
 

静岡大学自己点検・評価に関する実施要項 

 

令 和 ３ 年 ２ 月 １ ７ 日 

令和３年６月４日改正 

令和３年１２月２３日改正 

評 価 会 議 

 

１．目的 

この要項は、「静岡大学における内部質保証に関する方針」及び評価規則第

４条第４項に基づき、教育・研究、組織・運営及び施設・設備の状況につい

て、評価会議が実施する自己点検・評価及びその結果の公表に関し、必要な事

項を定めることを目的とする。 

 

２．自己点検・評価の実施 

（１）自己点検・評価は、統括責任者である学長の下、各推進責任者が所掌す

る委員会等において推進し、自己点検・評価責任者が所掌する評価会議に

おいて実施する。 

（２）評価会議は、各推進責任者が所掌する委員会等における自己点検・評価

の状況を毎年度確認し、全学的な状況を統括責任者に報告する。 

（３）前項のほか、評価会議は、概ね６年に１度、認証評価機関が定める評価

基準等を参照し、各部局が実施する組織評価(自己評価及び外部評価)を統

括する。 

(４) 自己点検・評価の実施にあたっては、各部局が実施する組織評価等の学

内の他の評価ならびに機関別認証評価等の第三者評価の結果を活用するこ

とができる。また、必要に応じて関係者（学生、卒業生（修了生）等）か

ら意見を聴取するものとする。 

 

３．自己点検・評価結果の公表 

評価会議は、自己点検・評価を実施した場合は、その評価結果を本学ホーム

ページ等により広く周知を図るものとする。 

 

４．自己点検・評価等の結果に基づく改善 

（１）自己点検・評価等の結果に基づく改善案は、各推進責任者が所掌する委

員会等が作成し、評価会議が取りまとめのうえ、統括責任者に報告する。 

（２）統括責任者は、前項の報告を踏まえ、改善策を決定し、評価会議に改善

を指示する。 

（３）評価会議は、各推進責任者が所掌する委員会等に指示し、改善の進捗状

況及び今後の対応について報告書を作成し、統括責任者に提出する。 

（４）統括責任者は、前項の報告があった場合は、改善の進捗状況を確認する

とともに、進捗状況に応じた対処方法を決定する。 

 

 



５．その他 

自己点検・評価の基準と項目は、「組織評価に関する実施要項」別表に定め

る評価基準及び「評価の基準と観点」を準用して別表のとおり定める。 



所掌する委員会等 自己点検・評価の項目 留意点・指標・関係法令等

1-1-1

（学士課程）
 学部等の目的（学科又は課程等の目的を含む。）が、学部規
則等に明確に定められ、その目的が、学校教育法第83条に規
定された、大学一般に求められる目的に適合しているか。

・「目的」の周知・公表については「基準10」で分析。
・目的とは、「学部等の使命、教育研究活動を行うに当たっての
基本的な方針、及び養成しようとする人材像を含めた、達成し
ようとする基本的な成果等」をいう。
・「大学一般に求められる目的に適合しているか」については、
目的そのものが学校教育法に規定された目的に適合している
かを分析。
・学校教育法第83条
・大学設置基準第2条

1-1-2

（大学院課程）
研究科等の目的（専攻等の目的を含む。）が、研究科規則等に
明確に定められ、その目的が、学校教育法第99条に規定され
た、大学院一般に求められる目的に適合しているか。

・「大学院一般に求められる目的に適合しているか」について
は、目的そのものが学校教育法に規定された目的に適合して
いるかを分析。
・学校教育法第99条
・大学院設置基準第1条2

2-1-1

（学士課程）
学科の構成（学科以外の基本的組織を設置している場合に
は、その構成）が、学士課程における教育研究の目的を達成
する上で適切なものとなっているか。

・学科等の構成（組織、規模内容等）が、学士課程における教
育研究の目的と整合性がとれているか分析。
・分析に当たっては、学科等の種類とその概要を明示。
・教員の編成は「基準3」で、教育課程は｢基準5｣で分析。
・大学設置基準第3条～6条

2-1-2

（大学院課程）
専攻の構成（専攻以外の基本的組織を設置している場合に
は、その構成）が、大学院課程における教育研究の目的を達
成する上で適切なものとなっているか。

・専攻、課程等の構成（組織、規模内容等）が、大学院課程に
おける教育研究の目的と整合性がとれているかを分析。
・学内の附置研究所や他大学院等と協力して実施している場
合には、その連携体制や協力体制を分析。
・分析に当たっては、専攻、課程等の種類とその概要を明示。
・大学院設置基準6条,7条,7条2,7条3

2-1-3
【大教センター】
教養教育の体制が適切に整備されているか。

・教養教育を企画、実施する体制と状況を分析。
・各科目部会の状況についても分析。

2-1-4
附属施設、センター等が、教育研究の目的を達成する上で適
切なものとなっているか。

・教育学部「教育学部附属教育実践総合センター」、理学部「理
学部附属放射科学教育研究推進センター」、工学部「次世代も
のづくり人材育成センター」、農学部「農学部附属地域フィール
ド科学教育研究センター」等を想定。

2-2-1

教授会・学科会等が、教育活動に係る重要事項を審議するた
めの必要な活動を行っているか。
また、教育課程や教育方法等を検討する教務委員会等の組織
が、適切に構成されており、必要な活動を行っているか。

・教授会・学科会・教務委員会等の役割（審議事項）、構成、人
的規模やバランス、他委員会等の連携、組織間の連携や意思
決定プロセス、責任の所在等及び活動状況が確認できる資料
等により分析。
・会議開催回数も１つの側面であるが、具体的な審議内容等に
より実質的な活動が行われているかを分析。
・大学院についても同様に分析。
・学校教育法施行規則第143条

3-1-1

教員の適切な役割分担の下で、組織的な連携体制が確保さ
れ、教育研究に係る責任の所在が明確にされた教員組織編制
がなされているか。

・教員が所属する教員組織及び学部・研究科等の兼務状況に
ついて分析。（教員所属組織である「学術院」と学部・研究科等
の教育組織の「主担当」「副担当」の状況を示す。）
・附置研究所や他大学等と協力して教育活動を行っている場
合には、その連携体制・協力体制を分析。
・学部と大学院が異なる教員組織編制を有する場合は、各々
の組織を分析。
・それぞれの教員組織における責任体制（学部長・学科長等）
について分析。
・大学設置基準第7条2
・大学院設置基準8条2

3-1-2

（学士課程）
学士課程において、教育活動を展開するために必要な教員が
確保されているか。また、教育上主要と認める授業科目には、
専任の教授又は准教授を配置しているか。

・学部等の目的に照らした必要性を満たす教員数が確保され、
適切に配置されているか分析。助手や非常勤講師等の配置状
況を分析。
・教員数が法令（大学設置基準第13条別表第一・第二）に適合
しているか分析。
・主要科目の常勤と非常勤のバランスについて分析。
・授業を担当しない教員は、専任教員数に含めない。
・大学設置基準第10条,13条
・教員の配置状況については、所属学術院と「主担当」「副担
当」の別を職位（教授、准教授等）ごとに数を表として作成。

3-1-3
（大学院課程）
大学院課程において、教育活動を展開するために必要な教員
が確保されているか。

・研究科等の目的に照らした必要性を満たす教員数が確保さ
れ、適切に配置されているか分析。
・専攻ごとに「研究指導教員数」「研究指導補助教員数」を「所
属学術院・職位別」に明記。
・教員数が法令（大学院設置基準第9条、第9条2等）に適合し
ているか分析。
・専門職学位課程の専任教員の一部を学士課程・大学院課程
の専任教員に算入している場合は、その状況を分析。
・大学院設置基準第8条,第9条,第9条2
・大学院に専攻ごとに置くものとする教員の数（平成11年9月14
日文部省告示第175号）

3-1-4
学部・研究科等の目的に応じて、教員組織の活動をより活性化
するための適切な措置が講じられているか。

【分析観点の例】：年齢及び性別構成のバランスへの配慮、女
性教員採用に関する数値目標の設定、出産や育児等と教育研
究を両立させるための制度や体制整備、外国人教員の確保、
任期制・公募制・テニュア制度・サバティカル制度・優秀教員評
価制度等の導入、等
・上記措置はあくまで例示。学部・研究科等の目的に照らして、
教員活動をより活発化するための措置が講じられているかを
分析。
・大学設置基準第7条3
・大学院設置基準第8条5

3-2-1

教員の採用基準や昇格基準等が明確に定められ、適切に運
用がなされているか。特に、学士課程においては、教育上の指
導能力の評価、また大学院課程においては、教育研究上の指
導能力の評価が行われているか。

・「適切な運用」という点に関しては、教員の採用や昇格等に際
し、指導能力の評価をどのように実施しているかを含めて分
析。
・大学設置基準14～17条
・大学院設置基準第9条

3-2-2
教員の教育及び研究活動等に関する評価が継続的に行われ
ているか。また、その結果把握された事項に対して適切な取組
がなされているか。

・教員の「教育」及び「研究」活動に関する評価が継続的（定期
的）に行われているかを分析。
・評価結果を、個々の教員の処遇や教育・研究費配分等に反
映させている状況を分析。
・学生による授業評価及びそれによる授業改善は、基準8-1-
③で分析。（授業評価を教員業績評価に反映させることを妨げ
るものではない）
・国立大学法人静岡大学教職員人事評価実施規程

3-3-1
教育活動を展開するために必要な事務職員、技術職員等の教
育支援者が適切に配置されているか。また、ＴＡ等の教育補助
者の活用が図られているか。

・教育課程を展開する上で、学部・研究科等の目的等に照らし
て、必要な教務関係や厚生補導等を担う事務職員（総務・財務
等の事務職員は含めない）、教育活動の支援や補助等を行う
技術職員等の配置状況を分析。
・演習、実験、実習又は実技を伴う授業を補助する助手等の配
置、ＴＡ等の教育補助者の配置状況及び活用状況を分析。

3-4-1
【大教センター、教職センター】
教育の目的を達成するための基礎として、教育内容等と関連
する研究活動が行われているか。

全学教育基盤機構会
議

教育課程の編成に関
する事項
教育課程の実施に関
する事項
（教【A】(2)(3)）

[３-２]教員の採用及び昇格等に当たって、明確
な基準が定められ、適切に運用されていること。
また、教員の教育及び研究活動等に関する評価
が継続的に実施され、教員の資質が適切に維持
されていること。

[３-３]教育活動を展開するために必要な教育支
援者の配置や教育補助者の活用が適切に行わ
れていること。

[３-４]教育の目的を達成するための基礎となる
研究活動が行われていること。

別表

基準 観点

組織の目的

[１-１]学部・研究科等の目的（使命、教育研究活
動を展開する上での基本的な方針、達成しようと
している基本的な成果等）が明確に定められて
おり、その内容が学校教育法に規定されている、
大学一般に求められる目的に適合するものであ
ること。

[３-１]教育活動を展開するために必要な教員が
適切に配置されていること。

評価会議 -

全学教育基盤機構会
議

その他自己点検・評
価が必要と認められ
る事項
(教【A】(6))

教育研究組織構
成

教員及び教育支
援者等

[２-２]教育活動を展開する上で必要な運営体制
が適切に整備され、機能していること。

[２-１]教育研究に係る基本的な組織構成（学科、
専攻、その他の組織の実施体制）が、学部・研究
科等の目的に照らして適切なものであること。



4-1-1
入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）が明確に定められて
いるか。

・入学者受入方針では、「求める学生像」及び「入学者選抜の
基本方針」の双方を示すことが必要。
・「求める学生像」においては、入学に際し必要な基礎学力に
ついての記述が望ましい。
・公表・周知に関しては「基準10」で分析。
・大学院を有する場合は同様に分析。

4-1-2
入学者受入方針に沿って、適切な学生の受入方法が採用され
ているか。

・「入学者選抜の基本方針」に沿って適切な選抜方法（一般選
抜、特別選抜、学力検査、面接等）を採用しているか分析。特
に特別選抜（推薦・AO等）において、入学者受入方針に沿った
受入方法を採用しているか分析。
・秋季入学、留学生、社会人、編入学生の選抜についても同様
に分析。留学生、社会人、編入学生の受入方針を別に定めて
いる場合は、それに基づいて分析。
・大学院についても同様に分析。

4-1-3
入学者選抜が適切な実施体制により、公正に実施されている
か。

・体制の整備状況（組織の役割、構成、人的規模・バランス、組
織間の連携・意思決定プロセス・責任の所在等）の視点から分
析。
・大学院についても同様に分析。

4-1-4
入学者受入方針に沿った学生の受入が実際に行われている
かどうかを検証するための取組が行われており、その結果を入
学者選抜の改善に役立てているか。

・検証するための組織や取組状況等について分析。
・上記での検証結果を、実際にどのように反映させたか、具体
的改善例を用い分析。
・大学院についても同様に分析。

4-2-1

実入学者数が、入学定員を大幅に超える、又は大幅に下回る
状況になっていないか。また、その場合には、これを改善する
ための取組が行われるなど、入学定員と実入学者数との関係
の適正化が図られているか。

・過去５年間の入学定員,志願者数,合格者数,入学者数等を分
析。
・入学定員充足率（過去5年平均値）が、学科・専攻等レベルで
「1.3倍以上,0.7倍未満」の場合は、その適正化を図る取組がな
されているかを分析。
・実入学者数には秋季入学者や定員外で文科省等から特別措
置がされている国費・外国政府派遣留学生等を含める。
・大学院を有する場合は同様に分析。
・各学部・学科に在籍している学生のうち、地域創造学環（教育
プログラム）の課程を履修している学生数を内数として別記す
る。

5-1-1
教育課程方針が、学位授与方針と整合性をもっており、教育課
程の編成の方針、当該教育課程における学習方法、学習過
程、学習成果の評価の方針を具体的に示しているか。

・教育課程の内容が学位授与方針ときちんと整合しているかを
分析。学環プログラム履修学生に学士（学術）を授与している
学部・学科においては、学士（学術）に関するものは除く。
・学校教育法施行規則第165条2

5-2-1
教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）が明確に
定められているか。

・教育課程の編成・実施方針とは、教育課程の編成及び実施
方法に関する基本的な考え方をまとめたものをいう。
・教育課程の編成・実施方針という名称を用いることにこだわる
ものではなく、明確に定められているかを分析。
・大学設置基準第19条

5-2-2
教育課程の編成・実施方針に基づいて、教育課程が体系的に
編成されており、その内容、水準が授与される学位名において
適切なものになっているか。

・教育の目的や授与される学位名に照らして、それにふさわし
い教育効果が見込める教育課程、授業科目、授業内容になっ
ているか分析。
・【分析観点の例】：初年次教育の実施、教養教育と専門教育
のバランス、必修科目や選択科目等の配当　等。

5-2-3
教育課程の編成又は授業科目の内容において、学生の多様
なニーズ、学術の発展動向、社会からの要請等に配慮してい
るか。

・学生の多様なニーズ、学術の発展動向、社会からの要請等
に対して、大学としてどのように捉え、教育課程の編成や授業
科目の内容に配慮しているかを分析。
・【分析観点の例】：社会的及び職業的自立を図るために必要
な能力を培うための配慮、授業科目への学術の発展動向（担
当教員の研究成果を含む）の反映、他学部の授業科目の履
修、インターンシップによる単位認定、編入学や秋期入学への
配慮、修士（博士前期）課程教育との連携、国内外の他大学と
の単位互換・交換留学制度の実施、ダブル・ディグリー制度の
導入　等。
・大学設置基準第42条2

5-2-4

【大教センター、教職センター】
教育の目的に照らして、授業科目が適切に配置され（例えば教
養科目および専門科目の必修・選択科目等の配当等）教育課
程が体系的に編成されているか。

5-2-5
【大教センター、教職センター】
授業の内容が教育課程の編成の趣旨に沿ったものになってい
るか。

5-2-6

【大教センター、教職センター】
ＡＯ・推薦入試による入学生等への補充教育の実施、編入学
生への配慮、学部専門教育との連携等が適切に実施されてい
るか。

３つのポリシー（ディ
プロマ・ポリシー、カリ
キュラム・ポリシー及
び
アドミッション・ポリ
シー）に関する事項
（教【A】(1)）
教育課程の編成に関
する事項
（教【A】,(2)）
教育課程の実施に関
する事項
（教【A】(3)）
成績評価に関する事
項
（教【A】,(4)）
教育の質保証のため
の組織体制に関する
事項
（教【A】,(5)）

（学士課程）
[５-１]教育課程方針が、学位授与方針と整合的
であること。

教育内容及び方
法

[４-１]入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）
が明確に定められ、それに沿って、適切な学生
の受入が実施されていること。

[４-２]実入学者数が入学定員と比較して適正な
数となっていること。

学生の受入

全学教育基盤機構会
議

国際連携推進機構会
議

３つのポリシー（ディ
プロマポリシー、カリ
キュラムポリシー、ア
ドミッションポリシー）
（教【A】(1)）
志願者、合格者及び
入学者に関する事項
（教,【C】(2)）

留学生の受入及び海
外派遣の状況
（留(1)）

全学教育基盤機構会
議

（学士課程）
[５-２]教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・
ポリシー）が明確に定められ、それに基づいて教
育課程が体系的に編成されており、その内容、
水準が授与される学位名において適切であるこ
と。



5-3-1
教育の目的に照らして、講義、演習、実験、実習等の授業形態
の組合せ・バランスが適切であり、それぞれの教育内容に応じ
た適切な学習指導法が採用されているか。

・教育の目的に照らして十分な教育効果が得られるように、授
業形態（講義、演習、実験、実習等）の組合せ・バランスが適切
なものになっているかを分析。
・各科目で教育効果を高めるための適切な工夫が行われてい
るかを分析。
・【分析観点の例】：少人数授業、対話・討論型授業、ＰＢＬ型授
業、フィールド型授業、講義や実験等の併用型授業、多様なメ
ディアを高度に利用した授業、ＴＡの活用　等。
・大学設置基準第24条,第25条

5-3-2 単位の実質化への配慮がなされているか。

・1年間の授業を行う期間が、定期試験等の期間を含め、35週
確保されているか、各授業科目の授業が、10週又は15週にわ
たる期間を単位として行われているかを分析。
・学生の主体的な学習を促し、必要な学習時間を確保するよう
な取組がなされているかを分析。
・【分析観点の例】：授業時間外の学習時間の確保、主体的学
習を促すための組織的な履修指導、シラバスによる準備学習
の指示、レポート提出や小テストの実施、履修科目の登録上限
の設定 等。
・大学設置基準第21条,第22条,第23条,第27条,第27条2

5-3-3 適切なシラバスが作成され、活用されているか。

・シラバスに「講義目的」「各回ごとの授業内容」「成績評価方
法・基準」「準備学習等についての具体的な指示」等が明記さ
れているか分析。
・学生の活用状況（科目選択・準備学習に利用」等）を分析。
・大学設置基準第25条2

5-3-4
基礎学力不足の学生への配慮等が組織的に行われている
か。

・補習授業や能力別講義の開講等が組織的に行われているか
を分析。
・基礎学力不足の状況を把握するための取組（学力試験の実
施やＴＯＥＩＣテストの活用等）が行われていれば、その資料・
データ等を用いて分析。

5-3-5

夜間において授業を実施している課程（夜間学部や昼夜開講
制（夜間主コース））を置いている場合には、その課程に在籍す
る学生に配慮した適切な時間割の設定等がなされ、適切な指
導が行われているか。　（人文社会科学部のみ）

・夜間課程に在籍する学生に配慮した適切な時間割の設定等
がなされているか、実施状況を分析。
・履修計画等において適切な指導が行われているか、指導状
況を分析。

5-4-1
学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）が明確に定められている
か。

・学生が身に付けるべき資質、能力の目標を具体的かつ明確
に示しているか。
・学位授与方針という名称を用いることにこだわるものではな
く、明確に定められているかを分析。
・大学設置基準第32条

5-4-2
成績評価基準が組織として策定され、学生に周知されており、
その基準に従って、成績評価、単位認定が適切に実施されて
いるか。

・成績評価基準に成績評価方法（例：「授業の出欠状況」「レ
ポート」「中間テスト」「最終試験」の組合せにより、成績を判定
等）も策定されているか分析。
・ＧＰＡ制度を実施している場合には、その実施状況も分析。
・学生への周知方法について分析。

5-4-3
成績評価等の客観性、厳格性を担保するための組織的な措置
が講じられているか。

・組織的な措置について分析。
・【分析観点の例】：成績評価分布のガイドライン（「優」をクラス
の30％程度とするなど）の策定、成績評価の妥当性の事後
チェック（偏りの点検）、ＧＰＡの進級判定への利用、異議申立
てを受ける制度、答案の返却、模範解答あるいは採点基準の
提示　等。

5-4-4
学位授与方針に従って卒業認定基準が組織として策定され、
学生に周知されており、その基準に従って卒業認定が適切に
実施されているか。

・学位授与方針に従って、卒業認定基準が、卒業に必要な修
得単位数を含めて、組織として適切に策定されているかを分
析。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・卒業認定基準を、学生に
対し、適切な方法で周知を図っているかを分析。
・卒業認定について、厳格性や一貫性の確保の面も含めて分
析。
・大学設置基準第32条

5-5-1
教育課程方針が、学位授与方針と整合性をもっており、教育課
程の編成の方針、当該教育課程における学習方法、学習過
程、学習成果の評価の方針を具体的に示しているか。

・教育課程の内容が学位授与方針ときちんと整合しているかを
分析。
・学校教育法施行規則第165条2

5-6-1 教育課程の編成・実施方針が明確に定められているか。 ・大学院設置基準第11条

5-6-2
教育課程の編成・実施方針に基づいて、教育課程が体系的に
編成されており、その内容、水準が授与される学位名において
適切なものになっているか。

・大学院設置基準第11条,12条

5-6-3
教育課程の編成又は授業科目の内容において、学生の多様
なニーズ、学術の発展動向、社会からの要請等に配慮してい
るか。

・【分析観点の例】：授業科目への学術の発展動向（担当教員
の研究成果を含む）の反映、外国語による授業の実施、他研
究科の授業科目の履修、他大学院との単位互換、インターン
シップによる単位認定等、秋期入学への配慮等。
・大学院設置基準第14条の3

5-7-1
教育の目的に照らして、講義、演習等の授業形態の組合せ・
バランスが適切であり、それぞれの教育内容に応じた適切な
学習指導法が採用されているか。

・【分析観点の例】：少人数授業、対話・討論型授業、事例研究
型授業、フィールド型授業、講義や実験等の併用型授業、多様
なメディアを高度に利用した授業 等。
・大学院設置基準第15条

5-7-2 単位の実質化への配慮がなされているか。

・大学院設置基準第15条

5-7-3 適切なシラバスが作成され、活用されているか。
・大学院設置基準第14条2

5-7-4

夜間において授業を実施している課程（夜間大学院や教育方
法の特例）を置いている場合には、その課程に在籍する学生
に配慮した適切な時間割の設定等がなされ、適切な指導が行
われているか。

・「教育方法の特例」とは、大学院の課程において、通常昼間
の時間帯に実施される教育課程に加え、職業を有する社会人
学生などへの配慮として、教育上特別の必要があると認めら
れる場合に、夜間その他特定の時間又は時期において授業や
研究指導を行うことができるという措置をいう。

5-7-5
大学院課程においては、研究指導、学位論文（特定課題研究
の成果※）を含む。）に係る指導の体制が整備され、適切な計
画に基づいて指導が行われているか。

5-8-1 学位授与方針が明確に定められているか。 ・大学院設置基準第16条,17条

5-8-2
成績評価基準が組織として策定され、学生に周知されており、
その基準に従って、成績評価、単位認定が適切に実施されて
いるか。

・大学院設置基準第14条2第2項

5-8-3
成績評価等の客観性、厳格性を担保するための組織的な措置
が講じられているか。

5-8-4

大学院課程においては、学位授与方針に従って、学位論文に
係る評価基準が組織として策定され、学生に周知されており、
適切な審査体制の下で、修了認定が適切に実施されている
か。

・「学位論文に係る評価基準」（特定課題研究の成果も同様）と
は、どのような内容・体裁の論文を「可」とするか、定めたもの。
学位論文の「審査手順」「提出要件（査読付論文○報）」等では
ないことに留意。
・審査体制の構築（組織の役割、組織の人的規模やバランス、
組織間の連携や意思決定プロセス、責任の所在等）や審査に
至るまでの手続きについて整備状況や当該審査体制の下で、
適切に学位論文の審査、及び修了認定が行われているかを分
析。
・大学院設置基準第14条の2第2項

３つのポリシー（ディ
プロマ・ポリシー、カリ
キュラム・ポリシー及
び
アドミッション・ポリ
シー）に関する事項
（教【A】(1)）
教育課程の編成に関
する事項
（教【A】,(2)）
教育課程の実施に関
する事項
（教【A】(3)）
成績評価に関する事
項
（教【A】,(4)）
教育の質保証のため
の組織体制に関する
事項
（教【A】,(5)）

（大学院課程）
[５-８]学位授与方針が明確に定められ、それに
照らして、成績評価や単位認定、修了認定が適
切に実施され、有効なものになっていること。
※基本的には各観点ともに、学士課程に準じて
分析を行う

（学士課程）
[５-３]教育課程を展開するにふさわしい授業形
態、学習指導法等が整備されていること。

（大学院課程）
[５-６]教育課程の編成・実施方針が明確に定め
られ、それに基づいて教育課程が体系的に編成
されており、その内容、水準が授与される学位名
において適切であること。
※基本的には各観点ともに、学士課程に準じて
分析を行う

（大学院課程）
[５-７]教育課程を展開するにふさわしい授業形
態、学習指導法等（研究・論文指導を含む。）が
整備されていること。
※基本的には各観点ともに、学士課程に準じて
分析を行う

（学士課程）
[５-４]学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）が明
確に定められ、それに照らして、成績評価や単位
認定、卒業認定が適切に実施され、有効なもの
になっていること。

全学教育基盤機構会
議

（大学院課程）
[５-５]教育課程方針が、学位授与方針と整合的
であること。



5-9-1

学位授与方針を参照しつつガイダンスが実施され、学生の
ニーズに則した履修指導や学習相談の体制が整備されている
か。
また、特別な支援を行うことが必要と考えられる学生を受け入
れている場合の適切な学習支援が実施されているか。

・ディプロマポリシー、カリキュラムポリシーに沿った履修ガイダ
ンス、履修指導の実施状況の分析。
・履修登録期間時など学生のニーズに応じた履修相談の実施
状況、日常的な学習相談、学修支援の状況の分析。

5-10-1

教育課程方針に基づいて、成績評価基準を学生に周知してお
り、その基準に従って成績評価、単位認定を実施しているか。
また、厳格かつ客観的な成績評価を実施するため、成績評価
の適切性の確認や異議申し立ての仕組みを組織的に設けて
いるか。

・各授業科目のシラバスにおける成績評価基準の記載状況と
成績評価・単位認定状況を分析。
・成績評価の適切性の確認状況を分析。
・異議申し立ての仕組みの設置・活動（？）状況の分析。

6-1-1

各学年や卒業（修了）時等において学生が身に付けるべき知
識・技能・態度等について、単位修得、進級、卒業（修了）の状
況、資格取得の状況等から、あるいは卒業（学位）論文等の内
容・水準から判断して、学習成果が上がっているか。

・学生の在学中における状況から学習成果を分析。
・過去5年分程度の学部・研究科等ごとの「標準修業年限卒業
（修了）率」及び「標準修業年限×1.5 年内卒業（修了）率」につ
いては別添参照。
・大学院についても同様に分析。

6-1-2
学習の達成度や満足度に関する学生からのアンケートの結果
等から判断して、学習成果が上がっているか。

・学生アンケート結果、学生懇談会、学習ポートフォリオ等を踏
まえて学習成果を分析。
・大学院についても同様に分析。

6-2-1
就職や進学といった卒業（修了）後の進路の状況等の実績か
ら判断して、学習成果が上がっているか。

・過去5年分程度の学部・研究科ごとの「進学率」「就職率（就職
者数/卒業（修了）者数」「就職希望者就職率（就職者数/就職
希望者数」による分析。
・卒業（修了）生の社会での活躍等が確認できる資料（新聞記
事等）による分析。
・大学院についても同様に分析。

6-2-2
卒業（修了）生や、就職先等の関係者からのアンケートの結果
から判断して、学習成果が上がっているか。

・卒業（修了）生や、就職先等の関係者からのアンケート等の
結果を踏まえて学習成果を分析。
・把握している根拠資料・データの中から、間接的又は部分的
であっても、状況が客観的に裏付けられるものを示しつつ分
析。
・大学院についてもは同様に分析。

6-2-3
教育の目的及び学位授与方針に則して、適切な学習成果が得
られているか。

卒業又は修了時の状況、並びに卒業又は修了後一定期間経
過後における関係者への調査の状況など、学習成果の状況を
把握する取り組みの結果に基づき、学位授与方針に明示する
学習成果を分析。

7-1-1

教育研究活動を展開する上で必要な施設・設備が整備され、
有効に活用されているか。また、施設・設備における耐震化、
バリアフリー化、安全・防犯面について、それぞれ配慮がなさ
れているか。

・学部等において編成された教育研究組織の運営及び教育課
程の実現にふさわしい施設・設備が整備され、機能しているか
を分析。
・学生のニーズ及びその対応状況について分析。
・ＩＣＴ環境については、観点7-1-②において分析。

7-1-2
教育研究活動を展開する上で必要なＩＣＴ環境が整備され、有
効に活用されているか。

・教職員及び学生が授業内外において簡単にインターネットに
接続できる環境の整備状況を分析。
・大学において編成された教育課程の遂行に必要なＩＣＴ環境
の整備状況や活用状況を分析。
・ＩＣＴ環境に対する学生のニーズや利用満足度が把握されて
いれば、その資料・データを用いて分析。

7-1-3
自主的学習環境が十分に整備され、効果的に利用されている
か。

・自主的学習環境が効果的に利用できるような状態になってい
るかを分析。
・自主的学習環境に対する学生のニーズや利用満足度が把握
されていれば、その資料・データを用いて分析。
・【分析観点の例】：自習室、グループ討議室、情報機器室、教
室・教育設備等の授業時間外使用 等。
・大学院を有する場合は同様に分析。

7-2-1
授業科目、専門、専攻の選択の際のガイダンスが適切に実施
されているか。

・ガイダンス等の内容や実施状況に加え、実施後の効果面を
含めて分析。
・大学院を有する場合は同様に分析。

7-2-2

学習支援に関する学生のニーズが適切に把握されており、学
習相談、助言、支援が適切に行われているか。
また、特別な支援を行うことが必要と考えられる学生への学習
支援を適切に行うことのできる状況にあり、必要に応じて学習
支援が行われているか。

・学習支援に関する取組の状況のみならず、学生のニーズの
把握状況について分析。
・【分析観点の例】：オフィスアワーの設定、電子メールの活用、
担任制 等。
・「特別な支援を行うことが必要と考えられる学生」としては、例
えば、留学生、社会人学生、障害のある学生等が考えられる。
・特別な支援を行うことが必要と考えられる学生が現在在籍し
ていない場合でも、各学部等固有の事情等に応じて学習支援
を適切に行うことのできる状況にあるかについて分析。

7-2-3
学生の部活動や自治会活動等の課外活動が円滑に行われる
よう支援が適切に行われているか。

・課外活動施設設備の整備、及び運営資金や備品貸与等の支
援の両面において分析。

7-2-4

生活支援等に関する学生のニーズが適切に把握されており、
生活、健康、就職等進路、各種ハラスメント等に関する相談・助
言体制が整備され、適切に行われているか。
また、特別な支援を行うことが必要と考えられる学生への生活
支援等を適切に行うことのできる状況にあり、必要に応じて生
活支援等が行われているか。

・学生の生活相談、健康相談、進路相談、各種ハラスメントの
相談・助言体制の整備状況を分析
・学生のニーズの把握状況についても分析。
・各種相談・助言体制については、組織の役割、実施組織の人
的規模やバランス、組織間の連携や意思決定プロセス、責任
の所在等が確認できる資料・データを用いて整備状況を分析。
・生活支援等に関する利用満足度等が把握されていれば、そ
の資料・データを用いて分析
・「特別な支援を行うことが必要と考えられる学生」としては、例
えば、留学生、障害のある学生等が考えられる。分析の際は、
人数等を把握した上で、各学部等固有の事情等に応じて行わ
れている生活支援の実施状況について分析。
・学校教育法第12条
・大学設置基準第42条,第42条2

7-2-5 学生に対する経済面の援助が適切に行われているか。

・各学部等固有の事情等に応じて学生の経済面の援助が適切
に行われているかについて分析。
・奨学金制度等に関する情報の学生への周知状況について分
析。
・奨学金制度等の整備状況に加え、利用実績等について分
析。
・学部・研究科独自の自己収入（寄附金等）があれば、その獲
得状況を分析。
・経済面の援助に関する学生のニーズの把握状況についても
分析。
・留学生に対して、特別の援助を実施している場合について
は、その実施状況を分析。
・大学院を有する場合は同様に分析。

３つのポリシー（ディ
プロマ・ポリシー、カリ
キュラム・ポリシー及
び
アドミッション・ポリ
シー）に関する事項
（教【A】(1)）
教育課程の編成に関
する事項
（教【A】,(2)）
教育課程の実施に関
する事項
（教【A】(3)）
成績評価に関する事
項
（教【A】,(4)）
教育の質保証のため
の組織体制に関する
事項
（教【A】,(5)）

３つのポリシー（ディ
プロマ・ポリシー、カリ
キュラム・ポリシー及
び
アドミッション・ポリ
シー）に関する事項
（教【A】(1)）
教育課程の編成に関
する事項
（教【A】,(2)）
教育の質保証のため
の組織体制に関する
事項
（教【A】,(5)）

[５-１０]教育課程方針に則して、公正な成績評価
が厳格かつ客観的に実施されていること。

[７-１]教育研究組織及び教育課程に対応した施
設・設備等が整備され、有効に活用されているこ
と。

[７-２]学生への履修指導が適切に行われている
こと。また、学習、課外活動、生活や就職、経済
面での援助等に関する相談・助言、支援が適切
に行われていること。

学習成果

[６-２]卒業（修了）後の進路状況等から判断し
て、学習成果が上がっていること。

施設・設備及び学
生支援

[５-９]学位授与方針に則して、適切な履修指導、
支援が行われていること。

[６-１]教育の目的や養成しようとする人材像に照
らして、学生が身に付けるべき知識・技能・態度
等について、学習成果が上がっていること。

施設・環境マネジメント
委員会
国際連携推進機構会
議
情報戦略委員会
附属図書館委員会
全学教育基盤機構会
議

施設の整備状況
（施(1)）
施設の安全性状況
（施(2)）
施設の管理運営状況
（施(3)）
その他必要と認めら
れる事項
（施(4)）

留学生の受入及び海
外派遣の状況
（留(1)）
留学生に対する修学
支援の状況
（留(2)）
留学生に対する生活
支援の状況
（留(3)）
(留学生に対する経済
的支援の状況
（留(4)）
その他必要と認めら
れる事項
（留(5)）

情報基盤設備等の整
備状況
（情(1)）
教育への活用状況
（情(2)）
情報セキュリティの状
況
（情(3)）
その他必要と認めら
れる事項
（情(4)）

学術情報(資料)の整
備状況
（図(1)）
図書館の利用状況
（図(2)）
図書館の施設・設備
の整備状況
（図(3)）
図書館に対する満足
度の状況
（図(4)）
その他必要と認めら
れる事項
（図(5)）

学生生活支援に関す
る事項
(教【B】(1)）
学生相談に関する事
項
(教【B】(2)）
障害学生支援に関す
る事項
(教【B】(3)）
就職及びキャリアサ
ポートに関する事項
(教【B】(4)）
その他自己点検・評
価が必要と認められ
る事項
（教【B】(5)）

全学教育基盤機構会
議

全学教育基盤機構会
議



施設・設備

8-1-1
研究活動を展開する上で必要な施設・設備が整備され、有効
に活用されているか。

施設・環境マネジメント
委員会
情報戦略委員会
附属図書館委員会

施設の整備状況
（施(1)）
施設の安全性状況
（施(2)）
施設の管理運営状況
（施(３)）
その他必要と認められる事項
（施(4)）

情報基盤設備等の整備状況
（情(1)）
教育への活用状況
（情(2)）
情報セキュリティの状況
（情(3)）
その他必要と認められる事項
（情(4)）

学術情報（資料）の整備状況
（図(1)）
図書館の利用状況
（図(2)）
図書館の施設・設備の整備状況
（図(3)）
図書館に対する満足度の状況
（図(4)）
その他必要と認められる事項
（図(5)）

・研究所の研究組織の運営にふさわしい施設・設備が整備さ
れ、機能しているかを分析。
・施設利用者のニーズ及びその対応状況について分析。

9-1-1
【重点項目】
大学の内部質保証に係る基本的考え方に則して、内部質保証
に係る体制が明確に規定されていること。

教育研究活動等の状況について自己点検・評価し、その結果
に基づき教育研究活動等の質の改善及び向上に継続的に取
り組むための内部質保証に係る体制が整備されているか否か
について、学内における責任体制が明確に規定されていること
を中心として、確認し判断。

9-1-2
【重点項目】
大学の内部質保証に係る基本的考え方に則して、内部質保証
のための手順が明確に規定されていること。

教育研究環境に係る事項及び教育課程とその学習成果につ
いて、大学としてその状況を把握し、改善及び向上に結びつけ
る取組が継続的に実施されるために必要な手順が組織として
明確化され、共通に認識されているか。

9-1-3
【重点項目】
内部質保証が有効に機能していること。

自己点検・評価によって確認された問題点が改善され、また伸
ばすべき特長がどのように伸長されたかを具体的に確認。

9-2-1
教育研究上の基本組織の新設や変更等重要な見直しを行うに
あたり、大学としての適切性等に関する検証が行われる仕組
みを有していること。

教育研究上の基本組織の新設や変更等の重要な見直しを行う
に
あたり、大学の内部質保証活動の一環として当該見直し事項
の適切性等に関する検証を行う仕組みを有しているか。

9-2-3
組織的に、教員及び教育研究活動を支援又は補助する者の
質を確保し、さらにその維持、向上を図っていること。

教員の採用、昇任に係る規定（教員としての教育上、研究上及
び必要とするその他の能力に関する内容を含む。） の整備、教
員の質を維持、向上させるための教員評価の仕組み、並びに
教育能力を向上させるための組織的取組の状況を分析して、
大学の内部質保証活動の一環として教員組織の機能が適切
に維持されているか否かを判断。
また、教育研究活動を支援する職員や教育支援者及び教育補
助者への研修の実施などにより、これらの者の質を維持、向上
させるための組織的取組の状況を確認。

9-2-3
【大教センター、教職センター】
ファカルティ・ディベロップメント（FD）が適切に実施され、組織と
して教育の質の向上や授業の改善に結び付いているか。

・FDの実施内容・方法及び実施状況（教員参加状況を含む）を
分析。
・FD自体が、学生のニーズを把握し、組織として適切に実施さ
れていることを分析。
・FDの後、どのような方法（システム）で改善に結び付けるの
か、また、把握された問題点等に対する具体的改善事例を示し
つつ機能状況を分析。

9-3-1

研究活動の状況や成果について自己点検・評価し、研究の質
を保証するとともに、研究の質の改善・向上を図るための体制
が整備され、機能しているか。

・自己点検・評価及び検証の実施体制、具体的な検証事例等
を分析。
・研究活動の状況及び成果に関するデータや資料を収集・蓄
積する担当組織、責任体制、収集・蓄積の状況を分析。

9-3-2
教職員、その他学外関係者等の意見の聴取が行われており、
研究の質の改善・向上に向けて具体的かつ継続的に適切な形
で活かされているか。

・意見聴取の結果を研究の質の改善、向上に結び付けた具体
的事例を分析。
・評価結果を質の向上や改善に結び付けるための継続的な取
組（方策の立案から実施までのプロセス、ＰＤＣＡサイクル等）
が実施されているかを分析。

9-4-1
研究支援者や研究補助者に対し、研究活動の質の向上を図る
ための研修等、その資質の向上を図るための取組が適切に行
われているか。

・研修等の方針、内容・方法及び実施状況等から分析。

評価会議 -

評価会議 -

[９-４]研究支援者及び研究補助者に対する研修
等、教育の質の改善・向上を図るための取組が
適切に行われ、機能していること。

[８-１]研究組織に対応した施設・設備等が整備さ
れ、有効に活用されていること。

[９-１]【重点評価項目】教育の状況について点
検・評価し、その結果に基づいて教育の質の改
善・向上を図るための体制が整備され、機能して
いること。

[９-３]研究の状況について点検・評価し、その結
果に基づいて研究の質の改善・向上を図るため
の体制が整備され、機能していること。

内部質保証シス
テム

[９-２]教員、教育支援者及び教育補助者に対す
る研修等、教育の質の改善・向上を図るための
取組が適切に行われ、機能していること。



10-1-1
管理運営のための組織及び事務組織が、適切な規模と機能を
持っているか。また、危機管理等に係る体制が整備されている
か。

・管理運営組織及び事務組織の状況について、その役割や人
員の配置状況等を示しつつ、規模や機能状況を分析。
・危機管理等に係る体制は、予期できない外的環境の変化等
への対応、構成員への法令遵守や研究者倫理等を含めた危
機管理等に対応する体制や組織整備状況を分析。
・学校教育法第92条

10-1-2
目的を達成するために、所長のリーダーシップの下で、効果的
な意思決定が行える組織形態となっているか。

10-1-3
学部・研究科等の構成員（教職員及び学生）、その他学外関係
者の管理運営に関する意見やニーズが把握され、適切な形で
管理運営に反映されているか。

・教職員及び学生、その他学外関係者からの管理運営に関す
る意見やニーズを組織的に把握しているかを分析。
・把握された意見やニーズの管理運営への反映事例を分析。

10-1-4
管理運営に関する方針が明確に定められ、その方針に基づ
き、大学内の諸規定が整備されるとともに、管理運営に関わる
委員会等の責務と権限が文書として明確に示されているか。

10-1-5
適切な意思決定を行うために使用される目的。計画、活動状
況に関するデータや情報が蓄積されているか。

10-2-1
機関としての学部・研究科を運営するために職務をつかさどる
教職員が、適切に役割分担し、その連携体制が確保され、能
力を向上させる取組が実施されているか否か。

・教員と事務職員の業務所掌分担が明確になっているか、また
その分担が適切かの分析。
・教職が連携してあたる業務が明確になっているか、またその
実例の提示。
・ＦＤ・ＳＤ及び各種研修会等の開催状況及び参加状況を分析
（特に教職あわせて参加するものは特記）。

11-1-1
学部・研究科等の目的（学士課程であれば学科又は課程等ご
と、大学院課程であれば専攻等ごとを含む）が、適切に公表さ
れるとともに、構成員（教職員及び学生）に周知されているか。

・構成員以外の社会一般に対し、刊行物の配布・ウェブサイト
への掲載等の方法により広く公表しているかを分析。
・構成員（教職員（非常勤を含む）及び学生）に対して周知する
ための組織的な取組（各種会議、新任教職員研修、新入生ガ
イダンス等）が実施されているかを分析。
・大学院を有する場合は同様に分析。
・学校教育法施行規則第172条2

11-1-2
入学者受入方針、教育課程の編成・実施方針及び学位授与方
針が適切に公表、周知されているか。

・大学内の関係者に対して、各種会議やガイダンス等での説
明、刊行物等の配布等の方法により周知を図っているかを分
析。
・学外の関係者に対して、刊行物の配布・ウェブサイトへの掲
載、入試説明会等での説明等の方法により広く公表しているか
を分析。
・大学院を有する場合は同様に分析。
・学校教育法施行規則第172条2

11-1-3
教育研究活動等についての情報（学校教育法施行規則第172
条の２に規定される事項を含む。）が公表されているか。

・自己点検・評価の結果 等の教育研究活動等についての情報
が、刊行物の発行やウェブサイトへの掲載等により公表されて
いるかを資料・データを用いて分析。
・上記以外にも、教育研究活動等の状況や、その活動の成果
に関する情報を、社会に発信している場合は、その発信状況に
ついて分析。
・教育研究活動等の状況についての情報を、外国語において
発信している場合は、その発信状況について分析。

12-1-1
研究の実施体制及び支援・推進体制が適切に整備され、機能
しているか。

・研究の実施体制及び支援・推進体制について、組織の役割、
実施組織の人的規模やバランス、組織間の連携や意思決定プ
ロセス、責任の所在等が確認できるデータを用いて整備状況を
分析。
・研究の実施体制及び支援・推進体制が、学部等の目的に基
づいた研究活動を実施する上で必要な活動を行っていること
が確認できる資料・データを用いて機能状況を分析。
・学校教育法第113条等により、学部等の教育研究活動の状況
や、その活動の成果に関する情報をわかりやすく社会に発信し
ていることが必要。

12-1-2
研究活動に関する施策が適切に定められ、実施されている
か。

・学部等の目的に照らして、それにふさわしい研究活動の成果
や効果が見込まれる施策が適切に定められているか、研究活
動の基本方針を明らかにした上で分析。

12-1-3
研究活動の質の向上のために研究活動の状況を検証し、問題
点等を改善するための取組が行われているか。

・研究活動の状況を把握する取組を実施し、その結果を質の
向上や改善に結び付ける継続的な取組（継続的な方策の立案
から実施までのプロセス，ＰＤＣＡサイクル等）が確認できる資
料・データ（組織の役割、構成、実施組織の人的規模やバラン
ス、組織間の連携、意思決定プロセス、責任の所在等）を用い
て、検証状況を分析。
・把握した問題点等を研究活動の質の向上、改善に結び付け
た事例を用いて取組状況を分析。

12-2-1
研究活動の実施状況から判断して、研究活動が活発に行われ
ているか。

・研究活動の実施状況が確認できる資料・データを用い、学部
等の目的に照らして、「研究活動が活発に行われているか」を
分析。
・資料・データ等の例としては、研究出版物、研究発表、その他
成果物の公表状況、国内外の大学・研究機関等との共同研
究・学術交流、地域との連携状況、特許の申請件数、科学研
究費補助金の申請件数、その他の受託研究、競争的研究資
金への応募状況等が考えられる。

12-2-2
研究活動の成果の質を示す実績から判断して、研究の質が確
保されているか。

・研究活動の成果の質を示す資料・データを用いて、学部等の
目的に照らして、「研究の質が確保されているか」を分析。
・資料・データ等の例としては、受賞状況、学会招待講演の実
施状況、特許等の取得状況、科学研究費補助金の獲得状況、
競争的研究資金の獲得状況、外部評価、研究プロジェクト等の
評価等が考えられる。
・文部科学省大学教育改革支援プログラム等（グローバルＣＯ
Ｅプログラム、21世紀- 20 -ＣＯＥプログラム等）に採択された
取組を実施している場合には、その実施状況（支援期間終了
後の展開も含めて）のほか、研究活動への反映やその効果を
分析。各種ＧＰは、教育活動上の取組が対象であるので、ここ
では取り上げない。

12-2-3
社会・経済・文化の領域における研究成果の活用状況や関連
組織・団体からの評価等から判断して、社会・経済・文化の発
展に資する研究が行われているか。

・研究成果の社会・経済・文化的な貢献が確認できる資料・
データを用いて、学部等の目的に照らして、「社会・経済・文化
の発展に資する研究が行われているか」を分析。
・根拠となる資料・データについては、研究成果の社会・経済・
文化における活用実績や評価実績等から判断して、その発展
に資する研究が行われているかを自己評価する上で必要と考
えられるものを、学部等の判断によって提示。

12-2-4 組織の目的に照らして、活動の成果が上がっているか。

評価会議 -

財務基盤及び管
理運営

教育情報等の公
表

評価会議 -

[１０-２]教員と事務職員等との役割分担が適切
であり、これらの者の間の連携体制が確保され、
能力を向上させる取組が実施されていること。

[１１-１]学部・研究科等の教育研究活動等につ
いての情報が、適切に公表されることにより、説
明責任が果たされていること。

[１０-１]管理運営体制及び事務組織が適切に整
備され、機能していること。

[１２-２]学部・研究科等の目的に照らして、研究
活動が活発に行われており、研究の成果が上
がっていること。

評価会議 -

研究活動の状況
及び成果

　
※ここで言う「研
究活動」は、基礎
研究や応用研究
等に限らず、広く
教員の創造的活
動を指します。

活動の状況と成
果

[１２-１]学部・研究科等の目的に照らして、研究
活動を実施するために必要な体制が適切に整備
され、機能していること。



13-1-1

大学・学部等の地域貢献活動の目的に照らして、目的を達成
するためにふさわしい計画や具体的方針が定められている
か。また、これらの目的と計画等が適切に公表・周知されてい
るか。

・計画が、地域貢献活動に関する目的を達成できるものである
か、地域貢献活動に関する基本方針等を明らかにした上で分
析。
・大学内や学外の関係者等に対して、刊行物の配布・ウェブサ
イトへの掲載等の方法により、適切に周知や広く公表している
かについて分析。
・周知や公表の程度や効果について把握されていれば、その
データを用いて効果面を分析。

13-1-2 計画等に基づいた活動が適切に実施されているか。

・学部等の目的を達成する上で、計画に基づいた活動の内容・
方法及び活動の実施組織、活動状況を分析。
・教育サービス活動・学習機会の提供については、例えば、公
開講座、資格関係の講座、各種の研修やセミナー、小中高生
向け講座、出前授業、博物館等の公開、図書館の開放の実施
状況から分析。
・学校教育法第105条に基づく履修証明書が交付される特別の
課程を設置している場合は、その実施体制、実施方法及び実
施状況等に基づき分析。
・地域産業の振興への寄与に関する活動としては、例えば、企
業との共同による製品開発や企業への技術指導・助言、企業
との人事交流の実施状況から分析。
・地域社会づくりへの参画については、例えば、地方公共団体
等との協定締結、審議会への参加、政策提言、共催によるイベ
ント等の実施状況から分析。

13-1-3
活動の実績及び活動への参加者等の満足度等から判断して、
活動の成果が上がっているか。

・活動の実績及び活動への参加者等の満足度等から判断し
て、活動が有する目的や計画等をどの程度達成したかについ
て分析。

13-1-4 改善のための取組が行われているか。

・地域貢献活動の状況を把握する取組を実施し、その結果を
質の向上や改善に結び付ける継続的な取組（継続的な方策の
立案から実施までのプロセス、ＰＤＣＡサイクル等）が確認でき
る資料・データ（組織の役割、構成、実施組織の人的規模やバ
ランス、組織間の連携、意思決定プロセス、責任の所在等）を
用いて取組状況を分析。
・把握した問題点等を改善に結び付けた事例が確認できる資
料・データを用いて分析。

14-1-1
学部等の教育の国際化の目的に照らして、目的を達成するた
めにふさわしい計画や具体的方針が定められているか。また、
これらの目的と計画等が広く公表されているか。

・教育の国際化に関する基本方針等を明らかにした上で、計画
が、教育の国際化に関する目的を達成できるものであるかに
ついて分析。
・教育の国際化の目的・計画等が、大学内や学外の関係者等
に対して、刊行物の配布・ウェブサイトへの掲載等により、広く
公表しているかについて分析。

「国際的な教育環境の構築」の例
・国際化に対応可能な組織体制の整備、教育内容・方法等の
国際化の状況について分析。

「国際化に対応可能な組織体制の整備」の例
・外国人教員・海外での教育研究活動実績等を有する日本人
教員の配置、国際交流や海外拠点の設置、外国語ができる職
員の配置、教育の国際化を意識したＦＤ・ＳＤの実施等の状況
から分析。

「教育内容・方法等の国際化」の例
・国内学生を対象とした外国語による授業・学位論文作成、国
際通用性の高い教育課程の編成・実施（例えば、セメスター/
クォーター制、秋入学、コース・ナンバリング、ＧＰＡの採用と成
績分布チェックによる厳格な成績評価）、外国人学生との学生
交流イベントの開催、海外の大学との交流協定の締結・国際的
なネットワークへの参加等の状況から分析。
　
「外国人学生の受入」の例
・外国人学生の受入実績、教育課程編成・実施上の工夫、外
国人学生に対する各種支援、外国人学生の受入促進のため
の取組の実施状況から分析。

「外国人学生の受入実績」の例
・正規留学生、ダブル・ディグリー/ジョイント・ディグリー・プログ
ラムによる留学生、短期留学生（単位互換制度等による外国
人学生）、超短期留学生（サマー・プログラム等による外国人学
生）について、教育プログラムごとに分析。

「教育課程編成・実施上の工夫」の例
・外国語による授業・学位論文作成、日本語・日本文化教育、
単位互換等の方法、ダブル・ディグリー/ジョイント・ディグリー・
プログラム、短期・超短期プログラム等の内容・実施状況から
分析。なお、ダブル・ディグリー/ジョイント・ディグリー・プログラ
ムにおいては、「我が国の大学と外国の大学間におけるダブ
ル・ディグリー等、組織的・継続的な教育連携関係の構築に関
するガイドライン」の留意点の関連事項についても分析。

「外国人学生の支援」の例
・ウェブサイト・学内文書の多言語化、チューターの配置等によ
る就学支援、外国人学生宿舎の斡旋、カウンセリング、経済的
支援、就職支援、外国人学生ネットワークの構築等の実施状
況から分析。
「外国人学生の受入促進のための取組」の例
・外国人学生のための入試制度、国際的広報活動、留学説明
会の実施状況から分析。
・入学手続きのワンストップ化
「国内学生の海外派遣」の例
・国内学生の海外派遣実績、教育課程編成・実施上の工夫、
派遣学生に対する各種支援、国内学生の海外派遣促進のた
めの取組等の実施状況から分析。

「国内学生の海外派遣実績」の例
ダブル・ディグリー/ジョイント・ディグリー・プログラムによる海
外派遣学生、短期海外派遣学生（単位互換制度等による海外
派遣学生）、超短期海外派遣学生（サマー・プログラム等による
海外派遣学生）を対象とする教育プログラムごとに分析。

「教育課程編成・実施上の工夫」の礼
教育課程における海外留学の位置づけの明確化、留学の事
前教育としての外国語・異文化教育、海外で修得した単位等の
認定基準、ダブル・ディグリー/ジョイント・ディグリー・プログラ
ム、短期・超短期プログラム等の実施状況から分析。なお、ダ
ブル・ディグリー/ジョイント・ディグリー・プログラムにおいては、
「我が国の大学と外国の大学間におけるダブル・ディグリー等、
組織的・継続的な教育連携関係の構築に関するガイドライン」
の留意点の関連事項についても分析。

「派遣学生の支援・派遣促進のための取組」の例
留学関連情報の提供（留学説明会・個別相談等）、海外派遣学
生の選抜方法、海外派遣中の学生に対するカウンセリング、経
済的支援等の実施状況から分析。

14-1-3
活動の実績や学生の満足度等から判断して、活動の成果が上
がっているか。

・外国人学生の受入実績、国内学生の海外派遣実績、卒業
（修了）/単位修得の状況、卒業（修了）後の進路及び学生の満
足度等から判断して、目的や計画等をどの程度達成したかに
ついて分析。

14-1-4 改善のための取組が行われているか。

・教育の国際化に向けた活動の状況を把握する取組を実施
し、その結果を教育の質の向上や改善に結び付ける継続的な
取組（継続的な方策の立案から実施までのプロセス、ＰＤＣＡサ
イクル等）が確認できる資料・データを用いて取組状況を分析。
・把握した問題点等を教育の国際化に向けた活動の質の向
上、改善に結び付けた事例が確認できる資料・データを用いて
分析。

国際連携推進機構会
議

留学生の受入及び海
外派遣の状況
（留(1)）

評価会議 -

国際化の状況

計画等に基づいた活動が適切に実施されているか。14-1-2

[１４-１]学部等の目的に照らして、教育の国際化
に向けた活動が適切に行われ、成果を上げてい
ること。
【当該事項全般に係る留意点】
教育の国際化に向けた活動としては、様々な活
動が考えられますが、本評価においては、それら
を、「国際的な教育環境の構築」、「外国人学生
の受入」、「国内学生の海外派遣」の視点から評
価します。

地域貢献活動の
状況

[１３-１]大学・学部等の目的に照らして、地域貢
献活動が適切に行われ、成果を上げていること。
【当該事項全般に係る留意点】
地域貢献活動として、例えば、正規課程の学生
以外への教育サービス・学習機会の提供や、産
業界との協力による地域産業の振興への寄与、
国・地方公共団体・民間団体との連携による地域
社会づくりへの参画等が考えられます。
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