷表」を掲載し、
学生に開講科目を毎年告知している。また、カリキュラム変更が行われた場合で
も、留年生や再履修者にも配慮した特別授業科目や再履修科目を設置している。

＜２＞順次性のある授業科目の体系的配置、教養教育・専門教育の位置づけ
各授業科目は、目的や修得学年を考慮した「共通基盤教育」「専門教育」の大
きく２つの区分で順次性のある授業科目の体系を構成し、最終的にその集大成と
なる卒業研究、卒業プロジェクトに結び付けている。その内容は以下のとおりで
ある。
１）共通基盤教育

「導入系」「倫理系」「人文社会系」「健康・スポーツ系」「英語基礎系」「言
語応用系」「数理情報系」「キャリア系」の８つの系統に区分され、全学共通
に配当されている。
①導入系

スタディスキルが配当され、高校の学習から大学への学びへスムースに
移行するための接続教育として位置づけられており、大学４年間を主体的
に学ぶために必要な能力等を身につけることを目的としている。

②倫理系
各専門分野や社会環境、地球環境等の複数視点から技術者や専門家の役
割を理解し、必要な倫理観を身につけることを目的としている。

③人文社会系
人文・社会系の一般教養に関する幅広く総合的な知識を修得するともに、
文化・歴史の多様性や現代社会の多層構造を理解し、国際社会や日本社会
の今日的事象について多角的に考え、総合的な判断力を身につけることを
目的としている。

④健康・スポーツ系
実技や生涯スポーツを重視し、健康と身体に関する基礎的知識を理解し、
豊富なスポーツ活動により、青年期の健康維持ができるようになることを
目的としている。
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⑤英語基礎系
国際的なコミュニケーションに必須となる英語教育を強化し、習熟度に
応じた科目群を開講し、社会人英語力の指標である TOEIC を目標として
導入し、実践に強い英語力を身につけることを目的としている。

⑥言語応用系
専門英語、会話、読解、ライティング等を特化した言語教育を強化し、
より高い英語と日本語によるコミュニケーション能力を身につけることを
目的としている。

⑦情報数理系
社会人として必要な数量的スキル、ICTスキルを強化するとともに、身
の回りの数学を学び、物事を整理し考える方法を身に付ける。また、さま
ざまな科学技術や自然現象に興味をもち、自然科学に基づいた論理的思考
力を身に付ける。さらに、多様な情報を収集・分析して適正に判断し、モ
ラルに則って効果的に活用できるようになることを目的としている。

⑧キャリア系
学習目標の設定、職業観の形成、自己能力の開発、企業での職業体験等
を行うことによって、４年間で自己のキャリアを体系的に形成し、社会人
や職業人としての力を身につけることを目的としている。

２）専門教育
各学科の専門性に沿って「専門基礎導入」「専門基礎」「専門」の３区分で
科目を体系的に配置している。
①専門基礎導入
数学や自然科学の分野で構成された科目

②専門基礎
各専門分野の基礎教育を目的とした科目

③専門
各専門分野と発展的な教育を目的とした科目

＜３＞コースワークとリサーチワークのバランス（院）
工学研究科博士前期課程では、コースワークとリサーチワーク複合型の履修形
態を採用している。各専攻ともに総合プロジェクト（２単位、一部の専攻で４単位）
と特別研究（８単位）または長期インターンシップ（４単位）が選択必修になっ
ており、修了までに必要な単位数は、30 単位以上としている。また、博士後期
課程では、各専攻とも特論を２科目（４単位）以上と、特別研究（４単位）が修
了要件となっている。
なお、大学院活性化委員会において、本学の特徴を生かしたコースワークとリ
サーチワークのバランスをについて検証、検討を継続している｡
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（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＞学士課程教育に相応しい教育内容の提供

本学の学士課程教育は、教育目標に基づき、学位授与方針、教育課程の編成・
実施方針を設定し、「教養教育（共通基盤科目・専門基礎導入科目）」と「専門教
育（専門基礎科目・専門科目）」を、学位の種類に相応しい体系化されたカリキュ
ラムの内容で提供している。その内容は、本学の建学理念と教育目的、大学の機
能分化における「幅広い職業人養成」を具現化する内容となっている。しかし、
入学生のユニバーサルアクセス化が進む中、より明確な「質の保証」と「就業力
育成支援」が社会より求められており、社会の要請に応えられる学士課程の構築
を目指し、平成 24年度から新教育体系を実施している。

＜２＞初年次教育・高大連携に配慮した教育内容
初年次教育は、スタディスキル・スチューデントスキルの修得と就業力育成の
早期スタートを目的として、「スタディスキル」「キャリア設計」「キャリア開発」
を１年次の共通基盤教育に配置している。スタディスキルでは、学習計画・学習
技術を学び、大学の学修にスムースに移行できるよう配慮し、キャリア設計では
職業観の形成を目的として、学生生活を創造していく導入科目で将来の進路を念
頭に置いている。４年間の大学生活においてどう過ごすか、何を学べるか、どん
なスキルを身につけるか、何の力を伸ばすか等について、学生自身が学修目標を
設定できるようにしている。さらに、キャリア開発では大学生、社会人に必要な
基本となる自己認識力、ポジティブ思考力、チーム活動力、対人コミュニケーショ
ン力を養う。また、理系の視点での思考力を養うことを目的として、教養教育と
しての「身の回りの数学」「実感する科学Ⅰ・Ⅱ」を配当している。
高大連携においては、「教育交流に関する協定」を高等学校 43 校と締結して
おり、初年次教育や英語・数学・物理・化学等の科目において意見交換を重ねな
がらカリキュラムや指導メソッドに反映させ、高大接続に努めている。

２．点検・評価

①効果が上がっている事項（優れている点）
・必要な授業科目は、適切に開設しており、留年生や再履修者にも配慮した特別
授業や再履修科目を開講している。
・教育課程の編成は、実施方針に基づき授業科目を適切に分類し、教養教育とし
ての「共通基盤教育」と専門教育としての「専門基礎導入」「専門基礎教育」
「専門教育」を順次性のある授業科目体系的で配当している。
・高大の教育交流を積極的に推進しており、本学独自に高等学校43校との教育交
流に関する協定を締結し、聴講生徒の受け入れ、サマースクールの開講、教育
実習生の受け入れ、教育についての情報交換及び交流、特別活動または課外活
動等について連携している。また、「神奈川県内工業高校･大学連携推進協議
会」に加入し、「工業を学ぶ高校生のための大学講座」「進学セミナー」「高
大連携シンポジウム」を開催し活動している。なお、その構成は、高等学校13
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校と５大学が加盟し連携している。
②改善すべき事項
・入学者の学力格差や学習履歴の多様化が進む中で、さらなる支援体制と授業科
目の見直し、教材開発やメソッドの確立が必要である。
・共通基盤教育については、初年次教育をより効果的に充実させるため、学年暦
を含めた検討が必要である。
・コースワークとリサーチワークのバランスと教育研究成果について検証し、よ
り効果的な教育研究体系を確立する必要がある。

３．将来に向けた発展方策

学士課程教育に関しては、平成24年度より新教育体系を実施しているが、社会の
ニーズや②改善すべき事項などを考慮し、学年暦を含む教育全般を検証しつつ、さ
らなる改革を継続させる必要がある。また、先進性の高い分野に焦点を合わせ、社
会で活躍できる実践的基盤教育と先進性の高い専門教育を組み入れた教育プログラ
ムを持つスーパーサイエンス特別専攻を平成26年度からスタートさせるため、検
討・準備を進めている。

［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＞教育目標の達成に向けた授業形態（講義・演習・実験等）の採用

教育目標の達成に向けて、知識や技術をより効果的に修得するために、講義、
演習、実験等の授業形態を適切に配置している。また、それらの授業形態を一体
化させ、有機的に接続させた「ユニットプログラム」科目を全学科で開講してい
る。この科目は、ＰＢＬ学修を中心に専門分野における知識、能力の修得、技術
者に必要な課題解決力、知識の応用と社会人基礎力につながる文書作成、プレゼ
ンテーション能力、チームワークならびにコミュニケーション力を身につけるこ
とを目的として本学が独自に考案した教育手法である。
また、自らが課題に取り組むクリティカル・シンキングの訓練を重視している。

＜２＞履修科目登録の上限設定、学習指導の充実
主体的な学びと単位の実質化の観点から、履修単位の上限設定としてＣＡＰ
制を導入している。ＣＡＰ制の上限単位は、原則として年間 48単位、半期最大
26単位として学生の事前・事後学習の時間を確保している。
また、履修指導に関しては、年度当初のオリエンテーションにおける教務関連
ガイダンス、フレッシャーズキャンプ・ガイダンス（新入学生）、クラス担任と
の懇談を通してアドバイス・指導している。後期も同様に成績を考慮した学習指
導と履修ガイダンスを実施している。
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さらに、学習指導面では、クラス担任やオフィスアワー、基礎教育支援センター
による学習面での指導・相談が日常的にできる体制があり、学習指導面が充実し
ている。基礎教育支援センターでは、多様化する高校における科目未履修や基礎
学力不足の学生に対応しており、元高校教員を中心とするチューターが高校まで
の学習に対して個別学習指導ができる環境を整えている。なお、一部の学科では
専門分野の授業内容の質問に対応する学習相談室を開設して、学習内容の理解向
上に努めている。

＜３＞学生の主体的参加を促す授業方法
１）予習、復習の徹底

主体的な授業参加を目指すために、シラバスに事前・事後学修を明記して
いる。また、教育開発センターにおいて、シラバスの記載内容を含め、その
実施状況について検証している。

２）ポートフォリオの作成・指導
学生の主体的な学習の支援や就業力の育成につながるポートフォリオの導
入に関しては現在３年生まで導入しており、必修科目の「キャリア設計」に
おいて使用方法と活用方法を指導している。また、教員に対しても、学科単
位で専門スタッフが使用方法について説明会を開催しており、学生用と教職
員用にそれぞれ利用ガイドを作成している。

３）多様なメディアの有効活用
全講義室には、マイク、ビデオプロジェクター、ＯＨＰ、ＤＶＤプレイ
ヤー、ＶＨＳビデオプレイヤー、書画カメラ等の設備があり、多様なメディ
アを有効活用して授業が展開されている。学生の主体的な学習については、
e-learning やパソコン上での教材の活用など取り入れた授業が幅広く行われ
ている。また、図書館において蔵書の充実と共に、電子黒板やディスカッ
ションボードといった最新の設備を整えたアクティブラーニングルームを整
備し、活用されている。

４）授業改善に向けた学生の意見反映システムの確立
授業改善に向けた学生の意見は、授業アンケートを実施し反映させている。
授業アンケート結果と各教員の授業改善に向けたコメントは、冊子「より良
い教育を目指して」を毎年刊行し、図書館や学生ロビーなどのエリアで公開
し、学生にフィードバックしている。また、メール等による対応窓口として「Ｖ
ＯＩＣＥ」を設け、学生からの授業改善や生活の意見（要望・クレーム）を
吸い上げ、教学面の内容については教務主任(教員)が、生活面は学生部長(教
員 ) が中心となり対応している。

５）出席カードシステムを導入
本学は、授業の出席管理をＩＣ学生証またはモバイル学生証で行っている。
そのシステムは、全講義室にカードリーダーを据付け、学生はそのリーダー
を通すことによりリアルタイムに集計されている。その情報は、学生本人の
閲覧はもとより、希望により保証人にもメール配信している。このシステム
により、多欠席者に対する早期指導や学則（第 19条各科目について、出席
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すべき時間数の３分の２以上に達しない者は、その科目の修了認定を受ける
資格が与えられないものとする。）の厳守に役立てている。

＜４＞研究指導計画に基づく研究指導・学位論文作成指導（院）
研究指導計画に基づく研究指導および学位論文指導に関しては、早期に論文審
査員を決定し、研究指導を指導教員と指導教員補助の複数で行い、各専攻でシス
テム的に進捗状況を把握できるように中間発表を実施し、学生の理解度を確認し
ている。

（２）シラバスに基づいて授業が展開されているか
＜１＞シラバスの作成と内容の充実

シラバスは、専任教員に対しては前年度の 12月に、非常勤は前年度の１月か
ら３月に作成マニュアルを添付し作成依頼をしている。シラバスの内容は、科目
名称や英文名称、開講期、必選区分、単位数等の基本情報のほかに、学習・教育
目標（学習目標とねらい）、到達目標、履修条件・他科目との関係、授業形式・形態、
成績評価方法と評価基準、学修上のアドバイス、教科書、指定図書・参考書・推
薦図書、履修上の注意、授業計画（事前・事後学修を含む）となっており、充実
している。
また、シラバスの記載内容とその履行状況については、「教育開発センター」
においてＰＤＣＡサイクルを回すこととしており、やむを得ず「休講」する場合
は、必ず「補講」を実施する制度を導入している。

＜２＞授業内容・方法とシラバスとの整合性
年度当初のオリエンテーションにおける履修指導と、第１回目の授業科目でシ
ラバスの内容と活用方法について説明し、その履行状況は学生授業アンケート（前
期）や教員間の授業公開（後期）においてチェックされている。また、授業計画
について変更や修正の必要性が生じた場合は、教員と学生が協議した上で実施で
きることとしている。さらに、教育開発センターにてシラバスに対する検証を実
施している。

（３）成績評価と単位認定は適切に行われているか
＜１＞厳格な成績評価（評価方法・評価基準の明示）

厳格な成績評価については、シラバスに明示した評価方法（試験、小テスト、
レポート、プレゼンテーション、成果、その他）と評価基準（割合、詳細項目）
に基づき実施している。
１）ＧＰＡの適正な運用と成績評価に対するクレームへの対応

ＧＰＡの適正な運用と成績評価に対するクレームへの対応を定量的に判断
するために、平成 15年度からＧＰＡ制度を導入している。その計算方法や
運用方法については、「履修＆授業ガイドブック」に明記し学生と保証人に
配付している。また、父母懇談会資料に明記し、父母にもご理解いただき適
正な運用をしている。その活用内容は、成績優秀者表彰、ＣＡＰ制度におけ
る履修単位数上限の緩和、スカラシップ制度、大学院進学特待生制度に利用
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している。なお、成績評価に対するクレームは、教務主任（教員）が学科長
や授業担当教員に確認し、適切に対応している。

２）外部試験等の活用
外部試験等を活用した単位認定については、学科ごとに検定科目を学則の
別表に配当し、「履修要綱」「履修＆授業ガイドブック」に明記した上で単位
認定をしている。単位認定にあたっては、学生からの申請に合格証等の証明
を添付させ、教務委員会にて厳格に審議し、その都度承認している。

＜２＞単位制度の趣旨に基づく単位認定の適切性
単位認定は、単位の実質化に最も配慮し、海外協定大学の教育協定書に基づく
海外英語研修や単位互換協定会、放送大学の科目について、授業内容や学習時間、
評価基準を確認した上で、単位認定科目としている。また、公開講座による単位
認定は、講座内容と学習時間数を教務委員会で審議した上で導入している。なお、
資格等における検定科目は、試験の内容やレベルを検討した上で対象科目として
いる。

＜３＞既修得単位認定の適切性
１）適切性を判断する根拠の明確化

既修得単位の認定は、「神奈川工科大学単位認定要項」に則り、適切に認
定を行っている。単位認定要項には、単位認定の根拠、単位数の計算基準、
単位認定の方法、認定科目、認定科目の評価、認定単位数等を明確に定めて
いる。また、そのプロセスは、以下のように記載されており、その要領に従
い単位認定を決定している。

①仮認定
（a）編入学、学士入学および再入学に関して、出願手続が行われた場合、

入学委員長は、予め決められた日時に、教務主任、当該学科および基
礎・教養教育センター教務委員からなる単位認定会議を開催し、速や
かに認定単位数の目安を決め、仮認定単位数と入学可能年次を志願者
に通知する。

（b）合否判定会議終了後、入学委員長は、…最終認定に備えて合格内定者に
関する前項の仮認定結果（所定の「既修得単位の仮認定結果」票によ
る）および関連資料を教務主任に回付する。

②最終認定
（a）編入学、学士入学および再入学の各合格内定者に関して、教務主任

は、…前項の仮認定通知結果に基づき最終認定案を作成し、当該学科
および基礎・教養教育センター教務委員からなる単位認定会議を開催
し、認定科目及び単位数を決定する。

（b）転科合格内定者に関して、教務主任は、単位認定案を作成し、当該学
科および基礎・教養教育センター教務委員からなる単位認定会議を開
催し、認定科目および単位数を決定する。

（c）他大学等において修得した単位や予め単位認定が認められた資格等を
取得し、単位認定の出願手続きが行われた場合、教務主任は、出願学

─ 60─



─ 61─

基
準
Ⅳ

─ 61─

科または基礎・教養教育センター教務委員に所定用紙を添付して単位
認定の可否を依頼する。

（d）入学前の既修得単位の認定の出願手続きが行われた場合、教務主任
は、単位認定案を作成し、出願学科および基礎・教養教育センター教
務委員からなる単位認定会議を開催し、認定科目および単位数を決定
する。

（e）単位認定は、教務委員会の議を経て、教授総会において決定する。
　なお、学部４年次において大学院の授業科目を履修・修得した場合は、
博士前期課程入学後に単位認定を行っている。

２）単位互換・交流協定の実質化
学士課程は、平成 10 年から首都圏西部大学単位互換協定会（28 大学）
に加盟し、平成 11年からは放送大学と単位互換協定を締結し、その規程に
則り適切に単位認定を行っている。
博士前期課程は、平成 13年から神奈川県内大学院単位互換協定会に加盟
し、その規程に則り適切に単位認定を行っている。

（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＞授業の内容および方法の改善を図るための組織的研修・研究の実施
①教育成果についての定期的な検証
教育成果の定期的な検証は、各学科・専攻が責任を持って担当しており、例
年、次年度のカリキュラム検討時期に合わせて行われている。その内容は、Ｇ
ＰＡ、単位修得率、留年率、退学率、学位授与率、就職率、進学率等のデータ
を基に、定期的に検証する仕組みとなっている。その検討結果を学部は「教務
委員会」で、大学院は「専攻主任会議」で審議し、次年度のカリキュラムや教
育課程の改定に反映させている。そこで検討された内容は、「教授総会」「研究
科委員会」でも審議され、最終決定し、授業の内容および方法は改善されている。
なお、さらに検証の仕組みを強化するため、アセスメントテストや外部評価
も含めた検証システムを構築することを目指している。
②授業内容、方法等の改善システムの確立
授業の内容および方法の改善を図る取り組みは、学生に対して授業アンケー
トを実施し、結果を冊子「より良い教育を目指して」にまとめ、公表し授業改
善に努めている。その実施内容は、各教員が担当する２科目（１科目の場合も
ある）について、講義科目を中心にアンケートを実施し、平成 25年度は 506
科目を集計分析した。アンケート結果には、500 字程度のコメントを担当教員
が執筆し、その内容を冊子で公表している。教員コメントの回収率は、専任教
員 91.4%、非常勤講師 93.3% となっており、授業の内容および方法の改善を
図るために組織的に取り組んでいる。
また、例年３月に「授業改善のためのＦＤ講演会」を開催しているが、平
成 25年度は本学の創立 50周年記念事業として教育シンポジウムを開催した。
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さらに、冊子「授業改善ヒント集」を１年に１回定期刊行し授業改善の一環と
している。
大学院では、ＦＤの充実強化を含めてより一層の授業改善を図るため、その
仕組みを「大学院活性化委員会」で検討している。

２．点検・評価

①効果が上がっている事項（優れている点）
・出席カードシステムを導入し、授業の出席管理をＩＣ学生証またはモバイル学
生証で行っている。その情報は、学生本人の閲覧や希望により保証人にもメー
ル配信している。このシステムにより、多欠席者に対する早期指導や学則の厳
守に役立てている。
・授業内容が、教育目標の達成に向けた成果に結びつくように、講義・演習・実
験・実習等の授業形態が適切に展開している。また、本学独自のユニットプロ
グラム科目は、全学科で設置され効果を上げている。
・ＣＡＰ制度（履修科目登録の上限設定）が採用されており、完全15週の授業時
間の確保などの単位の実質化が図られている。また、履修指導や学習指導の体
制が充実している。
・教室内の設備や環境が充実しており、多様なメディアが有効活用された授業が
行われている。また、学生の主体的参加を促す授業方法など双方向授業を展開
している。
・成績評価が定量的に評価できるようにＧＰＡ制度を採用し、適切に活用して
いる。また、単位認定についても、単位認定科目の設定や認定が適正に審議さ
れ、適切に実施されている。なお、既修得単位の認定は、単位認定の根拠、単
位数の計算基準、単位認定の方法、認定科目、認定科目の評価、認定単位数等
を「神奈川工科大学単位認定要項」に明確に定め、適切に運用している。

②改善すべき事項
・厳格な成績評価として、ルーブリック評価等の検討が必要である。
・ポートフォリオにおける教職員の活用割合を増やす必要がある。
・研究指導計画に基づく指導体制のさらなる充実を図る必要がある。

３．将来に向けた発展方策

主体的学修を支援するキャリアポートフォリオの活用を推進する。また、ポート
フォリオには、個人の学生に対する教員の指導履歴を登録できるよう機能を拡大
し、学生カルテ的要素を付加させて行うことを検討している。そのことにより、個
人の学生の学修状況を教職員が共有でき、適切な学生指導ができるツールとして進
化させることとしている。
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［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＞学生の学習成果を測定するための評価指標の開発とその適用

現時点では、学生の学習成果を測定する評価指標は、ＧＰＡ、単位修得率、卒
業研究発表、学位授与率、就職率・進学率で判断している。また、自動車システ
ム開発工学科では、卒業追認試験を実施し、学習成果を確認している。その他の
学科では、卒業研究発表時に審査員による口頭試問により学習成果を確認してい
る。
さらに、外部のアセスメントテストも導入しながら、それらを有機的に接続さ
せた学習成果の評価制度の確立を図っている。

＜２＞学生の自己評価、卒業後の評価（就職先の評価、卒業生評価）
現状は、キャリアポートフォリオによる自己点検、産学懇談会における企業ア
ンケート、全学的な卒業時アンケートが実施されている。なお、卒業生の就業度
調査、採用企業による卒業生評価などは実施されていない。今後は卒業生評価の
取組の充実を図ることにより、多角的な評価の仕組みを構築する必要がある。

（２）学位授与（卒業・修了認定）は適切に行われているか
＜１＞学位授与基準、学位授与手続きの適切性

学位授与基準は、大学学則の第 21 条・第 23 条と大学院学則の第 18 条・第
18 条の２に規定されているほかに、「学位規程」を制定し、「学士の学位は、本
学学則の定めるところにより、本学を卒業した者に授与する」また、「修士の学
位は、本大学院の博士前期課程を修了した者に、博士の学位は、本大学院の博士
後期課程を修了した者で博士論文の審査に合格し、かつ、本学大学院博士課程を
修了したものと同等以上の学力を有する者に授与する」ことを規定している。な
お、学士の学位授与の審議は、教務委員会の議を経て合同教授総会で承認し、修士、
博士の学位授与の審議は、専攻主任会議の議を経て研究科委員会で承認すること
としている。さらに、大学院では、論文の中間審査も実施し、厳密に審査してい
る。以上のように、学位授与手続きは、「学位規程」に基づき適切に対応している。
（根拠資料４−２：学則（大学・大学院）、４−４：学位規程）

＜２＞学位審査および修了認定の客観性・厳格性を確保する方策（院）
修士及び博士の学位審査は、「修士及び博士学位審査等取扱要綱」に従って実
施されている。まず、修士の学位は、論文審査の申請・論文審査委員候補の推薦・
論文審査委員及び主査の指名・論文発表・論文審査及び最終試験等を規定してい
る。次に、博士の学位は、論文の提出及び予備審査・論文の申請・論文受理の可
否及び論文審査委員候補の決定・論文審査委員及び主査の指名・論文審査及び最
終試験等審査等を規定している。両学位とも、この要綱に基づき厳格に審査を行っ
ている。（根拠資料４−５：修士及び博士学位審査等取扱要綱）
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①指導教員と学位論文審査主査の分離
指導教員と審査委員・学位論文審査主査について、「神奈川工科大学修士及
び博士学位審査等取扱要綱」に、次のような内容で規定している。修士論文は「専
攻会議の議を経て指導教員を含め３名の以上の論文審査員候補を研究科長に推
薦し、研究科長が審査委員および審査委員主査を指名する。」とし、博士論文は、
「専攻会議は論文受理の可否と５名以上の論文審査委員候補者を決定し、専攻
主任から論文受理の推薦を受け、研究科委員会で可否を決定する。さらに、受
理が決定した論文について、研究科長が審査委員および審査委員主査を指名す
る。」としている。
現状は、指導教員が論文審査主査となっているが、修士論文は、１年生の
12 月に他に２名の審査委員を選出し、集団指導により客観性の維持に努め、
博士論文は、他に４名の審査委員を選出し、そのうち必ず１名を外部審査委員
として選出し厳格性を確保している。
②複数指導教員制の徹底
本学の複数指導教員体制は、まず指導教員補佐を学生希望により選出し、学
生のメンタル面のケアや悩みに対する相談を行っている。次に前述したとおり、
修士論文は、早期に指導教員以外の審査委員２名を選出し、実質的に複数指導
体制を確立している。
③学外者の論文審査委員としての委嘱
博士論文について、５名以上の論文審査委員候補者のうち、学外は必要に応
じて２名を限度として委嘱できると規定されており、現状は、必ず１名の外部
審査委員を委嘱している。

２．点検・評価

①効果が上がっている事項（優れている点）
・学位授与基準や学位授与手続きが、「大学学則」「大学院学則」「学位規程」
に明確に規定され、適切に対応している。
・修士および博士の学位審査は、「神奈川工科大修士及び博士学位審査等取扱要
綱」を遵守し厳密に実施され、学位審査および修了認定について客観性・厳格
性を確保している。

②改善すべき事項
・学生の学習成果を測定するための評価指標とアセスメントを体系化する。
・卒業生の就業度調査、採用企業による卒業生評価の実施をする。
・大学院における指導教員と学位論文審査主査の分離について検討する。
・大学院における複数指導員体制の一層の充実を図るため、検証作業を進める必
要がある。
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３．将来に向けた発展方策

学習成果を測定するための評価指標や評価方法として、以下の手法を有機的に接
続させた評価制度を構築する必要がある。
・学生に対するキャリア力テストによるプログラムや教育手法の評価
・ポートフォリオによる成長度による評価
・卒業時に学習プログラム全体を総合評価するアンケート
・教員に対する授業アンケートによる評価
・外部評価機関によるプログラム評価
・卒業生や企業採用担当者を対象としたアンケートによる評価
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基準Ⅴ　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＞求める学生像の明示、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・水準の明示
学部学生の受け入れ方針については、本学の「神奈川工科大学のアドミッショ
ン・ポリシー」を以下のように、大学のホームページ、入試ガイド、募集要項に
明示している。
学部では、建学の理念にもとづき、「豊かな教養と幅広い視野を持ち、創造性
に富んだ技術者を育てる」ことを教育目標とし、求める学生像は、「１．社会人
としての倫理観　２．卒業後、社会で活躍できるための豊かな知識　３．技術革
新をリードできる理解力と創造力」を身につけた技術者を目指す学生としている。
また、平成 25年度からは、さらに入試方式毎に選抜試験の趣旨と重視するポ
イント、何をどの程度学んでくることが必要かを明示するとともにその入試方式
毎に選抜方針および評価内容を明示した。
研究科は、「１. 社会人としての倫理観および専門分野を扱うものとしての倫理
観　２. 社会で活躍できるための豊かな教養・知識　３. 技術革新をリードでき
る専門知識と創造力－以上を有した技術者・研究者を目指す学生、そして、技術
者として真理を追究し、環境に配慮し、地域と共に生きる社会人になる意欲と行
動力を持った学生」としており、専攻別にも求める学生像を募集要項に明示をし
ている。
留学生は、外国人留学生入試各募集要項に学部学生の募集に明示しているアド
ミッション・ポリシーを同様に明示している。
また、高校段階で習得しておくべき科目については、求める学生像の明示と併
せて推薦入試においては、学科により出願要件に明記しており、本学独自の一般
入試、センター試験利用入試においては、各学科の教育課程を踏まえた入試科目
を学科ごとに設定している。ＡＯ入試においては、自主的な調査、研究等を行っ
た実績内容の評価、入学後勉学を希望する分野の適性評価など、十分な面接時間
とプレゼンテーション等を課して、受験生と当該学科とがお互いに納得理解した
上で、受け入れる入試方式を取っているため、高校段階で修得しておくべき科目
については、明示をしていない。
なお、修得しておくべき知識等の水準であるが、推薦入試においては、出願要
件に評定平均値の基準値を明示している。また、本学独自の一般入試、センター
方式入試においては、合格最低得点率基準を一定化して、毎年、学部・学科ごと
に合格最低点を入試ガイドに公表している。
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＜２＞障がいのある学生の受け入れ方針
障がいのある学生の受け入れ対応については、教育、学生生活における施設は、
すべてバリアフリーとなっている。すべての教育・研究棟の出入口は自動式ドア
を採用し、また、階の昇降については、エレベーター、エスカレーターを設備し、
KAIT ホールのみで昇降機器を使用している。また、肢体障がい者用のトイレも
キャンパス内に、31 箇所を設置している。視覚障がい者に対しては、階、教室
等の表示を立体文字、点字文字を使用するなどの対応をしているが、いくつかの
棟において使用されていないので、今後、全施設での設置に努めたい。
障がいのある学生の受け入れ方針は、入学を希望する学科の教育課程において、
当該受験生が、履修することが可能であるか否かを当該学科の入学委員が受験生
と事前面談を行うこととしているが、場合によっては保護者を交えて面談し、入
学後の学習と生活が可能かを確認することとしている。入試において、点字、筆
談などの方法も取り入れ、入学後は、ボランティア学生によるノートテイカーに
よる学習支援を行なっている。

（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＞学生募集方法、入学者選抜方法の適切性
養成する人材、それを実践する教育課程と研究内容、そして卒業後の進路につ
いて、明確に、大学案内、大学ホームページにて説明し、求める学生像を具体的
な表現で、受験生に理解させるとともに、以下の学生募集方法を行っている。
まず、希望学科での勉学目的が明確で、卒業後の方向についても言及できる受
験生をＡＯ入試、推薦入試により募集し、入学者を選抜している。
①ＡＯ入試
「希望学科関連分野において、自主的な調査、研究等を行った実績を評価す
る方式」「希望学科の分野における適性を評価する方式」「希望する研究分野の
講義を受け、その内容の理解度と思考の発展性を評価する方式」、以上の３種
類のＡＯ入試を主として行うとともに、スポーツ実績評価型のＡＯ入試も実施
している。
②推薦入試
高校学習状況、生活状況、希望学科での勉学目的と意欲、適性等を総合判定
する考え方で、以下４種類の推薦入試を実施している。一般公募制推薦入試は、
出願要件において評定平均値の基準を明示し、面接、調査書・推薦書、評定値
の配点割合で総合判定にて入学者を選抜している。また、指定校制推薦入試で
は、出願要件の評定平均値の基準を明示し、面接のみで入学者を選抜している。
ただし、面接結果により、必要に応じ当該受験生の在籍高校を訪問し、勉学の
意欲等を担当教員に確認している。推薦入試〈専門高校・総合学科関係〉は、
出願要件において評定平均値の基準を明示し、面接、調査書・推薦書、評定値
の配点割合で総合判定にて入学者を選抜している。そして、自己推薦入試では、
面接、適性検査の配点割合で総合判定にて入学者を選抜している。
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③一般入試
本学独自の一般入試、大学入試センター試験の成績を利用したセンター方式
入試の２種類を行い、学科の教育課程、教育方法に基づいた入試科目を学科ご
とに設定し学生募集を行い、一定の合格判定基準を決め、入学者選抜を行って
いる。また、受験機会の公平性を担保するため、本学独自の一般入試は、Ａ日
程およびＢ日程の２回、センター方式入試は、Ａ日程、B日程、Ｃ日程の３回
を実施している。なお、本学独自の一般入試で２月初めに行う入試は、３日間
連続の受験日自由選択制で行い、受験機会の公平性をさらに高めている。
以上の学生募集・入学者選抜方法に関する事項は、入試ガイド、大学ホーム
ページ、各種募集要項に、同様の内容で公表をしており、公平性と適切性は保
たれている。
④研究科
学内推薦入試（博士前期課程において、学科成績が原則として上位１／３に
入る者を対象に、面接試験〈口頭試問を含む〉および書類審査により入学者を
選抜）、一般入試（６月、９月および翌年２月の年３回入試実施、博士前期課
程は、筆記試験〈外国語、専門科目〉・面接〈口頭試問を含む〉・調査書〈成績
証明書〉）の２つの入試方式を実施している。博士後期課程は、一般入試（筆
記試験〈外国語・修士論文に関する試問および専門に関する口頭試問により入
学者を選抜〉）による入試方式を実施している。
また、社会人特別推薦入試においては、一般入試と同一日程で実施している。
博士前期課程、博士後期課程ともに、面接および書類審査により入学者を選抜
している。
⑤入学者選抜の公正、適切性
入試実施については、大学入試センター試験の実施要領を参考に、本学の入
試実施要領を作成し、同様の運用を行っている。また、毎年、大学入試センター
試験実施後、追加される注意事項においても、本学に適合する事項については、
本学入試実施要領の改訂を行い、公正な入試実施に努めている。
一般入試において、選択科目の科目平均点に大きな差が生じた場合には、得
点調整を行い、科目選択により公平性を失うことのないように、適切に処理を
行っている。なお、入試問題の作成、採点、試験実施後の得点調整等は、出題
採点委員会にて行われるが、その構成委員は学内においても公表せず、入試の
公正性に配慮している。
推薦入試においても、その面接試験を複数の教員で行っており、面接実施後
に面接評価ポイントで２点以上（満点５点）の差が生じる場合は、入学委員長
立ち合いのもと、当該教員間で協議を行い調整することとしている。また、複
数の教員グループが同時に面接試験を行う場合で、教員グループ間の面接評価
ポイントのつけ方に偏りが生じた場合にも、上記と同様の方法で調整を行い、
入学者選抜の公正、公平性を保つこととしている。
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以上のように適切に処理をした入試データにより、全学科の入学委員で構成さ
れる入学委員会において合格者選考案を作成し、当該学科ごとに合格者選考案を
審議する。その議を経た後、入学選考委員会に提案される。入学選考委員会は、
学長を委員長とし、理事、副学長、学部長、教務主任、各学科の学科長・入学委
員で構成され、提案された合格者選考案を審議する。審議された合格者選考案は、
教授総会の議を経て、各入試の合格者を決定する。合格者選考案は、教授総会で
構成員に回覧され、全てが公開されている状況にある。以上のように入学者選抜
は、公正かつ適切に行われている。
研究科の入学者選抜方法においては、各専攻の専攻会議により作成審議された
合格者選考案をもとに、学長、副学長および各専攻の専攻主任からなる専攻主任
会議において審議し、さらに研究科委員会の議を経て、合格者を決定する。合格
者選考案は、研究科委員会で構成員に回覧され、全てが公開されている状況にあ
る。以上のように、学部及び大学院の学生募集、入学者選抜は、公正・公平かつ
適切に行われている。

＜２＞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
入学者選抜において透明性を確保するための措置であるが、入試実施前におい
ては、配点割合の公表、特に推薦入試においては、資格取得の書類審査加点、面
接点の扱い、一般入試においては高得点者に対してのスカラシップ制度など、大
学ホームページ、入試ガイド、募集要項等に詳細に記載をしている。
入試実施後の入試結果については、すべての入試方式において志願者数、受験
者数、合格者数、合格最低点の公表を行っており、本学独自の一般入試において
は、入試問題および正答を公表している。
また、入学者選抜における得点開示希望者に対して、本学独自の一般入試にお
いては、入試教科・科目別得点、総合点、および成績順位を開示している。セン
ター方式入試では、本学の配点方式により算出された総合点、成績順位を開示し
ている。以上のように入学者選抜における透明性確保には、十分な措置を行って
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もと
づき、適正に管理しているか

＜１＞収容定員に対する在籍学生数比率の適切性、定員に対する在籍学生数の過剰・未
充足に関する対応
１）全学部

定員管理については、収容定員の 1.2 倍を超過しないことを目標に、本学
の経年入試結果の分析、入試情勢の変化や入試動向予測情報の入手・分析を
基に入学手続き率（歩留率）の算出をしながら定員の未充足や大幅な定員超
過とならないように入学者の確保に努めている。平成 23 年から平成 25 年
の入学定員に対する入学者数、および収容定員に対する在籍学生数の比率は
以下の表のとおりであり適切である。平成 23年度において、前年度比 15%
の志願者増があったことと、全体の手続き率が予測を上回ったため入学定員
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に対して入学者が 1.2 倍を僅かながら超過したことから翌年以降の入学者数
の管理には十分留意している。ただし収容定員についてはすべての年度にお
いて 1.1 倍後半を維持してきている。

２）工学部
平成 23 年度から平成 25 年度の入学定員に対する充足率、および収容定
員に対する在籍学生比率は表の通りである。過去３年間においては、手続き
状況が好調だったため、入学定員に対して 1.2 倍強の超過率となっているこ
とから入学者の管理には十分留意している。同様に入学定員に対する充足率、
収容定員に対する在籍学生数比率も、1.2 倍前半で推移しているため、入学
者数の管理には十分留意している状況である。

３）情報学部
平成 23 年度から平成 25 年度の入学定員に対する入学者比率、および収
容定員に対する在籍学生比率は以下の表の通りである。毎年入学定員に対す
る入学者比率は平成 23 年度は 1.2 倍を超過したが、平成 24 年度以降 1.2
倍以内での適切な範囲内で学生確保を行っている。収容定員に対する在籍学
生比率も、1.1 倍台を維持しており適切である。

４）創造工学部
平成 23 年度から平成 25 年度の入学定員に対する入学者比率、および収
容定員に対する在籍学生比率は以下の表の通りである。毎年入学定員に対す
る入学者比率は 1.1 倍台での適切な範囲内で学生確保を行っている。収容定
員に対する在籍学生比率も、1.0 倍台を維持しており適切である。

５）応用バイオ科学部
平成 23 年度から平成 25 年度の入学定員に対する入学者比率、および収
容定員に対する在籍学生比率は以下の表の通りである。毎年入学定員に対す
る入学者比率は 1.2 倍以内の適切な範囲内で学生確保を行っている。収容定
員に対する在籍学生比率も、1.1 倍台を維持しており適切である。

６）研究科
博士前期課程における平成 23 年度から平成 25 年度の入学定員に対する
入学者比率、および収容定員に対する在籍学生比率は以下の表の通りである。
平成 25年度においては、就職状況が好転し、社会的背景の要因から進学希
望者が減少したため、入学定員に対しての入学者比率数、収容定員に対する
在籍学生比率とも低い数字となった。なお、博士後期課程においては、入学
定員・収容定員の充足率が低く引き続きその対策が必要である。
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入学定員に対する定足率および収容定員に対する在籍学生比率
（平成 23 年５月１日現在）

学部 入学定員 入学者数 入学定員
充足率 収容定員 在籍者数 収容定員

充足率
工学部 270 345 1.28 1130 1393 1.23
情報学部 410 502 1.22 1640 1926 1.17
創造工学部 205 226 1.10 920 947 1.03

応用バイオ科学部 200 231 1.16 570 669 1.17
総計 1085 1304 1.20 4260 4935 1.16

大学院 入学定員 入学者数 入学定員
充足率 収容定員 在籍者数 収容定員

充足率
工学研究科
（博士前期） 84 121 1.44 168 289 1.7

工学研究科
（博士後期） 10 2 0.20 30 8 0.3

（平成 24 年５月１日現在）

学部 入学定員 入学者数 入学定員
充足率 収容定員 在籍者数 収容定員

充足率
工学部 270 324 1.20 1100 1373 1.25…
情報学部 410 474 1.16 1640 1934 1.18…
創造工学部 205 232 1.13 880 899 1.02…

応用バイオ科学部 200 217 1.09 680 771 1.13…
総計 1085 1247 1.15 4300 4977 1.16 

大学院 入学定員 入学者数 入学定員
充足率 収容定員 在籍者数 収容定員

充足率
工学研究科
（博士前期） 84 124 1.48 168 253 1.51…

工学研究科
（博士後期） 10 6 0.60 30 13 0.43…

（平成 25 年５月１日現在）

学部 入学定員 入学者数 入学定員
充足率 収容定員 在籍者数 収容定員

充足率
工学部 270 330 1.22 1080 1353 1.25
情報学部 410 471 1.15 1640 1952 1.19
創造工学部 205 243 1.19 840 899 1.07

応用バイオ科学部 200 236 1.18 780 867 1.11
総計 1085 1280 1.18 4340 5071 1.17

大学院 入学定員 入学者数 入学定員
充足率 収容定員 在籍者数 収容定員

充足率
工学研究科
（博士前期） 84 88 1.05 168 217 1.29

工学研究科
（博士後期） 10 4 0.40 30 15 0.50
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（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
１）全学部

毎年、ＡＯ・推薦入試が終了した１月から、ＡＯ・推薦入試に関しての入
学者選抜においての検証を開始する。検証を行なう組織は、入試実施の実務
を担当する企画入学課と前述した各学科から選出された委員による入学委員
会である。同様に、一般入試に関しての入学者選抜の検証は、２月末から、
上記組織により行なわれる。
検証の視点は、各入試においての求める学生像に合った学生確保ができた
かを重視し、入試結果、入学予定者の高校履歴、面接等の結果、及び在籍学
生の学内成績を検討資料として行なう。その検証の結果を次年度の学生募集
および入学選抜の方法に反映させた入学委員会案として作成し、各学科での
審議を経た後、再び入学委員会で検討修正し、翌年度の学生募集・入学者選
抜試案として、教授総会に提案し、議を経て、翌年度の学生募集・入学者選
抜方式が決定される。以上のように、学生募集、入学者選抜方式における検
証は、定期的に公正かつ適切に行なわれ、翌年度の入試実施に反映させてい
る。

２）研究科
学生募集および入学者選抜方式の検証は、各専攻に委ねているのが現状で
ある。各専攻は専門性が高いことにより、専攻ごとに、学内推薦、一般入試
における入試結果、入学予定者一人ひとりの状況を資料として、学生募集、
入学者選抜方式の検証を行い、翌年度に反映する方法を毎年とっている。専
攻主任会議および研究科委員会は、各専攻の検証結果、翌年度案を審議し、
決定する。専門性の高い研究科において、学生募集および入学選抜における
検証は定期的に公正かつ適切に行なっている。

２．点検・評価

①効果が上がっている事項（優れている事項）
【学部全体】
・入学者選抜の透明性を確保するための措置については、入学委員会、入学選考
委員会、教授総会の流れで組織的に、公正、公平、適切に全入試が実施されてい
る。
・学生の受け入れについては、全国の大学入試の実施状況から見て、入学定員、収
容定員に対して適切な学生数が確保され、在籍している。
・学生募集の方法、受け入れについては、多様な入試方式で入学する学生や普通高
校、専門高校・総合高校出身者の割合が４：１程度など、様々な学生を受け入れ
る学生募集方法と入学者選抜方式を実施することにより、学生間でお互いに良好
な刺激を与えており、学内活性化につながっている。
　　なお、平成25年度に次年度以降の入試に向けた更なる学生募集の受け入れの
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検討を行い平成26年度入試においては、ＡＯ入試、一般入試・センター方式入試
で一定以上の成績を修めた者に対して、優秀な学生をさらに伸ばすことを目的と
した特別な教育プログラム「スーパーサイエンス特別専攻」を設け、同プログラ
ムを受講するための選抜試験「スーパーサイエンス特別専攻入試」を実施した。
結果は総志願者357名、合格者71名、在籍は30名となっている。さらに、平成
27年度入試から高等学校の新しい教育課程で学んだ者が受験をすることから、数
学、理科の入試科目（各推薦入試、一般、センター方式）の出題範囲の検討等を
行い理科については全学科とも専門科目まで求めることとした。
・各々の入試の目的、位置づけについては、すべての入試方式に共通して何をど
の程度学んできてほしいのかを明示し、さらに入試方式ごとに評価内容と受け入
れ方針を明示した。また、学生募集要項のほかに「入試ガイド」の作成やホーム
ページなどで周知に努めている。（入試ガイドの内容については、ホームページ
でも公開）。加えて、入試相談会、高校内ガイダンス、オープンキャンパス等の
機会においても、受験生個々の希望、状況を聞き、受験生に適した入試方式のア
ドバイス等を行っており、さまざまな局面で本学の学生募集に対する受け入れ方
針やその内容の理解を得る努力を適切に行っている。

【研究科】
・学生募集に対する定員充足については、博士前期課程に関して平成20年度か
ら、成績優秀者を対象とした特待生制度を導入した結果、従来の入学者を大幅に
超える人数を受け入れることができている。ただし、平成25年度の入学者が減少
していることから、更に学生数確保の方法について再検討する必要がある。

②改善すべき事項
【大学全体】
・各学科のアドミッション･ポリシーにより求める学生像を明示してきているが、
「何をどの程度学んできてほしいか」を「できる限り具体的に明示」については
完全に明示し切れていない。今後更に具体的に学内で検討、明示をするための準
備をしていく必要がある。あわせて学部単位のアドミッション・ポリシーが未設
定であるので、すみやかに検討する。

【学部全体】
・定員の管理については、全学部とも、入学定員を充足し、定員充足率も1.2倍を
下回っているものの、工学部の入学者数を管理し入学定員の超過に留意する必要
がある。

【研究科】
・博士後期課程の入学定員・収容定員で未充足が生じているので、対策が必要であ
る。
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３．将来に向けた発展方策

【学部全体】
学生の受け入れについては、建学の理念に基づいた人材養成、それを実現する
ための教育課程等を踏まえた学生確保を行うことが重要である。そのためには、
アドミッション・ポリシー、求める学生像、そして学部・学科内容もさらに理解
しやすく受験生に伝える必要がある。この流れを大切にして、大学進学の意義、
大学で身につけるべきことなどを含め、本学の広報活動を充実させていくことが
重要である。
一方、多様な学習履歴を持つ入学者に対しては、本学教育課程が新教育体系に
より整備されることから、入学から卒業までの学習計画を受験生に分かりやすく
理解させることも今後の発展方策と考えている。そのような広報活動を前提とし
て、入学委員会を中心とした組織で、継続的に学生募集方法、入学者選抜方式の
見直しを行い、求める学生像に適合する学生確保をより進めていく。
また、ＡＯ入試や推薦入試の合格者に対しては、出願時の高い勉学意欲を入学
後の学習態度および結果につなげていくため、入学前教育の充実により学びの魅
力を深く理解する工夫を図っていく必要がある。入学前教育については、学習意
欲の向上、学びに対する動機づけ教育を目的として多くの学科で工夫を凝らした
課題を作成しているが、より目的達成に近づく内容に発展させていく。
本学独自の一般入試においては、学力試験による合格者選抜が中心となってい
るが、希望学科での勉学目的、意欲も反映することができる入学者選抜を行なう
ことの検討も今後の発展方策と考えている。その取り組みの一環として「スーパー
サイエンス特別専攻入試」における入試方法の検討があり、意欲の高い学生の入
学につなげていく計画である。

【研究科】
大学院研究科の学生募集の方法に関連して、早期に学部卒業後の進路を考える
ことが重要となり、このことから、１年次から開始されるキャリア教育、就職支
援プログラムとの連携を図りながら早期から体系的、段階的に大学院進学につい
て、考える機会を与えることとする。学生の父母に対しては、父母懇談会等の機
会に大学院進学の必要性について説明を行っているので、これを継続するととも
に、４月に実施されているオリエンテーションなどで大学院進学の必要性をさら
に伝えていきたい。また、博士後期課程においては、本学の博士前期課程の学生
のみならず、学外の博士前期課程の学生、あるいは社会人を対象として、本学教
員の研究活動の広報を充実させていくことを発展方策としたい。
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基準Ⅵ　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な学生支援に関す
る方針を明確に定めているか

＜１＞学生に対する修学支援、生活支援、進路支援に関する方針の明確化
本学では、修学、生活、進路に関する全ての支援について、「学生本位主義」
の具現化を目指し、学生一人ひとりの可能性を見出し、成長できる環境を整備し、
その一つ一つの問題を解決していくことを方針としている。
その具体的な支援体制は、以下のとおりである。（根拠資料６−１：学生生活
Hand…Book2013）
①修学支援
「クラス担任制度」による履修や成績等の相談、「１年次アドバイザー制度」
による専門学科教員からの学習アドバイス、「基礎教育支援センター」による
個別学習指導、「オフィスアワー」や学科で開設している「学習相談室」によ
る授業科目に関する質問・相談の対応、情報教育研究センターの「ＩＴアドバ
イザー」によるＩＴ質問・相談対応など支援体制が充実している。また、環境
面では、学生の自由なものづくりを支援する「ＫＡＩＴ工房」、独立した建物
で自学自習や閲覧スペースが充実した「図書館（蔵書数 174,618 冊）」、自主
学習やグループ学習・ミーティングができる「学習ロビー」、パソコンを活用
した自学自習のための「ＰＣ自習室」等を整備している。
②生活支援
基本的に「クラス担任」と学生課が中心となり支援している。また、メンタ
ルケアに関しては「学生相談室」、身体の健康に関しては「健康管理室」を設置し、
専門スタッフが支援している。また、出席カードシステムを利用し、クラス担
任と学務補助員が連携して「多欠席調査」を行い、多欠席学生と頻繁に連絡を
取りサポートしている。クラブ活動の活発化も目指しており、学生課と教職員
による顧問が中心となり支援している。その環境整備として、「ＫＡＩＴスタジ
アム」や「人工芝化したグラウンド」、「全天候型ハードコートテニスコート（4
面）」、「食堂」などが整備された。資金面でも、後述の＜４＞奨学金等の経済
的支援措置の適切性で記述している通り、本学独自の奨学金や良質なアルバイ
トの紹介など学生のニーズに対応した支援を実施している。
③進路支援
学生一人ひとりの将来的希望を実現させることを目指し、キャリア就職委員
会、卒業研究指導教員、キャリア就職センター等が緊密に連携をとり支援して
いる。その内容は、正課外によるキャリア教育、資格取得支援、本学内で実施
される合同企業説明会、キャリアアドバイザーによる個別相談、研究室単位の
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就職指導等、就職率 100%を目指して支援している。

（２）学生への修学支援は適切に行われているか
＜１＞留年者および休・退学者の状況把握と対処の適切性

本学の留年制度は、「２年次留年制度【２年次修了時までに修得単位が 50 単
位以上でなければ、原則として３年次の配当授業科目は履修できない】」と「４
年次留年制度（卒業研究未着手）【３年次修了時までに修得単位が 104 単位以上
でなければ、４年次必修科目「卒業研究」の履修はできない。さらに３年次修了
時までに学科ごとに指定する科目（卒研着手要件科目）を修得しておかなければ
ならない。】」を定めている。その状況は、平成 25 年度２年次留年 2.7%、４年
次留年 1.3%、退学 3.6% となっている。なお、休学者については、４年次留年
生の卒業研究着手要件充足者（前期または後期のみ）の休学者を除き 3.0%が休
学（休学期間中の授業料は無料）している。
留年者数および休・退学者数を減少させるための対応は、全学生にクラス担任
を配置し、学習相談・学習指導・多欠席者への連絡や生活相談を行ない、問題を
抱える学生に対し早期に対応している。また、修得単位が少ない学生には、ガイ
ダンスやオリエンテーション時の学科教員やクラス担任による指導で対応してい
る。さらに学期末成績表は、保証人へも発送するとともに、学業不振通知も送付
している。なお、学修・生活・進路の相談は、父母懇談会でも実施している。
転学部・転学科を希望する学生には、クラス担任、所属学科長と十分相談の上「学
則第 32条」に基づき「転部・転科取扱規程（根拠資料６−２）」に則り適切に対
応している。

＜２＞補習・補充教育に関する支援体制とその実施
補習・補充教育に関する支援体制は、基礎教育支援センターが「数学」「物理」

「電気」「化学」「生物」「英語」「文章表現」を支援（平成 25年度利用実績延べ 4,614
名）しており、各学科によるオフィスアワーも実施されている。また、目的に応
じた課外授業は、キャリア教育として「各学年における就職準備講座」を９講座、
資格取得支援として、「資格支援講座」６講座が準備され、学生の希望により学
内で開講し、受講料の支援も行っている。

＜３＞障がいのある学生に対する修学支援措置の適切性
視聴覚障がい者や上肢下肢障がい者の学生に対するサポートは、ボランティア
のノートテイカーにより対応している。平成 25年度は、３名の肢体不自由（車
イス）学生と１名の聴覚障がい学生が在籍しており、障がい内容に配慮した履修
アドバイスや授業、定期試験のサポートなど、所属学科と事務局で対応している。
また、学生ボランティア組織の育成に関しては、サークル活動として「障がい
学生留学生支援サークルUNIVERSAL」など５つの団体が活動している。さらに、
大学ボランティア団体交流会を学生課主導で開催し、各団体の交流促進による活
動活性化、共同での新規メンバー獲得活動などを実践している。

＜４＞奨学金等の経済的支援措置の適切性
奨学金等の経済的支援は、表１の「貸与型奨学金等支給一覧表」、表２の「給
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付型奨学金一覧」の平成 25年度実績に示すとおり、本学独自の奨学金制度が充
実しており、公的奨学金（表３・表４参照）と合わせて支援している。（根拠資
料６−３：奨学金給付・貸与状況）
また、大学院の授業料は、国公立大学並みの年間 60万円に設定し、経済的な
負担の軽減を図り、研究に専念できる環境づくりを図っている。
さらに、学生の必要に応じて、良質なアルバイトを紹介しており、学生アルバ
イト情報ネットワーク：「ａｉｎｅｓ」（株）ナジック・アイ・サポート社（登録
学生数 250 万人以上、加盟大学 208 校、登録企業数 30,223 社）と提携し、本
学のホームページの「ＫＡＩＴ…Ｗａｌｋｅｒ（学生向けインターネット掲示ツー
ル）」で対応している。本学の登録学生数は、202 名（平成 26年３月現在）となっ
ている。また、そのほかに、地域のアルバイトや学内アルバイトのサポートをし
ており、適切に対応している。
さらに、自宅外通学生に対しての住居の支援も行っており、大学近隣の学生寮
23 箇所を大学指定寮として紹介している。食生活など健康管理面などの配慮か
ら、食事つき（賄い付き）のタイプが多く、管理人の常駐による安全面にも配慮
しており、保証人からの信頼度が高い。

表1　本学独自の貸与型奨学金等支給一覧表（平成25年度実績）
奨学金の種類 対象者 貸与額 実績人数

幾德学園奨学金
学部１年生 34,000 円／月 *４年間 104 名

博士前期課程 1年生 60,000 円／月 *2 年間 14名
博士後期課程 1年生 80,000 円／月 *3 年間 0名

幾德学園
授業料貸与

学部 4年生

※卒業が見込まれる学生で、経
済的な理由により卒業が困難
になった場合に、授業料不足
額を貸与

0名

幾德学園
緊急時奨学金

学部１～３年生

※主たる家計支持者の不慮の事
故等により家計が急変し、学
業を継続することが困難と
なった場合に、授業料半額相
当額を貸与

0名
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表２　本学独自の給付型奨学金（顕彰含む）等一覧表（平成25年度実績）
奨学金の種類 対象者 給付（又は免除）額 実績人数
幾德学園
特別奨学金 博士後期課程１年生 50,000円/月*3年間 10名

新井奨学金 学部３～４年生 前・後期各50,000円 11名

自宅外通学給費
（入試成績条件付） 学部３～４年生

650,000円（年間）※自宅外通
学生で指定の入試で条件を満

たした者
44名

授業料100%・50%給費
スカラシップ 学部２～４年生 授業料の全額又は半額給費

（入試成績条件付） 98名

授業料給費生 学部１～４年生 600,000円給費
（入試成績条件付） 61名

幾徳学園
同窓会奨学金 学部4年生 授業料未納相当額 3名

授業料全額免除
（特待生） 博士前期課程１～２年

600,000円*２年間（年間の授
業料全額を免除）学部３年前期
までの学科成績上位８％以内

70名

授業料半額免除
（特待生） 博士前期課程１～２年

300,000円*2年間（年間の授業
料半額を免除）学部3年後期ま
での学科成績上位15％以内

29名

中部謙次朗賞
博士前期課程２年生

各100,000円
※成績及び人物ともに優秀な

学生を各専攻が推薦
３名大岐良一賞

石原建男賞

授業料減免制度 学部１～４年生・大学
院私費外国人留学生 授業料30%免除 53名

表3　日本学生支援機構奨学金等一覧表（平成25年度実績）
奨学金の種類 対象者 貸与月額 実績人数

日本学生
支援機構

第一種

学部１～４
年生

自宅・自宅外 30,000 円
529 名自宅 54,000 円

自宅外 64,000 円
博士前期課程
1～ 2年生

50,000 円・88,000 円
から選択 86名

博士前期課程
３～４年生

80,000 円・122,000 円
から選択 3名

第二種

学部 1～ 4年生 3・5・8・10・12 万円
から選択 1803 名

博士前期課程
1～ 2年生

5・8・10・12・15 万円
から選択 10名

博士後期課程
1～ 3年生

5・8・10・12・15 万円
から選択 0名

学習
奨励費

私費外国人
留学生

学部 1～ 4年生 48,000 円（給付） 3名

大学院 65,000 円（給付） 1名
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表 4　各種団体奨学金等支給一覧表（平成 25年度実績）
奨学金の種類 対象者 貸与（給付）月額 実績人数

熱海市育英事業奨学金 学部生 44,000 円 1名
佐久市奨学生 学部生 40,000 円 1名

長崎県育英会奨学生 学部生 47,000 円 1名
福島県奨学生 学部生 40,000 円 0名
あしなが育英会 学部生 40,000 円 5名

清川秋夫育英奨学財団 学部生 50,000 円 1名

交通遺児育英会
学部生 40,000 円～ 60,000 円 1名
大学院生 50,000 円～ 100,000 円 0名

三菱商事復興支援財団 学部生 100,000 円（給付） 3名
中村積善会 学部生 40,000 円（給付） 2名

（財）村井順記念奨学金 学部生 30,000 円（給付） 6名

（３）学生の生活支援は適切に行われているか
＜１＞心身の健康保持・増進および安全・衛生への配慮

学生の身体の健康は、健康管理室が対応しており専門スタッフとして嘱託看護
師１名（常勤）、非常勤医師１名（週１回２時間）を配置している。その活動は、
看護師が応急処置や健康相談・身体測定を行い、必要に応じて医療機関を紹介し
ている。また、学生の利用状況は、学生部委員会に毎月報告している。
健康診断は、疾病の集団発生の予防・生活習慣病の予防などを目的とし、年１
回全学年を対象に実施している。健康診断の結果については、学生自身が自動証
明書発行機で確認できるようにしている。必要に応じて、医療機関を紹介してい
る。
メンタルケアは、学生相談室が対応しており、最近増加傾向にある精神的トラ
ブルに対して、相談員４名とメンタルヘルスアドバイザーとして精神科医１名（週
１日）の体制で対応をしている（根拠資料６−４：学生相談室報告書〈平成 25
年度〉）。特に、学業の継続が困難になる前に、早期に精神的な不調に対応できる
ように、開かれた学生相談室を目指している。また、心と身体の健康調査（ＨＳ
ＣＬ：Hopkings…Symptom…Checklist）を１年生のオリエンテーション時（４月）
と、新４年生の健康診断時（２月）に実施し、ハイリスクな学生に対して、手紙
や電話による呼びかけを行い面談している。さらにクラス担任との連携も強化し、
メンタル的な問題を抱えた学生たちへの対応を行っている。なお、メンタル面で
の状況を共有するために、メンタルヘルスアドバイザー（精神科医）による教職
員学内研修も実施している。（根拠資料６−５：学生相談室利用状況）

＜２＞ハラスメント防止のための措置
平成１６年度に「ハラスメント予防対策協議会規程（根拠資料６−６）」を設け、
平成 21年度は「ハラスメント予防対策協議会」を通じて、規程にある「ハラス
メント研修会」を開催し、具体的な事例の検証をしながら、ハラスメントの予防
対策について組織的に検討している。
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また、実際にパワー・ハラスメントやセクシャル・ハラスメントの訴えがあっ
た場合は、「ハラスメント調査委員会規程（資料６−７）」「ハラスメント調停委
員会規程（資料６−８）」に則り対応している（平成 24 年度１件、平成 25 年度
０件）。

（４）学生の進路支援は適切に行われているか
（根拠資料６−９：就職・大学院進学状況）

＜１＞進路選択に関わる指導・ガイダンスの実施
進路選択に関わるガイダンスは、１・２年次を中心に「魅力ある企業研究会」
を開催し、企業の方から、有意義な学生生活を送るためのアドバイスや現場で必
要とする能力に関するガイダンスを実施している。さらに、３年次には「就活セ
ミナー（前期 12回、後期 13回、合計 25回）」で職業観を育み、就業意識を深め、
具体的な進路となる「就職先」の支援・アドバイスを行なっている。また、各年
次に平行して正課授業内にキャリア系科目を開講し、１年次は「キャリア設計」
「キャリア開発」、２年次は「早期インターンシップ」、３年次は「業界研究」「イ
ンターンシップ」を実施し体系的なキャリア支援を実施している（根拠資料６−
10: 就職活動ノート、就職支援講座年間スケジュール、卒業生支援講座）。
その就職率は、平成 23 年度 84.1%、平成 24 年度 91.2%、平成 25 年度は
93.0%であった（根拠資料６−11：実質就職状況）。

＜２＞キャリア支援に関する組織体制の整備
キャリア支援に関する組織は、学長直下の組織である「キャリア就職委員会」
が中心となり体制を構築している。その構成は、各学科１～２名の教員と事務組
織である「キャリア就職課」の職員で形成されている。ここでの役割は、進路活
動を行なっている学生の状況を把握するするとともに、進路支援に必要な講座・
ガイダンス等の内容検討を毎月１回行なっている。さらに、進路が決定した学生
に対するアンケートを実施し、その集計・分析結果をもとに、本学の進路支援に
対する評価を行ない、次年度のキャリア支援活動に反映させている。（根拠資料
６−12：平成 24年度就職活動調査結果報告）また、「キャリア就職課」には、８
名の事務職員のほかに、学生の就職に関するアドバイス等を担当する４名のキャ
リアアドバイザー（非常勤）と学科ごとに就職情報の提供を行い、学生の進路状
況について常に把握する 10 名のキャリア就職課スタッフ（非常勤）を配置し、
支援体制を整えている。

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項（優れている事項）
　修学支援、自学自習支援、生活支援、経済的支援、進路支援は、大学として積
極的に取り組んでいる。
・「クラス担任制度」「１年次アドバイザー制度」「基礎教育支援センター」「オ
フィスアワー」「ＩＴアドバイザー」などの修学支援体制が充実している。
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・出席カードシステムを利用し、クラス担任と学務補助員が連携して「多欠席
調査」を行い、多欠席学生に対して頻繁に連絡を取り、指導している。
・「ＫＡＩＴ工房」「図書館」「学習ロビー」「ＰＣ自習室」等の自学自習を支
援する環境やスペースを整備している。
・生活支援の体制で「クラス担任制度」「学生相談室」「健康管理室」がしっ
かり機能している。
・ハラスメントの正式な申立て件数が少ない理由は、相談の段階で関係者が双
方当事者への接触を試み、自主的にオープンな形で解決へと導いていること
が、奏功しているからである。
・奨学金等の経済的支援が充実している。
・大学院の授業料が国公立大学並みで設定され、進学しやすい環境を整えてい
る。また、特待生制度も実施している。
・進路支援において、キャリアアドバイザーやキャリア就職センタースタッフ
（非常勤）が充実している。

②改善すべき事項
　経済不況の中での就職情況の厳しさや、休・退学者抑制が進まないといった問
題に直面しており、更なる努力が必要である
・経済不況による就職内定率の低下に対する対応策として、現在行っている正
課外のキャリア教育支援に加え、正課内にキャリア科目を導入して正課内外
の教育を有機的に接続し、学生の就業力をより一層育成する。
・留年者、休・退学者に対して、多様化する学生の状況を考慮しながら、より
一層の対応策を確立する。

３．将来に向けた発展方策

・修学や生活支援に対しての体制を見直し、全学的な総合支援体制を構築する。そ
の組織体制として、「学生支援機構（仮称）」の設置に向けて検討している。
・事務局の教務課、学生課、キャリア就職課、国際課、図書館サービス課等を「学
生支援本部」に統合しワンストップ学生支援サービスの提供を目指している。
・学生の就業力向上の方策として、文部科学省の「平成22年度大学生の就業力育成
支援事業」にも採択された「体系的な全学就業力育成プログラムの構築」を完全
履行する。
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基準Ⅶ　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

（根拠資料７−１：主要施設の概況）
本学は、学園全体の教育・研究の方向性と計画に基づく建築物の大規模修理や
建て替え、あるいは新築については、理事会の指示により経営管理本部管財課が
作成した中長期プラン案を、理事会において検討し方針決定を行なっている。
また、学習環境と教育研究環境の保守・改善については、学長の下で経営管理
本部管財課が取りまとめ役となり、学部・学科・附属機関・センター・委員会・
事務局などにより「施設設備改善」の検討を毎年行なっている。その結果を年度
ごとに「施設設備改善計画案」として理事会に説明報告し、理事会の審議により
翌年の施設設備改善計画が決定され、予算化・実行に移される。
以上のように、学習環境整備、教員の教育研究環境整備に関して、現環境の保
守・改善、そして本学園の教育・研究の将来に向けての教育研究環境整備に関す
る方針を明確にしている。

＜２＞校地・校舎・施設・設備に係る大学の計画
（根拠資料７−２：学部・研究科ごとの講義室、演習室等の面積・規模、学部・
研究科ごとの学生用実験・実習室の面積・規模）
建学の理念、養成すべき人材像、教育目標、そして研究活動など、本学の教育
研究活動の方向性と計画に沿った校地・校舎・施設・設備の整備であることを認
識した上で、具体的なポイントとして以下のことに十分に配慮して、整備計画を
進めている。
①学習環境、教育研究環境の安心・安全の確保
平成 16年度からスタートした中期基本プラン（キャンパス再開発計画）お
よび平成 24 年度からの学園創立 50 周年記念事業施設整備により、学部学科
構成の変化に合わせ校舎・施設・設備の計画を推進した。その中で、最重要視
した項目の一つが「耐震化の推進」である。既存建物の耐震化から建物の建替
えなどの進行にて、床面積比で 96.5% まで耐震化を向上させた。特に地震発
生時の被害が心配される３階建て以上の建物においては、100%の耐震化率と
している（根拠資料７−３：キャンパス再開発等実施一覧等）。さらに平成 26
年３月に竣工した新講義棟（Ｋ３号館）は、今後授業を行う中心の施設であり、
収容定員も 4,300 名と多いことから、万一の災害や火災発生時の避難等を考
慮し、建築基準法上の階段よりも１ヶ所多い階段を設けるなど、より安全安心
の建物として設計している。
また、保健福祉事務所からの「専用水道」指定に合わせ、学内水道管理全般
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（水質・水源・供給施設の管理）のさらなる厳格化を実施したことで、より安心・
安全な水の供給が可能となっている。
②学習・教育成果の向上のための講義室および実験実習室の整備
前述の中期基本プランにより、学生が教育を受け、教員が講義を行う主な講
義室および実験実習室について、机・椅子のサイズアップおよび使いやすさな
どの機能性アップ、パソコンの高性能化に対応した映像機器の導入、空調によ
る空気調和環境の整備、授業出席カードシステムの導入などの整備を平成 16
年度より行ってきており、改善された講義室・実験実習室の割合は、平成 22
年度には、ほぼ 100%に達した。さらに平成 25年度末にはK３号館新講義棟
（4,300 席）を竣工させ、老朽化した B５号館西側講義室（2,140 席）の利用
を終了したことでさらに教育環境は向上した。また、実験・実習室の仕様も、
各学科、実験内容などに応じ、机や実験装置・機器の配置などを、より教育効
果が上がる形としてきている。
自主学習環境の整備については、新たな建物ではゆとりある学習ロビーの設
置を行い、既存の建物においては、改修により学習ロビーを設置し、気軽にか
つ自然に自主学習やグループ学習・ミーティングができる場所を増加させてい
る。現在の自主学習・ミーティングができる学内の箇所は、カフェテリアを含
め、15箇所、総席数は 680 席となっている。
③研究環境の効率的整備の推進による教育研究環境の総合的な向上
主として工学教育研究推進機構に属する施設として、次世代センシングシス
テム研究所、環境技術開発センター、ヒューマンメディアセンター、太陽エネ
ルギーシステム研究開発センター、バイオサイエンスセンター、自動車工学セ
ンターなど多くの施設を新設・整備し研究環境を向上させている。さらに平成
25 年度に本学の有望な研究成果を実用化し広く社会に貢献するため先進技術
研究所を設置し、そのための専用施設の建設に着工し、平成 26年６月に竣工
予定となっている。
なお、本学の大きな特徴といえる卒業研究、研究室教育の重視を維持、発展
できる環境として、全学科教員に対応した研究室を継続して配置している。
④施設の省エネルギー化の実現
キャンパス再開発事業にあわせて施設の省エネルギー化を推進した。廊下・
トイレなどの共用部の照明への人感センサー対応、講義室・実験室・研究室な
どの照明の外光センサー対応、空調関係では全熱交換機の導入、高ＣＯＰ空調
機の導入、外気自動導入システム、太陽光発電システムの採用などを行った。
特に平成 24 年度から平成 25 年度にて、本学最大の実験研究棟であるC２号
館の空調機更新を実施し高効率省エネルギー対応だけでなく、大学全体のピー
ク電力抑制のための一括制御が可能となった。また、運用管理面においては、
空調リモコンの温度設定範囲の限定化、学生ＥＣＯサークルの協力による空き
講義室の空調・照明のＯＦＦ巡回などを行った。この結果、平成 25 年度は、
平成 20年度比で、約３％のＣＯ２排出削減を達成している。
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（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・校舎等の整備状況とキャンパス・アメニティの形成

①校地・校舎等の整備状況
本学の校地面積は 134,503㎡であり、文部科学省大学校地基準面積 43,400
㎡を十分に満たしている。また、本学の校舎面積は 102,321㎡であり、これ
も文部科学省大学校地基準面積 56,163…㎡を充足している。校地・校舎等の整
備については、講義室は 75 室、学生研究室は（機械系 47 研究室、電気・電
子系 20研究室、情報系 52研究室、化学・バイオ系 37研究室と基礎・教養教
育センターで７研究室）計 163 研究室、自主学習・ミーティングスペースは
15箇所－座席数約 680 席、実験実習・演習室は 128 室となっている。またス
ポーツ、課外活動施設においては、全天候対応人工芝フィールドおよび陸上競
技 400mトラック、人工芝野球場を整備し、さらに平成 25年度に新体育館（Ｋ
ＡＩＴアリーナ）を竣工させた。平成 16年度から開始した中期基本プランお
よび平成 24 年度からの学園創立 50 周年記念事業施設整備により、学生の学
習環境、教員の教育効果をあげるための設備そして学生のスポーツ、課外活動
施設も一段と向上している。
②キャンパス・アメニティの形成
女子学生の快適なキャンパスライフのために、個室タイプのシャワー室やパ
ウダーコーナー、仮眠・休憩室を有する女子学生専用フロアを他の理工系大学
に先駆けて約 10年前に整備している。自主学習・ミーティングスペースを中
心に、学生が自由に使用できる情報コンセントは学内に 14箇所 461 個を設置
し、食生活面においては、学生の嗜好と栄養バランスを考慮して特徴分けした
４つの学生食堂とハンバーガー店舗の設置など、キャンパス・アメニティの充
実に力を入れている。衣食住という基本的なものの整備は当然として、工科系
大学にふさわしく、学生が自由に「ものづくり」のできる場所として、平成
20年に、「ＫＡＩＴ工房」を建築・設置し、６名の技術支援スタッフを配置し、
10 時から 21 時までオープンしており、より充実した課外時間を過ごせるよ
うにしている。
また、国内初の携帯電話（IC スマートフォンを含む）を利用した「モバイ
ル学生証」の導入により、ＩＣカード学生証と同様に、出席、証明書自動発行、
電子錠の開錠、各種施設、電子マネーＥｄｙの利用等の「かざす」機能、「Ｋ
ＡＩＴ…Wａｌｋｅｒ」にアクセスすることによる出欠情報、掲示板、時間割、
試験、バス運行情報等の「見る」機能など、学生はさまざまなアイテムを利用
しており、現在 4,286 名（平成 26年３月現在）の学生が登録している（根拠
資料４：ＫＡＩＴ…Wａｌｋｅｒ〈モバイル学生証リーフレット〉）。
③地域社会や環境への配慮
学科横断型教育として、「Ｓｔｏｐ… ｔｈｅ… ＣＯ２」プログラムが用意され、
環境・エネルギー教育に対応している。また、ＥＣＯ活動サークル「チームみ
どり」や、学生および教職員全員の努力項目として、温室効果ガス削減のため
のチャレンジ 25キャンペーンに対応した「神奈川工科大学ＥＣＯ活動宣言（10
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の行動指標）」を設け、地域社会に対し本学の基本姿勢を表明している。この
各活動の中には、教職員・学生と近隣住民との交流（例えば、廃油を利用した
キャンドルナイトのイベントなどを実施）もあり、環境を考慮し地域社会との
連携を進めている。また、福祉というキーワードでも地域社会と連携した取り
組みを積極的に行っている。その一つに、福祉機器、ユニバーサルデザインの
アイディアを競う「福祉アイディアコンテスト」を主催しており、多くの地域
住民が参加している。さらにＫＡＩＴ工房等を活用して、地域の小中学生を対
象とした「ものづくりイベント」を平成 25年度は３回開催している。
校地周辺の環境保全に当たっては、本学守衛員による深夜も含めた巡回、違
法駐車注意活動、清掃員による落ち葉・ごみ清掃、学生ボランティアによる毎
月１～２回実施のごみ拾い活動を通じて、周辺住民に配慮している。
④キャンパスへの交通アクセス
交通アクセスについては、公共交通機関を利用した場合、小田急線本厚木
駅から、バスに乗り換えて約 20分間を通学に要している。本学前下車の路線
バスが本厚木駅から運行されているが、さらに、午前 21 本、午後 20 本、合
計 41本の直通急行バスを本厚木駅と大学間で運行している。そのほかに、路
線バスでは本数が極めて多い途中バス停（松連寺）までの無料シャトルバスを
10 分間隔で運行させ、公共交通機関利用の学生への対応を行っている。公共
交通機関を利用していない学生は全体の 60%強となっているので、自動車通
学、バイク通学を認め、駐車場の確保を大学で行っている。駐車スペースは、
自動車 400 台分、バイク 400 台分、自転車 900 台分となっており、自動車用
駐車場のみ有料としている（年間 23,100 円）。
なお、学生サービスの向上を目指し、平成 24年度にバイク駐輪場の全面舗
装、平成 25年度に自転車駐輪場建て替えおよび駐輪ラックの設置、また、平
成 25 年度に学内バスターミナルを新講義棟 1F（屋内）に併設して雨天でも
濡れずに乗降可能とした。

＜２＞校地・校舎・施設・設備の維持・管理、安全・衛生の確保
①校地・校舎・施設・設備の維持・管理
専門知識豊富な職員と経験と技術力を有する外部委託担当者による連携管理
により、低コストでも質の高い維持管理を実践している。
整備プランの検討、予算化、工事管理、交渉などの業務は管財課職員が担当
し、設備点検・管理・運転および現場修理については外部委託の管理員（３名）
に主な対応を委託することで、中長期計画から現場修理対応まで人件費を抑え
ながら、幅広い対応を可能としている。
②安全・衛生・防災
24 時間常駐者３名以上の警備体制により、大学構内だけでなく、外周道路
も巡回することで、犯罪者の侵入等を抑止する効果が発揮されている。また、
警備、清掃、食堂、ＰＣ販売・メンテ業務については、㈱神奈川工科大企画（大
学 100%出資）への業務委託により、各部門を統一して一元管理されており、
相互の連携による、トラブル発見、犯罪防止、衛生維持などの高い防災・防犯・
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衛生監視体制が取られている。さらに、体調不良の学生への一時対応（連絡・
応急対応）や、マナー違反の学生への注意など、学生への細かな対応により、
育成の一部としても大いに役立っている。
毒劇物や高圧ガスの管理については、それぞれ取扱要領（根拠資料７−４：
医薬用外毒物劇物取扱要領）・管理規程（根拠資料７−５：高圧ガス安全管理
規程）を設け管理の徹底を図っている。
学内専用水道の適切な管理については、すでに記述した通り、保健福祉事務
所からの「専用水道」指定に合わせ、学内水道管理全般（水質・水源・供給施
設の管理）のさらなる厳格化を実施したことで、より安心・安全な水の供給が
可能となっている。
…防災対策については、消防法の改正に合わせ平成 22年６月に見直した消防
計画（根拠資料７−６）に基づき、災害対策本部規程（根拠資料７−７）を改訂し、
防火・防災管理委員会を組織するなど、積極的に推進している。さらに、地震
時の対応等については、全学生と教職員へ配付している「学生手帳」と「安全・
環境マニュアル 2013（根拠資料７−８）」により、その準備・対応・心得の行
動指針などを記載し、周知している。
東日本大震災を契機に災害時の安全確保のため、９月に全教職員の参加する
避難訓練を実施している。また、本学独自の情報ネットワークを活用した安否
確認システムを構築した。

（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

図書は、年間受入冊数が約 5,500 冊で所蔵合計は、174,618 冊であり、この
うち 1,027 冊が電子版となっている。学術雑誌については、電子版が 4,588 タ
イトル、冊子体が 732 タイトルであり、欧文学術雑誌はほぼ 100%電子版となっ
ている。また、電子情報としては、新聞・百科事典・論文・雑誌記事等が検索可
能となっており、図書・学術雑誌の電子版も含め、図書館および学内の各研究室
から常時利用可能である。（根拠資料７−９：図書、資料の所蔵数及び受け入れ
状況）

＜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
総面積は 5,204㎡で、地上４階、地下２階となっている。
学生をはじめとする利用者へのサービスをより良いものとするためには、高度
な専門能力を有する人材をより多く配置することが必要であることから、本学で
は、大学の戦略に則った図書館戦略を立案する管理職１名のほかはアウトソーシ
ングによる運営を平成 16年度から行っている。
開館時間は、平日９時−21 時、土曜日９時−17 時であり、平日の授業終了時
間の 18時 10 分以降も十分に利用可能となっている。
閲覧席数は 629 席あり、大学院と大学の収容定員数合計 4,418 人の 13%強と
なっている。（根拠資料７−10：図書館利用状況、学生閲覧室等）
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情報検索用端末は37台設置している。また、多くの学生がノート型パソコンを
利用していることから無線ＬＡＮを１～４階フロアに、情報コンセントを1～２
階に30ヶ所設置している。
また、平成24年度に授業参考図書館（Reference…Learning…Room）および能動
的な学習空間（Active…Learning…Space）の整備を文部科学省「私立大学教育研究
活性化設備整備事業」の補助金採択により実施した。

＜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
国内外機関との情報提供・入手をスムーズに行うため、米国で考案された世界
基準のＢＳＤライセンスに準拠した機関リポジトリを平成 20年度から立ち上げ
ており、まず紀要論文を公開した。続いて、地域ＮＰＯと共同しての歴史資料の
デジタル化作業が科学研究費補助金で採択されたことから、この資料についても
公開をしている。
複写・貸借の相互利用については、国立情報学研究所のＮＡＣＳＩＳ－ＩＬＬ
や関東圏の 13私立工科系大学による私工大懇話会図書館連絡会を主に、厚木市
中央図書館とも連携をしている。平成 25年度は他機関からの要求が 545 件、本
学から他機関への依頼が 421 件あった。

（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

現在学生数約 5,000 名、教職員約 430 名である。講義室は 75 室であるが、
特にＰＢＬ教育を重視することから、実験実習・演習室は 128 室を設置し、ま
た卒業研究を中心とする研究室教育実践のため、各分野合計で 163 の研究室を
整備している。（根拠資料７−11：教員研究室）

＜２＞ティーチング・アシスタント（ＴＡ）とリサーチ・アシスタント（ＲＡ）
本学における学部教育の充実と大学院生の研究教育活動に資する目的で、
ティーチング・アシスタント（ＴＡ ) 制度を設置し、平成９年度から施行している。
業務内容は、授業を担当する教員の指示に従い、実験、実習または演習の教育補助、
情報教育研究センターにおける電算機プログラミング相談およびリテラシー教育
補助等、専攻主任の申請により、学長が承認した講義科目の教育補助などがある。
また採用については、本学大学院生から、各専攻主任の推薦で学長が採用する制
度である。予算配分については、当該予算年度４月に在籍する大学院生の数に基
づき、大学院博士前期課程ならびに博士後期課程の在籍学生総数の 40%の者が、
週８時間、年間30週担当した場合の予算を策定する。平成25年度の登録者数は、
在籍者 232 名中 155 名がＴＡ担当者として確定している。
「私立大学学術研究高度化推進事業」に採択された先端工学プロジェクト研究
を効果的に推進するために、大学院博士後期課程に在籍する学生を対象とし、リ
サーチ・アシスタント（ＲＡ ) 制度を導入し、平成 10 年度から施行している。
現在は、前身の「総合実験研究センター」から移行した「工学教育研究推進機構」
に設置され、指導教員の推薦書を工学教育推進機構長へ提出し、機構長の推薦に
基づき、学長が決定し委嘱している。過去５年間では、２名が登録している。
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工学教育研究推進機構には、技術スタッフとして、平成 22年５月現在、技術
支援スタッフ 11名、研究支援（リエゾンオフィス）スタッフ３名を配置し、先
端的研究の促進を図るため、工作工場の設置等も含め、技術支援体制を整備して
いる。
本学の情報ネットワークは、情報教育研究センターが一元管理を行なっている。
センターでは、ＮＴＴ、ＯＣＮから２回線を導入し、セキュリティをかけ、全学部・
学科、事務局につないでいる。学科幹線と事務局にはＬＡＮ管理者を置き、それ
ぞれに設置されているサーバーを独自に管理している。さらに、そこでも、別々
にセキュリティを入れており、二重のセキュリティにより情報ネットワークが維
持されている。センターと各ＬＡＮ管理者との打ち合わせも随時行なわれ、情報
ネットワークが管理されている。

…（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

本学の研究活動においては、研究活動における不正行為防止規程（平成 19年
11 月１日）（根拠資料７−12）を制定し整備している。

＜２＞研究倫理に関する学内審査機関の設置・運営の適切性
１）不正行為防止規程の目的は、研究活動を行うすべての教職員、学生および

本学を利用して研究を行う者を対象として、研究活動に関する不正行為の
防止について定めることにより、研究活動における研究者等の倫理規範お
よび行動規範からの逸脱を防止し、適正な研究活動の遂行を保証すること
である。研究活動不正行為防止計画の取り組みについては、下記の本計画
に定めるところによるほか、関係法令等に基づき対応している。
（方針）
①対象とする研究活動
本計画が対象とする研究活動は、本学が管理運用する研究資金、施設、
設備を使用したすべての研究活動とする。また、本学に所属する研究者
が、他大学等の研究機関の施設、設備を使用して行う共同研究活動も対
象とする。

②対象とする不正行為
本計画が対象とする不正行為は、不正行為防止規程第２条の規定する
行為とする。また、公益通報者保護法 ( 平成 16 年法律第 122 号 ) 別表
に掲げる法律等の違反であって、研究活動に係る不正行為である場合に
おいても対象とする。ただし、故意によるものではないことが明らかに
されたものは、不正行為には当らないものとする。

③対象とする研究者
本計画が対象とする研究者は、不正行為防止規程第１条に規定する者

（常勤、非常勤、学部、大学院学生等の身分及び特任・客員教員、客員
研究員、ＲＡ等呼称並びに研究資金の主たる受給者であるか否かを問わ
ない。）とする。
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この計画案は理事会・教授総会の承認後、文部科学省へ平成 21年 11 月 10
日に届出済みである。

２）本学が独自に又は学外との共同研究によって実施するヒトを対象とする研
究に関しては、人間の尊厳と人権が尊重され、ヒトを対象とする研究が科
学的に適正にされることを目的とした ｢ヒトを対象とする研究に関する倫
理規程（根拠資料７−13）｣ および、「ヒトを対象とした研究に関わる倫理審
査委員会規程（根拠資料７−14）」を設け、平成 21 年４月１日から実施し
ている。倫理審査委員会については、過去３年間（平成 23年度～ 25年度）
で、研究実施責任者から審査会委員長へ 74件の申請があり、合計６回の審
査会を開催し審査を行っている。

２．点検・評価

①効果が上がっている事項（優れている事項）
・平成16年度から５年間かけて実施したキャンパス再開発および平成24年度から
実施の学園創立50周年記念事業施設整備、そしてきめ細かい施設改善（ＩＴ環
境の整備、建物の耐震化、学習環境の整備など）を行ったことにより、教育研
究環境は、質・量ともに充実した
1）「講義室および実験実習室の整備」により、一人当たりの机の占有面積
やＰＣ利用を想定した場所の面積の拡大など、学習環境が大きく改善し
た。

2）自主学習・ミーティングスペースの整備により、図書館以外のスペース
においても、自主学習やレポート作成ができる環境（15箇所、座席数約
680席）を整備し、図書館と合わせ1,309席を確保した。

3）インターネット環境（情報コンセント設置の増加）も整備している。
4）建物の耐震化の実施、キャンパスの省エネルギー対策、地域社会の環境
への配慮をしている。

5）「モバイル学生証」の導入により、未来型キャンパスを実現している。
6）全天候型人工芝フィールドや新体育館（KAITアリーナ）等のスポーツ施
設および学生のものづくりを応援する課外活動施設（KAIT工房）が充実
している。

・キャンパスへの交通アクセス等が改善した。
・図書館の運営は、電子化の推進と業務のアウトソーシング化で効果的に機能
し、サービスが向上している。
・研究倫理に関して教育研究活動の行動規範や「ヒトを対象とした研究に関わる
倫理審査委員会規程」が整備され、遵守されている。

②改善すべき事項
・昭和38年建設のＥ５号館（877㎡）および昭和39年建設のＣ３号館（456㎡）
とＤ５号館（634㎡）の今後の利用方針策定があげられる。いずれも２階建以
下であり大規模地震発生時の被害は軽微と想定されるが、現在の耐震基準には
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合致していない。この対応を平成26年度中に策定する。
・講義室用ワイヤレスマイクについて、講義室の増加により電波式の利用周波
数を使い切っており、新たな講義室については赤外線方式を採用しているが、
電波式と比べマイクが重く使用しづらいとの指摘がある。今後のマイクの小型
化・高性能化に合わせて改善する。
・新規採用の教職員に対しては、採用時に重視するものの、研究倫理・職業倫理
に関する研修会を定期的かつ継続して行い、研究活動を行うすべての本学教職
員、大学院生等が理解を深める必要がある。

３．将来に向けた発展方策

・新教育体系の実施が進められる中で、体験、実験、ものづくりと講義が連携した
授業形態が重視され、また、少人数教育の実践も進んでいるため、それに対応で
きる教育環境の整備を進めてきた。しかし、旧教育体系と新教育体系との混在期
間は、教育的にも施設的にも負担が大きいため、当初計画通りの新教育体系への
スピーディな移行が必要である。
・学部・学科の編成の変化に伴う、教員室・研究室・実験実習室等の将来計画につ
いて策定する。
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基準Ⅷ　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
本学の基本方針は、建学の理念で「教育・研究を通じて地域社会との連携強化に
努める」と明記されている。これを受けて、本学では、基準Ⅰ（１）＜３＞で示し
たように、本学の３本柱（教育・研究・社会貢献）の一つとして、地域連携・社会
貢献を位置付けている。地域連携・社会貢献の内容は非常に多岐にわたっているた
め、項目毎に担当部署を決め、お互いの連携を図りながら積極的に推進している。

＜１＞ 産・学・官等との連携の方針の明示
①産・学・官等との連携
産・学・官等との連携に関しては、工学教育研究推進機構内に設置されてい
るリエゾンオフィスが主として担当している。ここでは、２名のスタッフが常
駐し、企業、行政、地域の各種団体など外部との窓口となっている。地域企業
との連携強化のために、「産学交流プログラム」の作成と配布、ホームページ
に「地域の皆様へ」「企業の皆様へ」…を開設する等の施策を通じて、教員との
橋渡し役を務めている。
具体的には受託研究の受け入れ、本学との共同研究、技術相談、地域・社会
に開かれたシンポジウムやワークショップの開催、外部資金獲得や特許出願な
どのサポートなどの業務を担っている（根拠資料８−１: 平成 23，24，25 年
度産学交流プログラム）。
本学では、企業との共同研究に留まらず、企業と教育での連携を深めること
で、特長を出し成果をあげている。社会人を本学の研究生として積極的に受け
入れており、社会人の学びの場としての役割を果たすよう努めている。大学院
においては、大学院修士課程・博士課程社会人特別推薦入試制度を設け、社会
人の勉学を容易にするため、弾力的な教育方法を導入している。
学部教育での連携として、一部の学科および学科横断型カリキュラムにおい
て、企業、地方自治体（神奈川県、厚木市など）、NPO法人との連携を推進し
ている。
②特許・技術移転を促進する制度や仕組みの整備
特許・技術移転に関しては、リエゾンオフィスが窓口となり TAMA-TLO…と
契約を結び、全面的なサポートを受けている。特許に関しては、出願の可能性
に関してなどの調査は、前記契約に基づいて行われる。出願に際しての費用は、
本学と TAMA-TLO…で半額負担としていたが、平成 22年度からは、全額大学
負担とし、果実については、大学と出願した教員で 50%ずつに変更された。
③国や地方自治体等の政策形成への寄与
神奈川県とは、知事・学長連絡会（年１回開催）を通じて、種々の事業への
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参加（例えば、大学発政策提案制度への応募）、県の産業振興への協力（電気
自動車、太陽光パネルの普及）、産業特区への参加（生活支援ロボット）など
を行っている。また、平成 20年に厚木市と本学との包括協定が結ばれ、さま
ざまな政策形成に関する協働が現在まで継続している。そのほか、個々の教員
が国や地方自治体等から直接依頼されて政策形成に関わる委員を引き受けてい
る例がある。例えば平成２５年度の調査では、全学で16件の委嘱を受けている。

＜２＞地域社会・国際社会への協力方針の明示
①地域社会への協力
地域社会との連携・貢献については、研究に加えて教育の面でも活発に行っ
ている。特に地元厚木市とは市内の大学とともに包括協定を結んでおり、あつ
ぎ元気 eco 大学プロジェクト、あつぎ協働大学、厚木市・大学図書館共同事業、
厚木市社会福祉協議会健康づくり教室、災害時避難広場の提供など、本学はそ
の中核的役割を果たしている。このように本学は地域社会との連携・貢献を積
極的に行っている。
例として、図書館の地域開放については次の様に取り組んでいる。
（1）地域開放日数（一般開放）：220 日　（平成 25年度実績）
　ただし試験期間 7月、1月は開放せず。

（2）地域利用対象（以下いずれかに該当）
　　・神奈川県内及び町田市に在住の方
　　・厚木市に通勤・通学している学生・生徒・社会人の方
　　・その他（本学図書館長が許可した者）
（3）利用可能範囲
　　・図書の貸出（要カード発行）
　　・館内での資料閲覧
　　・館内コピーサービス ... 他
　なお、資料の貸出利用は、利用者カード（無料）を発行している。
また、地元厚木市と連携して、厚木市立図書館の利用カードを持ってい
る方には本学図書館所蔵の書籍・資料の閲覧・貸し出しを可能にするなど
市民に開放している。さらに、神奈川県と近隣の町田市に在住の方は、身
分証明書の提示により即日図書カードを発行し貸出を可能とするなどの便
宜を図っている。このような取り組みの結果、地域利用者来館数は、平成
23年度延べ1583名、平成24年度1544名、平成25年度1384名であった。
また、本学図書館では次のように職場体験を受け入れている（平成 25
年度実績）。
　（1）神奈川県立座間養護学校
　　　期間 10月 21 日（月）～ 10月 25 日（金）　生徒　１名
　（2）睦合東中学校
　　　期間 11月 13 日（水）～ 11月 14 日（木）　生徒　６名
なお、地域連携・地域貢献に関しては、内容を整理し、大学として戦略
的に取り組むことを目指して、平成 21年６月に学長のもとに「地域連携
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推進WG」を設置し、全学的視点からの状況把握、新規企画を検討し、さ
らに充実させる取り組みを継続して進めている。

②国際社会への協力
平成 18 年度に「国際センター」を設立し、以降、国際社会との連携・貢献
に関する活動が以下のように行われている
・外国の教育・研究機関等との学術交流協定の締結およびその実施、並びに
学術文化の交流に関する事項
・国際感覚を身につけたグローバルエンジニアを養成するための海外研修等
教育支援に関する事項
・語学教育およびコミュニケーション教育のための調査、研究、環境整備等
に関する事項
・TOEFL､TOEIC、SLEP等、語学認定試験の運営に関する事項
・外国人学生、帰国生徒等（以下、「留学生等」という。）の受入れ、並び
に留学生等の学習・生活の指導、留学生等に対する各種の情報提供・交流
の支援等に関する事項
・留学を志望する本学学生の指導、準備教育、留学先の情報提供等に関する
事項
・地域社会の語学教育、国際交流等の支援に関する事項
・その他、国際交流に必要な業務
海外の高等教育機関との交流協定は、平成 23年度 17校、平成 24年度２１
校、平成 25 年度 20 校と締結している。また、国際センターは語学を含めた
多くの海外研修、海外からの教員を招いた夏期特別講座の開講、長期留学、交
換留学生などの推進役となっている。さらに、海外からの留学希望者を対象と
した日本語教育を実施していくために、平成 18年度から「別科」を設けている。
平成23年度は27名、平成24年度は12名、平成25年度は６名の在学者があっ
た。
③大学の施設・設備の地域社会への開放
大学としては、授業や大学行事などに支障のない範囲で施設・設備・グラウ
ンドを有料で貸し出している。なお、本学の教職員や学生が関わっていて公益
性の高い行事などは、大学の判断で無償貸与としている。年間では 50件を越
える件数となっている。その中には、本学の有している情報関係設備を利用し
た TOEFL…の試験会場としての提供も行っている。
また、地域住人の交流の場として、大学施設を使用して、少年野球大会、少
年サッカー大会、少年少女ドッジボール大会、高校生囲碁大会等を開催してい
る。

（２）教育研究の成果を適切に社会に還元しているか
＜１＞教育研究の成果を基にした社会へのサービス活動

①公開講座等の生涯学習機会の提供
公開講座については、生涯教育時代といわれ始めた昭和６０年代から継続し
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て実施している。工学専門領域の現代的な課題を扱う公開講座は、近隣の厚木
市・海老名市・愛川町等の後援を得て、毎年 10月頃の土曜日に、全８回、16
時間の講座で、６回以上の出席者には修了書を授与してきた。定員 60名で募
集を行うが、例年定員を超える申込があった。平成 23年度は「実感する科学・
工学技術～身近な科学技術や製品の仕組みの理解を深めよう！～」という標題
で開催し、受講者は 77 名であった。平成 24 年度以降は、あつぎ協働大学講
座および大学各種シンポジウム等との合体により公開講座は中止となった。
厚木市と連携した「あつぎ協働大学…」を毎年７月頃に市民を対象に開設し
ている。主に基礎教育教養センターの教員が担当している。平成 23 ～ 25 年
度には次の実績がある。
・平成 23年度「環境を科学する」
７月９日（土）～８月６日（土）
全４回（10：00～12：00）受講者69名

・平成 24年度「食から始める元気づくり～食べることを考える～」
７月７日（土）～８月４日（土）
全４回（10：00～12：00）受講者92名

・平成 25年度「生活を支えるエレクトロニクス分野の成長」
７月６日（土）～８月３日（土）
全４回（10：00～12：00）受講者77名

②出前講義
出前講義は、高校生に「科学・工学の面白さ」と「大学で学ぶ・研究するこ
との楽しさ」を伝えるため、希望の高校へ本学教員が出向いて講義を行うもの
である。平成 23年度 164 件、平成 24 年度 165 件、平成 25 年度 130 件の実
績であった。
③その他
小・中・高校生および一般の方を対象に、科学やものづくりの楽しさを体験
してもらうことを目的として、本学の施設・設備を利用して、「福祉アイディ
アコンテスト」、「電子ロボットと遊ぶアイディアコンテスト」、「マイコン回路
デザインコンテスト」「ＩＴ夢コンテスト」「ものづくり夢体験」などさまざま
なイベントを毎年開催している。定員を上回る参加希望者があることが多く、
参加者からも好評を得ている。
また、外部機関との協力で、「流れの不思議展」、「科学の広場」、「科学と技
術の広場」にも毎年参加している。

＜２＞学外組織との連携協力による教育研究の推進
103 頁 (1) ＜ 1 ＞の①で述べたような体制で実施している。企業から寄せられ
るテーマについて、本学教員が研究を実施する「受託研究」の件数は、平成 2
３年度 27 件、平成 23 年度 20 件、平成 2５年度２７件の実績であった。また、
外部機関と本学とが、共通のテーマについて共同で研究を行う「共同研究」の実
績は、平成 23年度 29件、平成 24年度 33件、平成 25年度 47件の実績であっ
た。トータルとして産・学・官等との連携は進展している（根拠資料８−１: 平
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成 23，24，25 年度産学交流プログラム）。
＜３＞地域交流・国際交流事業への積極的参加

前述したように、本学では地域団体との連携を推進している。例えば、ＮＰＯ
法人「あつぎ環境市民の会」には、本学で開講している「STOP…the…CO2」プロジェ
クトの授業や関連するイベントなどに参加していただいている。
また、一部教員が個別にＮＰＯなどの外部団体と協力して、教育研究活動を行っ
ている。ロボット・メカトロニクス学科では、厚木市内の福祉関係ＮＰＯ法人に
授業参加して戴き、体験談講義・協働のものづくりなど積極的に交流を図ってい
る。
学生を中心としたボランティア団体が、地域のNPO法人や、施設、団体など
と協働でまとまりのある成果を出している。例として、防犯ボランティアサーク
ルKAIT…BLUE、UNIVERSAL、Eco 推進チームみどり、ボランティアサークル
LOCOLO、KWR車いす修理屋の活動があり、大学として支援している。

２．点検・評価

①効果が上がっている事項（優れている事項）
・地域連携、社会貢献という観点からは、厚木市と包括協定を締結していること
をベースとして、教育・研究はもとより、各種イベント、施設利用など幅広い
分野で行われており、本学の三本柱（教育・研究・社会貢献）の１つとなって
いる。
・小・中・高校生を対象に、科学やものづくりの楽しさを体験してもらう機会と
しての体験授業、いろいろなコンテスト、出前講義などを年間を通して行って
おり、将来の技術立国日本を支える子供達に興味を持つ場を提供することに貢
献している。
・産・学・官等との連携に関しては、リエゾンオフィスが中心となって組織的に
対応する体制が整備され、機能している。昨今の経済状況のあおりを受けて、
共同研究や受託研究等は年度によって変動しているが、平成25年度は大幅な件
数増加であった。また外部からの技術相談件数も着実に増加する等の成果が出
てきている。また、特許出願に関しても体制は整備されている。
・地域連携、社会貢献に関しては特に、学生参加型の未来志向の企画が望まれて
いたが、いろいろなサークルが地域と連携して活動するようになった。

②改善すべき事項
・産・学・官等との連携を踏まえた共同研究や受託研究等に関しては、体制は整
備されたが、研究の実用化などその成果が必ずしも十分に発揮されているとは
言えない。
・教員のもっている研究資源を有効に生かした戦略的な共同研究推進のための方
策を検討する必要がある。
・地域連携、社会貢献に関しては、高齢化社会・少子化社会が進む中で、これら
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に対応したテーマ設定などを心掛ける必要がある。
・地域連携、社会貢献に関しては活発に行われているが、取り扱う範囲が広いこ
ともあって、個別対応となっていて、相互の連携が十分にとれていないのが実
情である。学長のもとに、「地域連携推進WG」が設置され、検討が行われて
いる。今後は、情報の一元的管理と戦略的な企画立案が課題となっている。
・国際化に対応した大学としての戦略的な取り組みが必要である。特に、国際的
な活動、ボランティア活動に関する学生の意識を高めることが必要であり、こ
れらの単位認定について検討が必要である。
・学生のボランティア活動が活発に行われるようになってきたが、大学全体とし
てボランティア活動を単位認定する件については、以前より後退していると言
わざるを得ない。早急な対処が必要である。

３．将来に向けた発展方策

・地域貢献、社会貢献については活発に行われているといえるが、教育・研究はも
とより、各種イベント、施設利用など取り扱う範囲が広い。従来より、個別対応
の傾向があり、担当部署間の相互連絡も十分にはとれていなかった。学長のもと
に「地域連携推進WG」が設置され、企画立案と情報の一元管理が進められてい
る。今後、このしくみをより効果的に機能させ、より活発な地域貢献、社会貢献
を進めることが必要である。また、地域貢献、社会貢献への学生の参加について
は、未来志向の提案が生まれてきており、さらなる援助、協力を行っていく必要
がある。
・グローバル化に対応した大学としての戦略的取り組みが必要である。そのための
方策として「国際センター」の活動を充実させる必要がある。特に、教育・研究
においては、東アジア、南アジアの国々との連携を強化していく必要がある。
・教員の持っている学術・教育に関する資源を、より有効に教育・地域貢献・社会
貢献に活用することが必要である。「地域連携推進WG」「リエゾンオフィス」が
有機的に協力して新しい方策を検討する必要がある。
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基準Ⅸ　管理運営・財務

［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
＜１＞中・長期的な管理運営方針の策定と大学構成員への周知

平成 30 年度以降には、18 歳人口の更なる減少に加え、入学学生の多様化が
進み、長期的な計画の策定は極めて困難な環境となりつつある。しかし、厳しい
環境下を戦略的に乗り越えるため、平成 23年度以降中期方針を定め、これを事
業計画に記載するとともにホームページにも掲載して大学構成員に周知し、同時
に学外へも情報公表をしている。
また、平成 25年度には、学園創立 50周年を迎え、教育・研究の充実、施設環
境の整備、学生生活支援、教員の一層の努力等再認識し、諸事業を推進している。
（根拠資料９−１：平成 25年度学校法人幾徳学園事業報告書）

＜２＞意思決定プロセスの明確化
最終的な意思決定機関は、理事会となるが、大学の長期的整備拡充に関する計
画の立案、その他学事に関する事項は、通常、長期計画委員会において審議し、
さらに重要事項については、大学協議会で審議のうえ、合同教授総会の議を経て
決定される。
決定事項は、必要に応じて評議員会もしくは理事会に建議し、その承認を得て
関係機関に実施を要請する。（根拠資料９−２：長期計画委員会規程、大学協議
会規程）

＜３＞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
経営に関しては、理事会が最終的な権限と責任を負担して、法人の包括的な経
営政策の決定を行うとともに、拡大する経営課題に対し迅速かつ適切な対応を可
能とするため全理事が担当業務を受け持つ担当理事制を採用している。
教育研究に関しては、理事でもある学長が教学のトップとして、学内の各種会
議・委員会等を通じて、権限を行使し責任を負っている。また、理事会構成員で
もある副学長２名が学長をサポートしている。
全体理事会、定例理事会、および担当理事連絡会議は月例で各１回開催され、
日常的な経営課題から中長期的な経営課題まで、常に十分な議論と検討を重ね、
迅速かつ柔軟に対応できる仕組みが定着してきた。

＜４＞教授会の権限と責任の明確化
教学の最高審議機関である教授会では、審議事項については、学則に規定する
とともに、会議の運営についても規程を制定している。
本学は、現在４学部で構成されており、制度上は、学部毎に教授会が設けられ
ているものの、各教授会は合同で審議を行っている。これは、各学部の問題点を
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全学的な問題として共有することで、学部間の連携強化を促進している。
また、経営に関する人事案件以外については、准教授・助教・専任講師を加え
た合同教授総会を月１回開催し、審議を行うことで全学体制をより強化している。

（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
＜１＞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

学内諸規程については、教職員への迅速な周知徹底を促進するため、平成 13
年から他大学に先駆けて、教職員ホームページに電子情報（電子規程集）として
掲載し、教職員が、必要に応じて最新の内容を確認できる体制とした。これによ
り、関係法令に基づく最新の学内規程を整備し、内容の変更に対しても迅速かつ
適切な運用を図っている。

＜２＞学長、学部長・研究科科長、理事（学務担当）等の権限と責任の明確化
学長は教学のトップとして大学全般の事項を統轄している。学長および研究科
長については、各学則（学部学則、大学院学則）で規定しており、また、本学で
は大学院の教員が学部の教員を兼務していることから、大学院と学部の一体化し
た教育・研究を進めるため、学長が研究科長を兼ねており、研究科長は、大学院
の研究科に関係する事項を統轄している。
学部長については、組織規程（根拠資料９−３）において補職者と定められて
おり、学長の命を受け、当該学部の運営に関する業務を掌理している。
理事については、担当理事制を採用しており、毎年度、理事長が各理事の担当
業務を指定することにより、担当業務の分野と責任を明確にしている。（根拠資
料９−４：理事担当業務）

＜３＞学長選考および学部長、研究科長の選考方法の適切性
（根拠資料９−５：学長に関する規程、学長選任規程、学長選任規程実施細則）
大学・学長のガバナンスを強化するため、学長選考は、平成 24年から「学長
選任規程」および同「学長選任規程実施細則」を実施し、昭和 59年に制定され
た「学長候補者選出規程」および同「学長候補者選出規程施行細則」を廃止した。
学長選考については、学長候補者として推薦要件を満たす有効な候補者を理事
会へ推薦する。理事会は、その候補者について公示した後、信任投票を経て、最
適任者を本学の学長として選任する。最終的には、理事会が選任した学長を理事
長が任命する。新たな規程は、教育職員および事務職員の推薦権を有した公正な
手続きにより、従来の学長選挙を廃止し、これに費やす時間と労力を教育・研究
活動の充実に振り向け、大学・学長のガバナンスを強化する制度として構築した。
学部長の選出については、特段の定めはないものの、学事における補職者とし
て学長が指名している。また、研究科長については、規程により学長が兼務する
ことになっている。

（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
＜１＞事務組織の構成と人員配置の適切性

平成 23年度から、事務組織の変更を行い、大学経営と学生支援の事務組織を一
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元化し強化するため部制を廃止した。「経営管理本部」「学生支援本部」の二つの
本部制に移行することで、戦略的経営を徹底できる組織の強化を図った。
人員配置については、毎年各部署から人員配置計画書を提出させ、採用・異動・
昇格等を決定し、適切な配置を行っている。

＜２＞事務機能の改善・業務内容の多様化への対応策
平成 24 年度から「管理者職位定年制」を施行し、平成 25 年度から適用を開
始した。これによって、硬直しつつあった事務の指揮命令系統に改善が見られ、
配置や組織としての職種配分も検討され、管理者人事の円滑化を促進するととも
に、若手職員の登用による組織の活性化を図る目的で実施された。
また、准職位制度を創設し、従来の事務職員制度を「正職位制度」とし、この
職位を専門職の立場から補佐する制度を「准職位制度」とした。（根拠資料９−６：
管理職職位定年制、准職位制度）

＜３＞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
採用については、就業規則に則り、人事担当部署、総務担当理事等による面接
等を実施したうえ、稟議決裁後に適切な採用を行っている。
昇格等については、昇進・昇格、降格、異動等に関する内規に基づき、毎年一
定時期に申請を行い、この申請に基づき、理事長および担当理事の合議を経て、
稟議決裁を受けて適切な昇格等を実施している。（根拠資料９−７：事務職員の
昇進・昇格、降格、異動に関する内規）

（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
＜１＞人事考課に基づく適正な業務評価と処遇改善

人事考課制度は、賞与（上下期）に関する考課および給与に関する考課を内容
とし、教育的観点から業務評価・業務改善を行っている。年度毎に合計３回の人
事考課を実施している。（根拠資料９−８：人事考課制度に関する規程）

＜２＞スタッフ・ディベロップメント（ＳＤ）
平成 20 年度から全学の教職員を対象に研修会を実施し、「より良い神奈川工
科大学にするために」教職員が、問題を共有し、目指す方向と考え方について、
意識の統一を図っている。
また、事務職員についてはこれまでの部長研修・若手研修に加え、新たに平成
23 年度から全員参加型研修および階層別管理職（課長級・課長代理級）研修を
実施し、意欲向上、資質向上に向けて取り組んでいる。

２．点検・評価

①効果が上がっている事項（優れている事項）
寄附行為で定められた理事会以外に、毎週理事者による理事会が全体理事会、
定例理事会、および担当理事連絡会議の名称で開催されており、これは、法人と
教学間の運営を円滑にし、担当理事者間の連絡調整を一層綿密に行い、戦略的に
重要な経営事項を迅速かつ適切に決定することにより、経営戦略の強化を促進す
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ることに役立っている。
中・長期的な管理運営方針については、学長・副学長・学部長・学科長・担当
部長等で構成される「長期計画委員会」で審議し、「大学協議会」「合同教授総
会」の議を経て、理事会で決定されており、意思決定プロセスや権限・責任等は
明確である。
事務組織は適切に整備されるとともに、事務職員の意欲・資質向上に対して
は、年３回の人事考課とスタッフ・ディベロップメント（ＳＤ）の研修を実施し
ている。また、部長研修、管理者研修、若手研修等の階層別研修を行うなど、人
材育成を重視し、長期的な計画に基づいた運営は有効に機能している。
②改善すべき事項
学長、副学長、学部長、担当理事による全学的課題の検討体制は機能している。
しかし、学部長はライン職として、学部内の教務、人事、経費について責任を持つ
体制には至っていない。学部学科再編とともに、検討を進める必要がある。
また、事務職員について、専任職員と非専任職員および管理職と非管理職のバラ
ンス、若手職員の新規採用等、長期的な計画運営の検討が望まれる。

３．将来に向けた発展方策

・意思決定のプロセスについて
大学を取り巻く厳しい環境の変化に、迅速かつ適切に対応するため、意思決定プ
ロセス、権限・責任や中長期の大学運営のあり方を一層明確にした方針が求められ
る。

・組織体制について
法人組織については、理事会を最高決定機関とし、学長・副学長・担当理事者間
の連絡調整を促進するとともに、法人と教学間の運営をさらに円滑にする。
教学組織については、理事でもある学長が、教学のトップとして、各会議・各
種委員会等で権限と責任をさらに明確にする。
事務組織については、専任職員に新たに准職位制度を導入し、他に嘱託職員、
臨時職員、派遣職員等の業務のバランスと業務委託を併用した体制を構築し、さ
らに組織連携の強化を図る。

・スタッフ・ディベロップメント（ＳＤ）の体制強化
事務職員組織の管理運営を強化するため、若手から管理職（部長、課長、課長
代理）までを対象とした階層別研修を継続的に推進し、中・長期期的に職員の意
欲向上、資質向上を図る。
また、教職員研修については、教員と職員が目標を共有しつつ行う大学経営の
ための行動として、教職協働の考え方を一層推進する。
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［財　務］

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
＜１＞中・長期的な財政計画の立案

規模の大きな施設計画等に対応し中期計画を策定しており、最近では平成 25
年度当初に３ヵ年の財政計画を策定した。本学においてはこれまで新学部・新学
科の設置、諸施設の建設等一連の施策を中・長期財政計画に基づき計画的に推進
してきた。（根拠資料９−９：長期収支計画）
特に、大震災等に対応した学生の安全・安心な教育環境構築は最重要課題であ
る。このため、平成 24年度以降、新講義棟、新体育館、多目的広場等２年間で
60億円の施設整備を行う計画を立案した。
このうち、新講義棟（32億円）、新体育館（20億円）は計画どおり 25年度に
竣工し、多目的広場は 28年度に竣工する予定である。
厳しい財政状況のなかではあるが、中長期計画に基づき教育の充実に向けた投
資を積極的に実施している。

＜２＞科学研究補助金、受託研究費等の外部資金の受入状況
本学では教員の研究は、科学研究費補助金や外部団体研究助成などで行うこと
を基本方針としている。
①科学研究費補助金
次表のとおり、平成 23年度から３ヵ年の推移を見ると、新規申請件数は年
平均 96 件、新規採択件数は年平均 16 件と新規採択率は 17%である。また、
補助金額は継続分を含め年平均約 59百万円で、採択件数、補助金とも微増で
ある。
なお、科学研究費の獲得を一層促進するため締切日直前まで研究計画調書の
表現方法の助言や漢字ミス、数値入力ミス等のチェックを実施している。また、
採択内定者に対しては科学研究費の適正な使用を確保するため使用ルール等の
説明会・研修会を 2回にわけて実施している。
②その他の外部資金等（受託研究費・共同・奨学研究費等）
平成 23年度から 3ヵ年に受け入れた「その他の外部資金」の件数と金額は、
次表のとおりである。受入件数はほぼ横ばいであるが、受入金額は経済不況の
影響もあり減少している。
なお、平成 25年度専任教員一人当たりの「その他の外部資金」収入は、約
390 千円である。
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外部資金受入状況

科学研究費補助金… （件、％、百万円）

年度 区分 申請件数 採択件数 採択率（％） 助成額

平成 25年度
新規 90

120
13

43
14.4

70
継続 30 30 -

平成 24 年度
新規 98

114
22

38
22.4

67
継続 16 16

平成 23 年度
新規 99

114
13

28
13.1

41
継続 15 15 -

3 ヵ年平均
新規 96

116
16

36
16.7

59
継続 20 20 -

その他外部資金受入状況… （件、％、百万円）

年度
受託研究費 共同研究費 奨学寄与 計

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

平成 25年度 22 31 27 42 13 7 62 80

平成 24 年度 22 37 28 39 16 10 65 86

平成 23 年度 32 32 23 21 11 8 63 61

3 ヵ年平均 25 33 26 34 13 8 63 76

＜３＞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
本学においては財政運営を行うに当たって、日本私立学校振興・共済事業団作
成の「今日の私学財政」のうち、私立大学における財務比率（規模別・系統別）
および関東地区の理工系 13私立大学の決算書（各大学と交換）に基づく財務比
率を判断材料の一つとして使用している。
平成 24年度決算状況および主な財務比率について、他大学との比較結果は以
下のとおりである。（根拠資料９−11：消費収支計算書関係比率、貸借対照表関
係比率）
①消費収支関係指標
本学は近時教育研究の質的向上（学部・学科の改組再編・新設等）、施設・
設備の充実等を推進しており、このため教育研究費比率が高くなり、帰属収支
差額比率は低下傾向にある。
平成 24 年度実績では教育研究費比率は 40.2％（帰属収入対比）と 13 私工
大中３番目に高い。（根拠資料９−12（１−１）：13 私工大平成 24 年度消費収
支状況）また、日本私立学校振興・共済事業団作成の「今日の私学財政」のう
ち、私立大学における財務比率（系統別 ･理工他複数学部）の平均 32.9％も
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大きく上回っている。
本学の財務状況は概ね良好であり、今後とも収入と支出のバランスを勘案し
ながら、教育研究の質的向上等推進して行くこととしている。
一方、学納金比率が高く、収入財源の多様化を推進する必要がある。

②貸借対照表指標
平成 24 年度実績における自己資金比率は 84.5% で、13 私工大の比較では
比率が判明している 12 校中７番目に高い。（根拠資料９−13：13 私工大平成
24 年度貸借対照表）私立大学における財務比率（系統別 ･理工他複数学部）
の平均 86.2％は若干下回っている。

（２）予算編成および予算執行を適切に行っているか
＜１＞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

①予算編成
本学の単年度予算は、例年 10 月～ 11 月に翌年度予算編成の基礎となる編
成方針を策定し、評議員会に諮問、理事会で決定される。これを受け、法人・
教学および各部署と約３ヶ月の検討会を経て予算案を策定し、評議員会に諮問、
理事会で予算として決定される。
近年の予算編成方針の骨子は、適正な収支水準の維持と将来の投資財源を確
保しうる財政基盤の安定化に向け、健全財政の維持に努めることである。
平成 25年度予算では、経常的支出についてマイナスシーリング予算とした
が、教育内容の充実に向けた取組みについては、重点的に配分することとした。
②予算の配分と執行
予算の決定に基き法人・教学および各部署に予算が配分され、予算の執行に
ついては、規程やルールに基き公正かつ適切に行われている。なお、予算を超
過する支出については認められないが、緊急不可欠の案件については、理事会
の承認（稟議決裁）により許可している。
③監査
本学の監査については、私立学校法に基づく監事の監査と私学振興助成法に
基づく監査法人（公認会計士）による監査が行われている。なお、平成 19年
度に理事長直轄の監査室を設置し平成 20年度から内部監査を実施している。
・監事監査
監事による監査については、計算書類・財産目録等に基き財政状態の適切
性が監査され、平成 24年度の監査においては、業務および財産の状況のい
ずれについても、「適正意見」を得ている。
また、監事は常に理事会・評議員会に出席し、財務状況および業務執行の
状況についても意見を述べている。なお、監事・監査法人・学園（理事長・
理事）による三者での意見交換も定期的に実施している。さらに、理事・学
長・副学長等に対して業務執行状況などのヒアリングを行っている。
・監査法人の監査
本学園が監査を依頼している新日本有限責任監査法人との間で年間の監査
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計画を策定し、これに基き監査が実施されている。平成24年度の監査結果は、
「適正意見」を得ている。
また、理事長をはじめ理事者等とのディスカッションを継続的に実施し、
経営方針、財務状況、内部統制等について意見交換をしており、全体として
監査内容は充実している。

＜２＞予算執行に伴う効果を分析・検証する仕組みの確立
研究成果を重視する重点配分予算については、研究計画ならびに成果を外部評
価に委ねる制度とし、予算配分に反映させている。これ以外の教育経費等につい
ては、教育 ･研究の目的・目標に対する成果が計りにくい状況にある。

２．点検・評価

①効果が上がっている事項（優れている事項）
資料に示したとおり平成24年度の帰属収入に対する教育研究費比率は40.2%と
私立大学における財務比率（系統別･理工他複数学部）の平均32.9％も大きく上
回っている。また13私工大のなかでも同比率は高く、水準以上の教育研究経費の
支出となっている。（平成24年度決算書ベース）
研究成果を重視する重点配分予算については、研究計画ならびに成果を外部評
価に委ねる制度とし、予算配分に反映させている。
なお、教員にかかる経費（教員経費、個人研究費）については、従来の年度繰
越を継続し、有効活用を図っている。
②改善すべき事項
・外部資金の獲得を一層促進するため、科学研究費補助金については平成16年度か
ら採択された場合の奨励制度を設けた。また、平成17年度からは科学研究費補助金
を申請しない教員の研究計画は、原則として重点配分予算採択の対象としないこと
としたため、徐々に申請件数が増えたが採択率は横ばいである。
　　なお、共同研究については工学教育研究推進機構内の「リエゾンオフィス」を窓
口としているが、受入件数ならびに研究費は横ばいである。

・研究成果を重視する重点配分予算以外の教育経費等については、教育･研究の目
的・目標に対する成果測定が可能な方法を考案する必要がある。

３．将来に向けた発展方策

①中・長期的な財政計画の立案
今後とも、教育研究の質的向上、施設・設備等の充実を引き続き推進して行く
こととしており、そのためには財政基盤の確立と安定が一層重要となっている。
今後の課題として、中長期的な教育研究目標と連動した財政計画を策定する必
要がある。

②外部資金の獲得
工学教育研究推進機構内の「リエゾンオフィス」が中心となって、TAMA-TLO

─ 118 ─ ─ 119 ─



─ 119 ─

基
準
Ⅸ

と連携して共同研究、技術支援の定着化に努めてきたが、引き続き、リエゾンオ
フィスの体制を強化してこの活動を推進する。基本的な施策は、学内外への情報
発信の充実、地域企業と課題を共有した提案型共同研究の推進、地域行政関連組
織等の事業への積極参画である。
また、文部科学省の「私立大学戦略的研究基盤形成支援制度」への提案、ハイ
テク・フロンティア等の文部科学省プロジェクトの成果を活かし、企業と連携し
た次段階の実用化に向けた大型プロジェクトの展開の検討を進める。
さらに、平成26年度完成予定の「先進技術研究所」の研究成果を産学連携によ
り実用化することを推進するとともに、現在実施中の学内重点プロジェクトの成
果を活かして大型外部資金を導入するための活動等に注力する。

③予算執行に伴う効果を分析・検証する仕組みの確立
・　教育研究成果と予算配分の連動を強化する必要がある。研究経費の成果評価
は外部評価とするが、次年度の予算配分に反映させるＰＤＣＡサイクルの確立
が必要である。
　　教育経費の予算配分等について外部評価に委ねるには大学固有の問題もあり
難しいと考えられる。しかしながら、教育経費の成果評価については、民間専
門機関による「学士力（学士基礎力と学士人間力）試験」等の活用による定量
的な評価を行うことも考える必要がある。本評価に関しては、本年度より教育
効果の継続的評価を実施する計画である。
・　今後学納金収入の増加が見込めない状況のなか、全教職員の予算編成および
執行に対する意識のあり方が極めて重要である。特に、人件費や固定経費の見
直し、経費・研究費の総枠節減と傾斜配分、重点課題達成のための効率的な経
営資源の投入等、支出構造を抜本的に見直すほか、外部資金導入の多様化を図
る必要がある。
　　また、予算編成において経常経費についてはシーリングを用いて抑制してい
るものの、人件費についても収入が伸び悩む状況に応じた施策と対応が必要で
ある。
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基準Ⅹ　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

＜１＞自己点検・評価の実施と結果の公表
大学の諸活動に関しては、日常的にまたは定期的に点検・評価を実施している。
すなわち、大学基準協会の認証・評価を平成 16年度と 23年度に受審し、「適合」
との評価を受けた。そこで、次の受審へ向けて、平成 23～ 25 年度分の自己点検・
評価報告書を平成 26 年度に、26・27 年度分を 28 年度に、28・29 年度分を平
成 30年度（次回の受審の際の基本資料となる）に、それぞれ作成することとし
ている。作成にあたっては、常設委員会である内部質保証委員会のもとに法人役
員・教員・職員で構成されたプロジェクトチームとその作業を支えるために職員
で構成された事務局を編成し、大学全体で取り組んでいる。（根拠資料 10−１：
平成 22年度点検・評価報告書）

＜２＞情報公開の内容・方法の適切性、情報公開請求への対応
本学では、大学の社会的責任を明確にするためには情報公開が重要な要素であ
ることを自覚し、「情報公開規程」を定め、財務諸表はもとより、ほぼすべての
情報を公開している。その手段としては、印刷物として公開するとともに、併せ
てホームページにおいても公開し、Ｗｅｂ上で、誰でも、いつでもアクセスでき
るようになっている。この自己点検・評価報告書も当然のこととして広く公開し
ている。（根拠資料 10−２：情報公開規程）
さらに、今後は、国が進めている「大学ポートレート」による情報公開にも対
応できるように説明会への参加などを通して、準備を進めている。

（２）内部質保証に関するシステムを整備しているか
＜１＞内部質保証の方針と手続きの明確化

本学では、平成 22年度から、理事会のもとに、内部質保証委員会を設置して
いる。その根拠となる「内部質保証に関する規程（根拠資料 10−３）」で、目的・
方針、組織構成、手続きなどを明文化している。
規程では、内部質保証の方針として、「自ら掲げる目的の達成および理念の実
現のため、継続的な自己点検・評価を行い、その結果をもとに改革・改善に努め
ることを通じて、本学の教育水準を保証し、さらに向上させ、本学に対する社会
の信頼を一層確実なものとすること」と明記している。
手続きの流れに関しても、次項で述べるように各組織の役割を明文化するとと
もに、相互の関係を図で示して、明確にしている。（根拠資料 10−４：組織図）
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＜２＞内部質保証を掌る組織の整備
内部質保証を掌る組織としては、次の内容を整備している。
①自己点検・評価を継続的にかつ総合的に実施するため、理事会のもとに、自己
点検・評価に関する統括委員会である「内部質保証委員会」を設置している。
（根拠資料10−５：内部質保証委員会規程）
②各教員の教育・研究・業務に関する定期的（年１回）な自己点検・評価を担
う組織として、教員主体で構成された「自己評価委員会」を設置している。
③自己点検・評価に関する日常的な実務については、大学院工学研究科・各専
攻、学部・学科・センター、学内の各種委員会など、並びに事務組織の各部
署（部・課など）が担当している。なお、その際、学内の各部門を統括する
「担当理事」も、各主管部門の点検・評価を行っている。
④自己点検・評価に関する外部検証を担保するため、自己点検・評価に関する
外部評価を行うための組織として「外部評価委員会」を設置している。（根
拠資料10−６：外部評価委員会規程）

＜３＞自己点検・評価を改革・改善に繋げるシステムの確立
各教員の教育・研究・業務に関する定期的自己点検・評価は、自己評価委員会
で行われ、その結果は内部質保証委員会に報告され、そこでの審議を経て、報告
書として印刷され、教員はもとより、学内の関係部署に配付される。（根拠資料
10−７：教員の自己点検・評価報告書）
日常的な実務に関する自己点検・評価については、それぞれの部署で行われ、
一部の委員会などでは、年度末に次年度への引継ぎを兼ねて、当該年度の成果と
今後の課題として明文化している。各部署での点検・評価については、２～３年
ごとに行っている大学全体の自己点検・評価報告書作成のプロジェクトチームに
反映され、それらの内容は、内部質保証委員会での審議を経て、報告書として印
刷され、学内に配付されることはもとより、外部にも公開している。
このように、内部質保証委員会を核として、ＰＤＣＡサイクルを回して、改善
が進む体制が整備されている。その際に、大学として重要なテーマに関しては、
年 1回開催される外部評価委員会へ諮問し、貴重なアドバイスを得て、役立て
ている。例えば、平成 24年度からスタートした新教育体系の検討段階や実施後
の問題提起がベースとなって特別専攻の必要性が学内的に認識され、平成 26年
度からの実施に繋がっている。

＜４＞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
法人および大学の内部においては、毎年、事業計画にも特に項目を設け、役員
も含めた全教職員に対し、モラルの向上とともに、コンプライアンス（法令遵守）
の精神を徹底している。
最近社会問題化されている教育研究活動における不正防止や公的研究資金の不
正使用防止については、規程をすでに整備しているが、毎年度はじめに新規採用
の教員に研修を実施するとともに、内部監査を日常的に実施するなど問題が生じ
ないように一層留意している。また、年に最低１回は学長から合同教授総会で注
意喚起を行っている。（根拠資料 10−８：公益通報規程、研究活動における不正
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行為防止規程、公的研究費管理規程、教育研究活動行動規範、内部監査規程、合
同教授総会の関連部分の資料または議事録、新入教員研修の該当部分）
さらに、平成 21年度からは、監事、監査法人との連携を強化し、定期的に意
見交換の場を設けて、引き続き内部監査を強化している。

（３）内部質保証システムを適切に機能させているか
＜１＞組織レベル・個人レベルでの自己点検・評価活動の充実

組織レベルでの自己点検・評価活動は、理事会のもとに設置された内部質保証
委員会を中心に行われている。（１）＜１＞でも述べたように２～３年ごとにプ
ロジェクトチームを編成して、全学的な視点で点検・評価を行い、報告書を作成
し、学内構成員全員に配付するとともに、ホームページ上でも公開している。
個人レベルでの自己点検・評価は、教員の場合自己評価委員会が毎年全教員か
らの報告を受けて考察検討を行い、報告書として作成のうえ、全員に配付して自
己改善を促している。以前は、委員が設定した項目に関して点数を記入すること
により評価していたが、平成 24年度からは記述式も導入して、前年度の評価と
今年度の目標を記載するように改善している。（根拠資料10−７：教員の自己点検・
評価報告書）
職員に関しては、業務査定制度が導入されており、本人の自己評価と上司の見
解を日常的に協議する中で、点検・評価が行われている。

＜２＞教育研究活動のデータベース化の促進
平成 20年度から業績データバンクを構築し、各教員はいつでも業績更新ので
きる仕組みが完成している。しかし、多忙を理由に、一部教員のデータが更新さ
れておらず、平成26年になり大学院の資格審査を実施するため、各教員に督促し、
ほぼ最新データが得られたところである。今後も、年度初めに定期的に更新する
よう要請することを計画している。

＜３＞学外者の意見の反映
平成 22年度から、内部質保証委員会内に、学識経験者・地元の有識者・本学
ＯＢからなる５名の委員で構成される外部評価委員会が設置され、年１回開催さ
れている。会議では、点検・評価の結果で重要と思われる事項と今後の計画につ
いて諮問し、有益な助言を得ている。（根拠資料 10−９：外部評価委員会議事録）…
　また、ＪＡＢＥＥ（日本技術者教育認定機構）の認定を受けている学科では、
個別に外部評価委員会を設けて、ＰＤＣＡサイクルを回す上で貴重なアドバイス
を得ている。（根拠資料 10−10：ＪＡＢＥＥ対象学科外部評価委員会の議事録）

＜４＞文部科学省および認証評価機関からの指摘事項への対応
平成 23 年度に大学基準協会の認証評価を受審し、「適合」との評価を得た。
その際、長所として特記すべき事項４件、努力課題５件、改善勧告１件の指摘が
あった。これらの努力課題と改善勧告に対しては、真摯に受けとめ、序章で述べ
たように適切に対応している。
（根拠資料 10−11：大学基準協会からの指摘事項に対する改善報告）
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２．点検・評価

①効果が上がっている事項（優れている事項）
大学全体としての自己点検・評価に関しては、内部質保証委員会のもとに設置
するプロジェクトチームが、各部署から上がってくる報告をもとに、内容を吟味し、
全学的視点にたって点検・評価している。ここで作成された報告書を内部質保証
委員会でさらに大学運営の責任者の立場から点検・評価する仕組みが制度として
担保されている。
各教員の自己点検・評価は自己評価委員会が担い、記述式項目を加えるなど、
毎年項目内容を見直している。

②改善すべき事項
各部署での点検・評価を確実に行うために、年度末に一部委員会で行っている
当該年度の成果と課題、次年度への引継ぎ事項を全学的に行っていくことが必要
である。
自己点検・評価した事項が次年度の事業計画に確実に反映する仕組みを構築す
る必要がある。
教員の自己点検・評価は、慢性化している要素もあるので、さらに改善が進む
ような方策を検討する必要がある。
教育・研究業績のデータベース化については、現在使用しているソフトが活用
しにくいとの指摘もあり、これがデータ更新の割合を低下させている一因となっ
ている可能性もあるので、改善方策を検討する必要がある。

３．将来に向けた発展方策

大学を取り巻く状況は年々厳しくなってきている。とくに、私立大学では、学生
確保が経営に直結するだけに、少子化が急激に進むこれからの時代は、未曾有の困
難さが予想される。その中で、より良い教育・研究を展開していくことが生命線で
あると言っても過言ではない。このような視点からしても、自己点検・評価を的確
に行ってチェック機能を果たし、改善に繋げることが重要である。この点からも、
特にチェックとアクションを促進する組織としての内部質保証委員会の役割がます
ます重要になる。本学の内部質保証委員会は、大学首脳陣（理事長・学長・副学
長・担当理事）と自己評価委員長で構成されており、そのリーダーシップで改善を
促進できる体制が整備されていることから、この組織の十分な活用を常に心がける
必要がある。
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終　章

１．本章の要約

（１）理念・目的
大学の理念・目的は本学の考えを明確に表している。これを基にして、学部・学科・
工学研究科の教育目的が一貫した考えに基づいて設定されている。これらの内容は、
学則に記載され、履修要綱・ＨＰなどを通して、学生・教職員はもとより一般にも公
開している。また、これらの理念・目的の適切性を定期的に検証する仕組みも存在し、
機能している。

（２）教育研究組織
理念・目的は、大学全体に関わるものから学部・学科におよぶものまで一貫した考
えに基づいており、社会情勢および募集状況等を踏まえ、学部・学科の改組再編を
絶えず検討・実施し、学問の動向や社会的要請に適切に対応すべく教育プログラム
の改革を推進している。また、教養教育を主体となって担当している基礎・教養教
育センターと専門学科で定期的に意見交換会を開催し、意思疎通を図り、学部教育
を全学的な共通認識に立って展開している。

（３）教員・教員組織
新規採用を含め教員人事は、規程に則り、公平性と透明性の高いシステムが構築さ
れている。新規採用の教員に対しては、年度当初に新採用教員研修会を実施してい
る。また、ＦＤ・ＳＤに関しては、教職員が一体となった教職員研修を開催しており、
諸課題に対する認識が全学的に共有されている。
平成 24年度から導入された新教育体系において教育内容を従来よりもさらに教員
個人ではなく、学科組織の責任の下に決定している。

（４）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

学部・学科および研究科・専攻では、教育目的に沿って具体的な教育目標を定め、
これを基にカリキュラム・履修コース・学位授与方針などを適切に設定している。
これらの内容は、履修要綱、履修＆授業ガイドブックに記載し、学期初めのガイ
ダンスなどを通して周知徹底している。また、大学総合案内やＨＰなどを通して
一般にも公開している。

②教育課程・教育内容
教育目標に沿った各学科のカリキュラムでは、編成方針に基づいて必要な科目
を体系的に配置している。また、時間割編成でも、留年生や再履修者にも配慮し
た構成となっている。本学では、高大の教育交流を積極的に推進しており、講座・
シンポジウム・意見交換会など多くの機会を設けて、高校生の受講や高校教員と
の交流などを行うことにより、接続の円滑化に努めている。



③教育方法
出席カードシステムの導入、本学独自のユニットプログラムを含め多様な授業
形態の適切な導入、ＣＡＰ制の実施、単位の実質化、ＩＴなど多様な手段の有効
活用による効果的な授業展開などいろいろな教育方法を行うことにより、教育効
果を高める工夫が行われている。

④成果
学位授与に関しては、学部・大学院ともに規程に基づいて適切に運用されている。
博士の学位審査では外部審査員を加えることを規程で明記するなど、客観性と厳
格性を確保している。

（５）学生の受け入れ
多様な入学試験の実施および判定は、規程に則って、システム的に公正・公平を重
視し、適切に行われている。その結果として、入学定員、収容定員に対して適切な
入学者数となっている。大学院に関しては、特待生制度や国立大並の授業料などの
施策の効果が徐々に浸透し、入学者が漸増傾向となっていたが、平成 25年度は減少
に転じており、学生確保の方法について検討が必要となっている。

（６）学生支援
修学支援、自学自習支援、生活支援、経済的支援、進路支援は、大学として積極的
に取り組んでいる。しかし、経済不況の中での就職状況の厳しさや、休・退学者の減
少傾向が顕著に見られないといった問題に直面しており、一層の努力が必要である。

（７）教育研究等環境
平成 16 年度から５年間かけて実施したキャンパス再開発および平成 24 年度から
実施の学園創立 50周年記念事業施設整備、そしてきめ細かい施設改善（ＩＴ環境の
整備、建物の耐震化、学習環境の整備など）を行ったことにより、教育研究環境は、量・
質ともに充実した。

（８）社会連携・社会貢献
厚木市との包括協定をベースに、教育・研究はもとより、各種イベント、施設利用
など幅広い分野で行われており、本学の三本柱（教育・研究・社会貢献）の一つとなっ
ている。また、小・中・高校生を対象とした体験授業、コンテストや出前講義も年
間を通して活発に行っている。さらに、学生のサークルが地域と連携した活動を展
開している。
産・学・官との連携は、リエゾンオフィスが中心となって組織的に対応し、件数が
大幅に増加している。

（９）管理運営・財務
（９－１）管理運営

大学全体としては、理事会を中心とし、それぞれの目的に応じた会議体が
構成され、適切に管理・運営が行われている。

（９－２）財務
キャンパス再開発に５年間で約 100 億円を投資したが、財務的には計画
通りに運営され、健全財政を維持している。また、教育研究にも私立大学の



平均を大きく上回る比率で資金を投入しており、教育でも研究でも審査を経
て重点的な配分を重要視している。

（10）内部質保証
内部質保証委員会のもとに設置するプロジェクトチームが、各部署から上がってく
る報告をもとに、全学的視点に立って、自己点検・評価を行っている。ここで作成
された報告書を内部質保証委員会で大学運営の立場から点検・評価する仕組みが制
度として担保されている。

2．目標の達成状況

学部・大学院ともに、教育目的・教育目標や人材養成の目標などは、明確に整理さ
れた。これを具現化し、かつ文部科学省「中央教育審議会の答申」に応えた新しい
教育体系が導入され、今後は成果を検証する段階である。
教育研究組織は、社会のニーズや受験生の動向を見ながら、常に検証することがで
きるシステムが構築され、実行されている。また、教員組織についても本学の特長
であるＰＢＬ教育を実施していくための体制（量と質）を整えている。
学生の受け入れに関しては、少子化が進む厳しい状況の中にあって、多様な入試方
式により新入生の多様性が保たれるとともに、入学定員・収容定員とも適切な人数
を維持している。
学生支援・教育研究環境には、十分な配慮が施されており、必要と思われるところ
には重点的に資金を投資しつつ、健全財政を維持するよう絶えず留意している。
社会連携・社会貢献は、地域を中心として活発に行われており、外部資金の獲得や
共同研究などによる研究活性化も組織的な取組みにより徐々に成果を上げつつある。
内部質保証については、その体制が整備され、自己評価委員会や外部評価委員会と
連携をとりながら、円滑な運営を行い有効に機能するよう努める必要がある。また、
情報公開については、大学ポートレートを視野に入れて、全面的な公開の実施に向
けて作業を進めている。
以上のように、大学全体としては、目標をほぼ達成しているが、さらに次のステッ
プへ向けた改革に取り組む必要がある。

3．喫緊に取り組むべき課題

学部・大学院ともに、平成 24年度から導入した新教育体系による教育プログラム
について、全教職員の共通認識のもとに円滑に運用を進めるとともに、実施状況を
検証し、見い出された問題点を解決していく必要がある。また、文部科学省の「産
業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業」を関東山梨地域大学の連携
により成功させることも重要な課題である。
一方、研究面では、学部・学科の枠を越えたプロジェクト化を進め、外部資金の獲
得や共同研究などを一層活発に行うために戦略的な取組みを構築する必要がある。

4．今後の展望

大学を取り巻く厳しい社会状況の中にあって、大学の使命は教育と研究であること



に変わりはない。多様な層の入学生を迎え、学生にどれだけの付加価値を付けて世
の中に送り出すかが重要である。その観点からも、新教育体系による教育プログラ
ムと就業力育成支援事業で成果をあげていくことが何よりも重要課題である。その
成果が、入口としての入試（受験生確保）と出口としての就職に反映（フィードバッ
ク）されることなる。一部の学科で実施している低学年からの企業との連携教育は、
成果をあげており、本学の教育の方向性を示している。企業との連携教育については、
さらなる検証を重ね、全学的に新たな教育プログラムに精力を傾注する。
また、世の中のニーズや受験生の動向に考慮した学部・学科の改組を絶えず検討・
実施し、入学生を確保することは、私学にとっては生命線であり、そのためにも学
生のレベルなどにも配慮した質の高い教育を実践していく。
このような教育を実践していくためには、物心両面でのサポート体制が不可欠であ
り、健全財政を前提として積極的に対応（資金投資）していく必要がある。
大学がその使命を十分果たしていくためには、ＰＤＣＡサイクルを機能させなけれ
ばならない。その観点から、内部質保証委員会の役割は極めて重要になるとともに、
大学の今後の進むべき道筋を中長期的にしっかりと見据えて展開していくよう、理
事会が中心となって迅速な対応をしていくことがますます重要となっている。
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