
平成 26 年度 

自 己 点 検・評 価 報 告 書 

愛知工業大学





目 次 

基準 1 使命・目的・方針管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

基準 2 学生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

基準 3 管理運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31

基準 4 財務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48

基準 5 自己点検・評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55

基準 6 教育研究の社会貢献・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61





愛知工業大学

1 

基準 1．使命・目的方針管理 

1－1 使命・目的の明確性 

≪1－1の視点≫ 

1-1-① 

1-1-② 

1-1-③ 

建学の精神、教育のモットーと使命・目的との関連性 

使命・目的の具体性 

学内外への周知と有効性 

（1）1－1の現状と自己評価 

本学は「建学の精神」と「教育のモットー」を次のとおり掲げている

○ 建学の精神 

 ○ 教育のモットー 

学部の使命・目的については、学則第 1 条で、「教育基本法及び学校教育法の定める

ところにしたがい、学術の理論と応用を教授研究し、知的道徳的に円満な教養を有する

高級技術者を育成することを目的とし、あわせて、人類の福祉に貢献するとともに地方

産業の技術的発展に寄与することを使命とする。」と規定している。

大学院については、大学院学則第 1 条で、「本学の目的使命にのっとり、学術の理論

及び応用を教授研究し、その深奥をきわめて文化の進展に寄与することを目的とする。」

と規定している。

人材養成及び教育研究上の目的に関しても、大学、学部、学科及び大学院、研究科、

専攻ごとに規定している。

このように、本学の使命・目的は、その意味・内容を具体的に規定化しており、明文

化している。

使命・目的については、学則及び大学院学則に、簡潔な文章で規定しているが、抽象

的な表現であるため、「人材養成及び教育研究上の目的」において簡潔かつ具体的な文

章として示している。

建学の精神及び教育のモットーについては、大学ホームページや学生便覧で、それぞ

｢自由、愛、正義｣ 

自由は必ず責任を伴うが、自由なくして創造はあり得ない。 

自由の存するところに無限の発展が約束される。 

愛は、太陽の如く、万物を育成する。 

人類は明るく平和な社会の建設をめざして努力する。 

正義は倫理的真理の結晶である。 

百事貫徹、安心立命の基礎をなす。 

「創造と人間性」 

科学技術の発展のみに邁進するエンジニアではなく、人と地球に

優しい血の通ったエンジニアを育てるための教育モットー「創造

と人間性」です。 
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れの意味について、簡潔かつ具体的に表現している。

本学は、大正元(1912)年に「社会に出てすぐに役立つ実践的な技術者の育成」を目指

して設立した、｢名古屋電気学講習所｣を母体として昭和34(1959)年に工科系単科大学と

して開学した。以来、日本経済の原点である｢ものづくり｣を教育指標とし、｢自由・愛・

正義｣の建学の精神と「創造と人間性」の教育のモットーにより、豊かな人間性を備えた

エンジニアの育成に全力を傾けてきた。その間、現代的課題に対応できる人材養成の責

務を果たすべく、大学改革を実践し、①学部・学科の設置と再編、②専門横断型大学院

への改組、拡充、③昼夜開講制の導入、④ビジネス系大学院経営情報科学研究科の設置

等、学部・大学院の改組等を行ってきた。 

近年では、これらの取組に加え、教育・研究の成果を社会に還元するため、オープン

カレッジの充実・拡大を図るとともに、「ロボットミュージアム」の開設や、「まるご

と体験ワールド」など地域への社会貢献においても学生が参画できるよう取組んでいる。 

また、今後の我が国を担うためには国際的な視野を有する人材の育成も求められてい

る。そのため、グローバル人材育成の取組として海外の大学と学術交流協定を積極的に

提携し、さまざまな短期語学研修を実施している。特に、中国南京市の東南大学とは30
年以上にわたる交流を継続、近年では学生交流に重点を置き、両国の将来を担う人材の

育成に努めている。 

建学の精神でもある「自由、愛、正義」は、本学開学以来、建学の精神として、本

学の教育研究の支柱として掲げてきた。また、教育のモットーである「創造と人間性」

は、学校法人名古屋電気学園の教育のモットーとして、現在、本学をはじめ、高等学校、

中学校、専門学校をにおいても教育の支柱として掲げている。

建学の精神及び教育のモットーは、本学のホームページにおいて公表しており、本

学が発行する多くの冊子に記載されており、教職員に対しても、周知されている。

本学の教育において「ものづくり」という文言が多用されているが、シラバス及び

ディプロマ・ポリシーとの直接的な関連性がわかりにくいと認識している。

（2）1－1の改善・向上方策（将来計画） 

本学は使命・目的の重要性に鑑み、学部及び大学院学則第 1 条にそれを定めている。

また、より具体性を持たせるために、人材養成及び教育研究上の目的に関する規程を定

めている。そのため、本学における使命・目的は明確であるが、人材養成及び教育研究

上の目的は時代が求める人材に応じた内容とするため改正し平成 27 年 4 月から施行す

ることとした。改正にあたっては、現在、規定化している「人材養成及び教育研究上の

目的」も簡潔であると認識しているが、今回の改正に際しては、規定、シラバス、ディ

プロマ・ポリシー、社会のニーズへの対応を含め、総合的に検討を行った。



愛知工業大学

3 

1－2 使命・目的の適切性 

≪1－2の視点≫ 

1-2-① 

1-2-② 

1-2-③ 

特色の明示 

法令への適合 

変化・個性化への対応 

（1）1－2の現状と自己評価 

本学の個性・特色は、教育のモットーである「創造と人間性」を基調とし、「入学者受

入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）」「教育課程編成・実施の方針（カリキ

ュラム・ポリシー）」「学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）」のいわゆる「３つの方

針」で具体的に表現している。

それは、3 つの学部（7 学科）と 2 つの研究科（8 専攻）に共通するものである。

また、本学では、学則、大学院学則、人材養成及び教育研究上の目的及び３つの方針

を、「教育・研究の理念」として、ホームページでまとめて公表している。また、学則、

人材養成及び教育研究上の目的は学生便覧で学生に明示している。

使命・目的は愛知工業大学学則第 1 条第 1 項に定めており、これは学校教育法第 83
条が定める大学の目的に適合している。また、愛知工業大学大学院学則第 1 条第 1 項に

定めており、これは学校教育法第 99 条が定める大学院の目的に適合している。

平成 21(2009)年に開学 50 周年を迎えた際に、実学教育の理念に立ち返ったうえで、

人材養成及び教育研究上の目的に関する規程を制定し公表した。

（2）1－2の改善・向上方策（将来計画） 

本学の使命及び目的は学則に定められており、それを適切に達成するため、自己点検・

評価を行うことが愛知工業大学学則第 1 条第 2 項及び第 3 項並びに愛知工業大学大学院

学則第 1 条第 2 項及び第 3 項に定められている。これに則り自己点検・評価委員会規程

が定められており、第 9 条別表により、本学の「使命・目的・方針管理」が点検評価項

目となっており、今後ともこのことについて継続して点検・評価を行う。

建学の精神、教育のモットー、実学教育の理念は不変であるが、使命・目的、人材養

成及び教育研究上の目的及び３つの方針については、社会のニーズに合わせて見直しを

継続していく。
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1－3 使命・目的及び方針管理の整合性 

≪1－3の視点≫ 

1-3-① 

1-3-② 

1-3-③ 

1-3-④ 

関連規程等との整合性 

教職員等の理解と支持 

中長期計画策定の整合性 

中長期計画に基づく取組 

（1）1－3の現状と自己評価 

本学の使命・目的は、学則に規定しており、学則は毎年発行する学生便覧に掲載し本

学学生へ周知しているほか、本学ホームページにも掲載し、学内外へ開示している。さ

らに、教職員全員に配付する「規程集」には、全ての規程を掲載し、公表している。

学校法人名古屋電気学園は平成 24(2012)年度に創立 100 周年を迎え、大学、高等学校、

中学校及び専門学校における教育研究組織の充実、耐震工事、バリアフリーを始めとす

る施設設備の整備、IT 環境、マルチメディア化などのキャンパス整備、事務組織の体制

整備など、学生、生徒が学修し易い環境と安全性を守りつつ、ハード面、ソフト面の両

面から計画的に整備した結果、概ね予定どおり終了した。

  平成25(2013)年度以降は、各設置校の建学の精神と校訓の下、それぞれの特色を活かし

た中長期計画を策定し、社会情勢の変化にも対応できる人材の育成、安定した学修環境の

整備等に取組むことを目指している。大学では、学長室会議において中長期計画の策定を

開始し、その計画に基づき、現在、収容定員の変更、都市環境学科の名称の変更、防災土

木工学専攻の設置の準備を行っている。

 なお、中長期計画は、学部学科構成と収容定員、教育課程の在り方、教育研究の活性

化、学生生活の充実、施設整備の考え方、教員の採用計画、事務体制の在り方、財政基

盤の安定化等を策定する。

「アドミッション・ポリシー」は入試募集要項に掲載することにより受験生に周知し、

「カリキュラム・ポリシー」「ディプロマ・ポリシー」は学生便覧に掲載することにより

学生及び保護者へ周知している。

また、３つの方針全てを教職員全員に配付する「愛知工業大学ひとりあるき」に掲載

し、本学の教育・研究の指針となるよう周知徹底している。

本学の３つの方針である「アドミッション・ポリシー」「カリキュラム・ポリシー」「デ

ィプロマ・ポリシー」は「建学の精神」、「教育のモットー」、学則等で定める「使命・目

的」及び「人材養成と教育研究上の目的」を基本として定め、具体的な教育目的を明文

化している。

本学の「使命・目的」に関しては大学及び大学院の学則において定めている。「人材養

成及び教育研究上の目的」は人材養成及び教育上の目的に関する規程において、大学の

学部・学科又は研究科・専攻毎に定めている。

使命・目的及び教育目的を実現するためには、それぞれの目的と学部・学科又は研究

科・専攻の教育課程、教育方法などと密接な連携を保つ必要がある。そのため、本学で

は、教務委員会、学生委員会、情報教育委員会など教育に係る事項を協議する委員会に、

学部・学科ごとから教員が委員として出席し、それぞれの教育目的に沿って検討を重ね
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ており、教育研究組織の構成との整合性はとれている。

研究部門としては、総合技術研究所の下に、「耐震実験センター」、「地域防災研究セン

ター」、「エコ電力研究センター」及び平成 22(2010)年度から平成 26(2014)年度までの

間で時限的な「グリーンエネルギー研究拠点」を設置している。研究所、各センターで

は、受託研究などの産学連携や他大学との共同研究等などの取組を活発に展開し、本学

の研究力の向上を図るとともに、積極的な社会貢献を果たしている。こうした取組は本

学の使命・目的の達成に大きく寄与している。

また、学科改組の中長期計画においては、先ず平成 27(2015)年度に収容定員の変更、

都市環境学科の学科名称の変更、防災土木工学専攻の設置等、届出申請を行い、今後も

収容定員の増加の認可申請に向けて取り組む予定である。

以上のように、本学の使命・目的及び教育目的は明確に規定化されており、それを達

成するための教育研究組織は適切に構成され、自己点検・評価も行っており、それぞれ

の整合性が保たれるよう体制が整っている。

（2）1－3の改善・向上方策（将来計画） 

使命・目的及び教育目的に関する規程の制定又は改正は、学部・学科、研究科・専攻

及び関連部局との調整のうえ、「大学協議会」、「教授会」に諮っている。したがって、こ

れらの審議を経ることにより、教職員の十分な理解を得て作成され支持されている、と

認識しているため、今後も継続して学部・学科等との意見を集約することとする。

本学の使命や目的は、学生便覧、規程集、広報冊子、ホームページ等を活用して学内

外へ周知しているが、本学の取組に対し一層の理解が得られるよう、今後もさまざまな

媒体を利用して継続的かつ積極的な情報公開に努める。

中長期計画においては、現在、短期計画の傾向があるため、アクションプラン委員会

において具体的な計画を策定する予定である。

教育研究組織の構成は各種委員会及び事務組織を含め、適切な構成となっており、使

命・目的及び教育目的との整合性も図られているが、「使命・目的及び教育目的」と「教

育研究組織の構成」との整合性を今後も継続して図っていく。
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基準 2．学生 

2－1 教育課程の適切な編成と実施 

≪2－1の視点≫ 

2-1-① 

2-1-② 

2-1-③ 

2-1-④ 

2-1-⑤ 

2-1-⑥ 

2-1-⑦ 

教育課程の定期的な検証 

教育目標に基づく教育課程の編成とその明示 

各科目と教育目標の関連性とその明示 

科目の講義内容の妥当性の確認 

教育上主要な授業科目の適切な担当配置 

教養教育を行う体制の整備 

教養教育における科目の連携 

（1）2－1の現状と自己評価 

2-1-① 

2-1-② 

教育課程の定期的な検証 

教育目標に基づく教育課程の編成とその明示 

本学は、建学の精神「自由・愛・正義」と、教育のモットー「創造と人間性」の下、大

学の人材養成及び教育研究上の目的を「学術の理論と応用を教授研究し、知的道徳的に円

満な教養を有する高級技術者を育成することを目的とする。」と定めている。また学部、学

科及び研究科毎にも教育目的を以下のように定め、各学科各専攻の特徴と専門性を活かし、

かつ教育目的を反映した教育課程を体系的に編成している。

【工学部】

工学部では、「工学倫理を身に付けた広く産業に貢献できる技術者を育成するため、工学

全般に関わる基礎となる豊かな学識を養うものとする。」と定めている。

なお、各学科においては、共通の文言を適用し、「ものづくりに携わる[※電気・電子情

報、化学、機械、土木、建築]技術者として必要な工学全般と基礎学力の養成に加えて実践

的な技術力の向上を目的とする。」としている。※[ ]は学科専攻毎の専門分野を表現

【経営学部】

経営学部では、「科学的な経営能力を持ち社会変化に柔軟に対応できるビジネス・リーダ

ーを育成するため、ビジネス経営全般の基礎的学識を養うものとする。」と定めている。

なお、経営学科においては、「ビジネス経営における専門的な学識育成を目的とし、経営

情報システム、スポーツマネジメントに適する豊かな学術的教養と高度な専門知識・技術・

技能を備えたビジネス・リーダーを育成する。」としている。

【情報科学部】

情報科学部では、「実践的な情報技術を習得し社会の発展に寄与できる人材を育成するた

め、情報科学全般に関わる基礎となる豊かな学識を養うものとする。」と定めている。

なお、情報科学科においては、「情報システム及びデジタルコンテンツ作成に関する知

識・技術・技能を有し、コンピュータシステム、メディア情報に適する広範囲の学術的教

養を備えた情報技術者を育成する。」としている。

【工学研究科】

工学研究科では、「研究能力、柔軟な応用能力を有する研究者、技術者を養成するため、
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工学全般に関る高度な学識を養うものとする。」と定めている。

博士前期課程の各専攻においては、共通の文言を適用して、「ものづくりに携わる[電気・

電子情報、材料化学、機械、土木・建築]分野の高度専門技術者として必要な分析能力と問

題解決能力の養成に加えて専門的な技術力の向上を目的とする。」としている。※[ ]は専

攻毎の専門分野を表現

また、博士後期課程の電気・材料工学専攻においては「電気・電子システム工学、情報

通信システム工学、材料プロセス、デバイス工学及び機能性材料開発工学分野における自

立した研究者、技術者として必要な高度な研究能力と柔軟な応用能力の養成に加えて発展

的な技術力の向上を目的とする。」とし、生産・建設工学専攻においては「機械工学、機械

システム工学、社会開発工学及び都市建築工学分野における自立した研究者、技術者とし

て必要な高度な研究能力と柔軟な応用能力の養成に加えて発展的な技術力の向上を目的と

する。」としている。

【経営情報科学研究科】

経営情報科学研究科では、「企業経営に必要な経営科学と情報科学の複合的融合によって、

ビジネス・システムの構築や維持に欠かせない分析能力や問題解決能力を有する高度専門

職業人や研究者を育成するための学識を養うものとする。」と定めている。

博士前期課程の経営情報科学専攻においては、「マネジメント諸問題について、情報技術

などの高度な専門知識を活用して、情報を迅速に収集・分析し、適切な問題解決ができる

高度専門職業人及び研究者を育成することを目的とする。」とし、博士後期課程の経営情報

科学専攻においては、「複雑化する経営情報科学における高度な専門の学術研究開発を担い、

グローバルな観点から洗練されたマネジメント分析能力と問題解決能力を有する高度専門

職業人や、自立して研究に取組む研究者を育成することを目的とする。」としている。

●教育目的を踏まえた教育課程の編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）

本学の教育課程の編成方針は、第一義的に、教育のモットー「創造と人間性」の下、「も

のづくり」教育を通しての人間形成にあり、更に学際化、国際化に対応するために、コミ

ュニケーション能力を有し、かつ社会の変化に適応できる高度な専門知識を持った人材を

養成することにある。具体的には、学部教育と大学院教育に分け、カリキュラム・ポリシ

ーに基づいて教育課程を編成している。

教育目的・目標や教育課程の編成・実施方針については、「学生便覧」や「ひとりあるき」

等の冊子、更に大学のホームページに明記して、学生・教職員を含め学内外に広く公開し、

理解を促している。

大学全体として、学校教育法 52 条及び大学設置基準第 19 条に従い、「愛知工業大学人

材養成及び教育研究上の目的に関する規程」やカリキュラム・ポリシー、またディプロマ・

ポリシーに沿って、カリキュラム編成や教育を行っている。

本学では、低学年における導入教育と実践的な人材の育成を目標として、平成 20(2008)
年度から全学的に共通教育科目（10 単位）を設け、専門への動機付けを強化する専攻ゼミ

ナール、コミュニケーション能力を養う「日本語リテラシ」、IT 技術の基礎を養う「情報

リテラシ｣、技術者としての倫理観を養う「技術者倫理」、卒業後の方向性を意識付ける「キ
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ャリア意識形成」「キャリアデザイン」や実務体験としての「インターンシップ」等を行っ

ている。

更に工学部では、数学及び物理の基礎学力を養う「工学基礎数理及び演習」等、教育目

標を踏まえた幅広い内容の科目を設定し、学士力育成への道筋を強化する教育課程の整備

に努めている。

学生の学力水準が低下している現状を踏まえ、専攻ゼミナールを通じて低学年の学生へ

の学習指導・支援を強化し、主要科目や実験・演習科目に対しては可能な限り少人数教育

を実施するなど、必修・選択の在り方を含めたカリキュラム構成の見直しを常々行ってい

る。また、毎学期、授業内容や教育方法の見直しの際には、多くの教員が「授業自己点検

報告書」の作成に取組んでいる。

4 年間の学修の集大成であり、教育課程の締めくくりとなる卒業研究や卒業制作につい

ては、論文作成・発表に関わる一連の活動を通じて、論理的な問題発見・解決能力やプレ

ゼンテーション能力等、創造性と実践力を総合的に育成できるよう、教育目標に対応した

編成としている。

基礎教育センターでは、本学の教育指標である「ものづくり」教育の一環として、社会

の第一線で活躍している企業人を講師として招き、ものづくりに関する講義、最新の話題、

一つのテーマを多様な観点から学ぶための学際的科目を開講している。現在の開講科目は、

「ものづくり文化」「ものづくり文化実習」「環境と地域共創」「創造と倫理」「表現文化」

（いずれも総合教育科目）である。特に「ものづくり文化」においては、学外の講師（平

成 23(2011)年度より工学部と共同で）を招聘し、工科系大学としての幅広い教養教育を目

指している。

各学部、研究科の教育課程についての取りまとめを以下に示す。

【工学部】

工学部においては、「豊かな人間性」と「幅広い専門性」を身に付け、広く産業に貢献で

きる技術者を育成するプログラムとして、各学科とも専門教育科目、共通教育科目、総合

教育科目の比率及び科目の配置を適切に保っている。すなわち、高学年の専門課程でも履

修できるように総合教育科目を 4 年間開講する全学的な措置を取るとともに、1 年次から

専門教育科目を開設して「くさび形」の教育課程を構築したことで、初年次学生に対する

専門教育へのアプローチ・動機付けに一定の効果を挙げている。

【経営学部】

平成 12 (2000)年度、高度情報化社会に対応し、経営情報科学部を設置した。その後、

平成 21(2009)年度に再編を行い、経営学部を設置、本学の歴史と実績をベースに、IT 化、

グローバル化といった社会動向に対応するカリキュラムの体系を構築している。「実践的経

営学」「情報通信技術」「スポーツマネジメント」をキーワードに、独自の学びを展開して

いるほか、工学教育を基盤とした経営学の学びは「ものづくり」と強く結びついたもので、

とくに「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」の総合マネジメントに精通した人材を養成している。

【情報科学部】

平成 21(2009)年度に設置した情報科学部では、著しく発展する情報化社会と産業構造の

変化に伴い、社会が求める情報技術を駆使できる実践能力に秀でた人材を育成することを
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目的としており、その目的を達成するため、コンピュータのソフトウェア技術者を育成す

る演習科目や、デジタルコンテンツ制作の実技とその基礎となる概念・技術を修得する科

目を配置している。

【工学研究科】

博士前期課程の教育課程は、「専門共通講義」「演習」「特別研究」「特論」から成り、基

礎知識及び専門知識並びに応用力を修得し、地域社会・国際社会の各分野において活躍で

きる能力を養うための編成としている。また、個人の持つ能力の向上を図る目的で、全て

の専攻でマンツーマン教育を行っている。各大講座では、「特別研究」「演習」により問題

解決能力を育成する教育課程を配している。

博士後期課程では、総合技術研究所をはじめとする各種研究施設において、最新鋭の研

究設備を駆使した先端研究が行えるようになっており、指導教授・指導教員と密度の濃い

高度な研究プログラムが整えられている。

【経営情報科学研究科】

博士前期課程の教育課程は、「専門共通講義」「演習・特別研究」「特論」から成り、企業

経営や意思決定に必要なマネジメント能力を養う科目、情報科学の基礎からビジネス応用、

さらに財務・会計に至るまでの広範囲の経営情報科学分野を高度・多面的に学習するため

の編成としている。

博士後期課程では、「経営」「情報」「財務」のそれぞれの観点から、相互に高度な研究を

進めることができる教育課程としている。

両課程ともに、ビジネス界での実務経験や有資格の大学院教員を多数配置し、実務的で

高度なビジネス研究プログラムを有し、社会人大学院生の育成にも適する課程としている。

2-1-③ 

2-1-④ 

2-1-⑤ 

各科目と教育目標の関連性とその明示 

科目の講義内容の妥当性の確認 

教育上主要な授業科目の適切な担当配置 

本学では、平成 20(2008)年の中央教育審議会答申「学士課程教育の構築に向けて」を受

けて、学修の系統性・順次性を配慮した体系的な教育課程の編成・実施の方針を掲げ、そ

の具現化のため、平成 22(2010)年度から、教務委員会に中央教育審議会答申「学士課程教

育の構築に向けて」について検討する小委員会を立ち上げ、約 2 年間に亘る議論を経て教

育課程表を整備して、平成 25(2013)年度 4 月から実施している。

編成の大筋は、本学が育成を目指す学生像、修得すべき知識を明確にするため、まず大

学としての学習教育目標を設定し、その下に専攻毎の学習教育目標を配置、関連する授業

科目を履修推奨学年・学期に分け、科目系統図として整理したものである。

大学の学習教育目標は、学士力の向上を柱として、人間性の教育と専門分野の教育を 2
大目標とし、以下の(A)～(E)の 5 項目で構成した。

(A)人間性を培う幅広い知識と素養の育成

(B)人間性の教育・専門性の教育の統合(キャリア教育) 
(C)基礎学力・知識の修得

(D)専門基礎の修得

(E)専門技術・知識の修得
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●学科・専攻の学習教育目標（育成する人物像、教育内容・方法の特色）

教育課程編成の方針を踏まえ、平成 25(2013)年度から、新たに専攻毎に分野の特色を反

映した学習教育目標を設定し、科目系統図と関連付けて、学年・学期毎に学修の方向性を

明示した。各専攻の学習教育目標には、①知識・理解、②汎用的技能（コミュニケーショ

ン・スキル、数量的スキル、情報リテラシ、論理的思考力、問題解決力）、③態度・志向性

（自己管理力、チームワーク・リーダーシップ、倫理観、市民としての社会的責任、生涯

学習力）、④統合的な学習経験と創造的思考力等、修得すべき素養が具体的に提示されてい

る。

教育課程の編成・実施方針に対応して、教授方法の工夫・開発への取組も専攻毎に異な

るが、その特色は特に専攻ゼミナールや実験・実習科目に表れており、教員の配置や授業

スペース等の教育環境に応じて、それぞれに適切な対応をとり教育効果を挙げている。

2-1-⑥ 

2-1-⑦ 

教養教育を行う体制の整備 

教養教育における科目の連携 

本学の教養教育を行う組織として、数学、物理学、語学、健康科学、人文社会学、教職

等を担当する基礎教育センターがあり、そのなかに自然科学教室と総合教育教室を置いて

いる。自然科学教室においては、専門分野の基礎となる理数系の基本的な知識と、科学的

思考力を身につけるための教育を行っている。総合教育教室においては、建学の精神と教

育のモットーの下、豊かな人間性を養うため、人文系の教養教育を行っている。英語、数

学及び物理学関係の基礎的な科目については、習熟度別クラス編成を導入して、学生の学

力に合わせた教育を行っている。また、外国語におけるコミュニケーション能力の増進の

ため、語学 8 単位（うち英語 6 単位以上）は選択必修とし、特に「英会話 A・B」（必修科

目）では、全クラスをネイティブスピーカーが担当し、実践的な授業を行っている。

また、基礎教育センターでは、原則として月 1 回「教授会」を開催し、「大学協議会」

で協議された事項、人事、予算、カリキュラム等を審議している。また、各教室に教室長

をおき、定期的に「教室長会」を開催し、教授会の議題整理、教授会から委託された事項

等を協議しているほか、数学、物理学、語学、健康科学、人文社会学、教職のそれぞれの

分野に専任教員を置いており、責任体制も整備されている。「教授会」、「教室長会」には、

同センター事務室の事務長も出席し、事務と教員の情報共有は円滑に行われている。

基礎教育センター長は、「運営会議」、「大学協議会」等主要な会議のメンバーとなってお

り、大学運営に携わっている。更に、同センターから、教務委員会、学生委員会等、教学

に係る委員会に構成員として出席し、学部と同様に教学の改善、実施に参画している。

学習支援及び授業支援については、学生の学習面での悩みや相談に対応できる窓口とし

て学習支援センターを置いており、職員が常駐するとともに、基礎教育センターの教員が

交替で待機し相談に応じるほか、専門教育に関する相談については、担当教員へ連絡・調

整を行っている。学習支援センターは、火曜日から金曜日は 18 時まで開室し、4 限授業

(16 時 10 分)終了後も対応できる体制を執っている。また、統一した学生の対応と、より

良い学生指導・支援を行うため、「主・副指導教員業務リスト」を作成し、学生の相談内

容、教員の意見を参考にして、内容を毎年改定している。

なお入学前の学習支援として、学習支援センターでは、推薦入試による入学予定者全員

を対象に、数学(数学 II・数学 III)の通信添削を 1 月から 3 月にかけて 2 回行っている。
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平成 25(2013)年度は約 700 人を対象に行い、回収率は約 95%であった。

学部学生に対して大学院進学が推奨される時代の流れの中で、教養教育はますます重要

度を増していくものと考えられる。学部および大学院での長期にわたる学業・研究に耐え

る基礎学力の修得、旺盛な知的好奇心、重層的・複眼的視点の涵養などが、学部教育にお

ける重要課題であると考えられる。学生自身が立脚する社会の現状を知ることから学びが

始まるとするなら、法学や経済学、また科学史などを広く学ぶことは自らの立ち位置を確

認するという意味で重要となる。さらには生物学等を学ぶことによって、「生物としての人

間とは」という根元的な問いについて考える機会が与えられる。これらの学びは、大学卒

業後、また大学院進学後、有形無形に計り知れない恩恵をもたらすものと考えられる。

グローバル時代にあって、英語によるコミュニケーション能力の重要性は自明であるが、

大学の教養教育における語学教育というのであれば、英語偏重に陥ることなく、英語以外

の外国語を学びたいという学生の要望に大学は応える必要があり、第二外国語として、フ

ランス語、ドイツ語、中国語を設けている。また、語学学習を通じてその言語が使われる

国の歴史や文化への関心とそれを学ぶ謙虚な姿勢を身につけることも大切となる。専任教

員を配した責任ある教育体制が求められる。

 大学教育全体の中での教養教育の位置づけは、今後考えなければならない重要課題であ

る。学生便覧に掲載されているように本学における教養教育の目的は、「人間性を培う幅広

い知識と素養の育成」である。さらにこの目的は、学科目の分類に従って、次のように細

分化される。

① 語学関係科目および健康スポーツ科目

人間・社会・言語に関する知識を深め、それらの知識と論理的な思考によって日常の

様々な現象を分析し、理解する力を養う。

② 英語ワークショップ、日本語リテラシ

言語およびコミュニケーション活動に関心を持ち、正確な言語理解と適切な表現ので

きる国際人を目指す。

③ 総合教育科目

多様な領域の議論を通して、善き市民としての広い視野と素養を身に付ける。

「教養教育の目的」は、基礎教育センターで練られ、教務委員会での審議を経て成立し

ており、いわば全学的合意を得たものとなっている。さらに、教務課が中心となり各専攻

に対して、教養教育についてアンケート形式によるヒアリングも行われており、本学にお

ける教養教育について学部と基礎教育センター間での議論の土壌はすでに準備されている。

また前期・後期に実施される FD 公開授業については、基礎教育センターでは１週間をか

けて、専任教員全員に授業の公開を義務づけている。これは、一つには、教養科目のあり

ようの一端を全教職員に実際に見て・知ってもらおうという試みでもある。

（2）2－1の改善・向上方策（将来計画）

本学の教育目的・目標は、基本的には「ものづくり」を礎にしており、今後とも変わる

ことはないが、教育課程の編成は、大学に対する社会からの要望や雇用等の社会情勢の変

化、入学生の質や人数の変遷等に応じて、定期的な見直しを図る。各学科が培ってきた独

自の目的及び教育課程を継承しながら、ＰＤＣＡサイクルに乗せて定期的に検証、改善で
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きるような仕組みをどのようにして構築するか、検討する必要がある。

平成 21(2009)年度の自己点検・評価報告書の将来計画において、「ものづくり」教育を

一層充実するためのカリキュラム編成を検討するとした。このため、平成 22(2010)年度に

開始された教育課程表の議論のなかでは、授業科目（専門教育、共通教育、総合教育）の

比率や配置は大幅に変更することなく、大学及び各専攻が育成を目指す学生像や修得すべ

き知識等を学習教育目標として項目的に表現し、これらを理解した上で履修計画を立て、

学修の道筋を自ら見極めるよう学生に提示する方針で臨んだ。今後は、この新たな教育課

程表が学生に十分浸透し、教育効果が高められたかを定期的にチェックし、改善・向上に

努めることとする。

工学部の新たな教育課程表においては、「ものづくり」教育を殊更に明示していないが、

各専攻での予算確保（「教育・研究特別助成」への申請）や、「学士力向上プログラム」の

助成等により、ものづくりを意識した授業の活性化や専攻ゼミナールの内容の一層の充実

を図ることとする。

経営学部では、平成 25(2013)年度入学生から、経営学科経営情報システム専攻の専門分

野を 5 コースとして、将来の職業選択を反映したコース制をとることとした。更に 2 専攻

のビジネス分野を設けることで高度な知識・技術・技能を育成し、ビジネス教育をさらに

強化していくこととする。

情報科学部においても、平成 25(2013)年度入学生から、コンピュータシステム専攻の成

績上位の学生を対象とした科目を配置し、グループワークを中心とした「ものづくり」教

育を行うことで学生の意欲向上・意識改革を促すとともに、2 専攻の演習科目や実践教育

を拡充することで、情報技術者育成の側面を強化している。

学修の系統性・順次性を配慮した教育課程の編成方針を掲げ、約 2 年間の議論を経て、

新たな教育課程表を整備し、平成25(2013)年度4月から実施している。編成の基本方針は、

本学及び各専攻が育成を目指す学生像や修得すべき知識を学生に明確に提示すること、そ

の理解を促すために学習教育目標を項目的に整備し、関連する授業科目を科目系統図に表

して学習の道筋を明らかにすることである。新たな教育課程表の実施に際しては、学習教

育目標の意味・内容や関連する授業科目の履修推奨学年・学期等を、オリエンテーション

等を通じて周知することになるが、学生の理解が十分得られるか不透明な部分もあるので、

今後指導の徹底とともに、簡素化を含めた学習教育目標の更なる整備を検討することとす

る。
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2－2 教育効果とその検証 

≪2－2の視点≫ 

2-2-① 

2-2-② 

2-2-③ 

2-2-④ 

2-2-⑤ 

2-2-⑥ 

2-2-⑦ 

講義受講者数の妥当性 

講義室の配置、設備 

習熟度別クラスの妥当性 

単位の実質化に向けての取組み 

成績評価基準の組織的な策定と実施 

成績評価基準の妥当性の確認 

各学年、卒業時における学習効果の検証 

（1）2－2の現状と自己評価 

2-2-① 

2-2-② 

講義受講者数の妥当性 

講義室の配置、設備 

本学の授業形態については、大別すると①講義科目、②講義・演習科目、③演習科目、

④実習科目に分類している。

講義科目と講義・演習科目については、1 クラス 80 人程度で開講している。

演習科目のうち、語学関係は、1 クラス 50 人未満の学生を対象に授業を開講している。

その他の演習等については、クラス分けや通年開講等、科目の教育内容に基づいて開講し

ている。実習科目については、1 グループ 5～10 人程度のグループ編成で行っている。

演習、実験・実習等には、TA を配置しており、学生がより理解できるような環境を整

備している。

教育研究施設は設置基準を満たしており、とりわけ自学自習に関する教育環境は、パソ

コンブースの増設や、自習室の開放時間の拡大、学術情報にアクセスするためのプラット

ホームの整備など、利便性の向上に努めており、大学教育における教室外学修時間を環境

面で支える体制を整えている。

2-2-③ 習熟度別クラスの妥当性 

入学時に、英語、数学の 2 教科について「プレースメントテスト」を実施し、入学生の

実力評価の資料として授業等に役立てている。また、数学、物理、英語の 3 教科の基礎科

目については、プレースメントテストの結果を基に習熟度別にクラス編成を行い、学生の

個々の能力に対応した授業を行うことで、学習意欲の向上を図っている。なお、1 年前期

開講の「工学基礎数理及び演習」では数学及び物理学の基礎知識習得を目的としているが、

この科目はプレースメントテストの「数学」の結果を基にクラス編成している。
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2-2-④ 

2-2-⑤ 

2-2-⑥ 

2-2-⑦ 

単位の実質化に向けての取組み 

成績評価基準の組織的な策定と実施 

成績評価基準の妥当性の確認 

各学年、卒業時における学習効果の検証 

本学では、単位認定に関しては、学習到達目標と成績評価の方法をシラバスで明示して

いる。また、「成績説明申請制度」を設け、学生から成績評価について説明が求められた場

合は、担当教員が説明責任を果たすよう定められており、厳正な単位認定を行っている。

「成績説明申請制度」は毎学期100件程度の申請がある。申請があった科目については、

教務課から担当教員へ回答書作成を依頼する。教員からの回答書は教務課を通して学生に

渡す。学生が回答書に不服をもつ場合、再申請できるようになっている。

教育・学習成果に対する評価等については、次のように取扱っている。

【学部】

ア．成績評価（評価方法と SABC 評価）

成績は、定期試験及び小テスト、中間試験、レポート等を踏まえて総合的に評価

している。具体的な評価方法としては、「学習到達目標」に照らし、「成績評価の方

法」に基づいて評価している。学習到達目標と成績評価の方法は、「授業計画」（シ

ラバス）において具体的に明記し、開示している。

授業科目毎の成績評価は、S（90 点以上の秀）、A（80 点以上の優）、B（70 点以

上の良）、C（60 点以上の可）、F（59 点以下の不可）の 5 段階によって表示し、S､
A､B､C を合格、F を不合格としている。

イ．評価結果の有効活用

学期毎に、次に示す式で GPA を算出して総合的に評価しており、それを学生に

開示し、適切な履修計画の策定に役立てるよう促している。

各授業科目の担当教員は、開示したシラバスどおりの方法・基準に基づいて適正

に成績評価を行っているが、GPA 評価制度では、学生から成績評価結果について異

議申し立てがあった場合には、担当教員が対峙して説明責任を果たすように定めて

おり、評価の厳正化に努めている。

GPA＝(S の単位数×4+A の単位数×3+B の単位数×2+C の単位数×1)／履修単位数の合計

GPA は、いわば平均値の評価であり、これを使用した成績順位に基づいて成績優

秀者を選出している。

ウ．単位互換と単位認定

単位互換制度は、愛知県内の大学が加盟する「愛知学長懇話会」において締結さ

れた「単位互換に関する包括協定」に基づき、加盟大学に所属する学生が他大学で

開講されるさまざまな授業科目を履修し、所属する大学の単位として認められる制

度である。

単位互換制度によって修得した他大学開設の授業科目については、総合教育科目

4 単位、専門選択科目 6 単位までを、学部における卒業・進級要件として認めてい

る。
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エ．他大学等における既修得単位の学部による単位認定

再入学、転入学、編入学した者の、既に履修した授業科目及び単位の取扱につい

ては、教授会の議を経て学長が決定している。また、大学又は短期大学を卒業又は

中途退学した者で、本学の第 1 年次に入学した者の既に修得した授業科目及び単位

数の取扱については、申請のあった者について、合計 30 単位を超えない範囲で認

めている。

オ．「授業自己点検報告書」の作成とその活用

本学では、専任教員が当該年度に行った授業の結果を振返り、問題点を見出して

次年度の授業に向けて改善策を練るため、授業に関する一連の自己点検結果を文書

化した「授業自己点検報告書」の提出を義務付けている。「授業自己点検報告書」は

各教員が報告書を作成して教務課に提出する。報告書の形で文書化することで、教

員は授業の結果を検証し、問題点を見出して次回授業への改善を図ることができる。

これを毎年度行うことで、授業改善のサイクルを確立している。また、学科によっ

ては報告書を基に検討会議を開き、各教員が授業改善に役立てている。

合格率や評価平均値を算出している。評価平均値の算出方法は、下記のとおりで

ある。

評価平均値＝(4×Ns＋3×Na+2×Nb+1×Nc)／受講者数

Nx：成績評価の各段階(s,a,b,c)の人数

受講者数 ：履修登録者数－出席不良者数

出席不良者数：極度の出席不足や評価に関わる課題の提出がないなど、受講意

思がなく成績評価対象外とした学生の数

【研究科】

ア．成績評価

各授業科目の成績は、各担当教員が学生の学習プロセスとその成果を優、良、可、

不可の 4 段階で総合的に評価を行い、不可を不合格としている。平成 26(2014)年度

から、研究科の各標語についても評点を明確化して、大学院便覧に掲載している。

（2）2－2の改善・向上方策（将来計画） 

教育環境としては、校地、校舎、設備、図書館等、大学の施設設備として十分な質と量

を有し、かつ適切に運営していると考える。しかし、新棟の有効な活用と今後とも学生・

教職員の要望や時代のニーズに対応した教育施設の改善、充実を図る。建物の耐震工事等

安全確保のための対策はほぼ完了したが、バリアフリー化も含め身体に障害を持つ学生へ

の環境整備は十分とは言えないため、年次計画的に実施することとする。

教育研究に関わる設備の更新は不可欠であるため、重点的かつ効果的な予算を措置して

整備を行っている。具体的には、「教育・研究特別助成」制度を継続し、教育研究環境の充

実を図ることとする。
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教育 ・年度毎に 1 件 500 万円を上限とし、3 学科又は教室に配分

（3 年毎のサイクル）

    ・年度毎に 1 件 200 万円を上限とし、全学科・全教室に配分

研究 ・50 万円、100 万円、200 万円の申請区分を設け、研究歴の短い研究者から高

いレベルの研究を行う研究者に対して実施する学内競争的研究資金

プレースメントテストは平成 19(2007)年度から実施しており、当初は英語、数学、日本

語の 3 科目を実施していたが、入学後の活用状況などを踏まえ、平成 26(2014)年度から英

語、数学の 2 科目実施に変更した。今後も実施科目については随時検討を続けていく。

学部・研究科の単位認定、進級及び卒業・修了認定等の基準は、シラバス、学生便覧に

明確に記載し、学部・研究科における進級及び卒業・修了認定は、それぞれの教授会で適

正に判定を行っているため、現状を維持することとする。

学部については、現在議論中の学士課程の質を保証するための方策を、教務委員会を主

として引き続き検討する。学年ごと、分野ごとに達成度を設定し、達成度との乖離を検証

するアセスメントテスト等を視野に入れて検討している。

工学研究科は、ダブルディグリーを実施するための制度作りと、レポート等に依存して

いる評価を、試験に重点を置いたものにするよう検討する。

経営情報科学研究科については、学生が 3 つの分野のいずれの科目も受講できるよう幅

広い履修の可能性を用意し、知識・能力の「深耕」だけでなく、「外延的拡大」も促進する。

また、大学院においても GPA を導入する必要があるため、大学院教育検討委員会で検討

する。

2－3 教育目標 

≪2－3の視点≫ 

2-3-① 

2-3-② 

2-3-③ 

2-3-④ 

教育目標の定期的な検証 

大学構成員（学生、教員、職員）への周知、公表と大学構成員の理解 

大学構成員（学生、教員、職員）の意見聴取を基にした教育目標の策定 

教育目標に基づいたカリキュラムマップの作成 

（1）2－3の現状と自己評価 

建学の精神及び教育のモットーについては、大学ホームページや学生便覧で、それぞれ

の意味について、簡潔かつ具体的に表現している。

本学の個性・特色は、教育のモットーである「創造と人間性」を基調とし、「入学者受入

れに関する方針（アドミッション・ポリシー）」「教育課程編成・実施の方針（カリキュラ

ム・ポリシー）」「学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）」のいわゆる「３つの方針」で

具体的に表現している。

それは、3 つの学部（7 学科）と 2 つの研究科（8 専攻）に共通するものである。

また、本学では、学則、大学院学則、人材養成及び教育研究上の目的及び３つの方針を、

「教育・研究の理念」として、ホームページでまとめて公表している。また、学則、人材

養成及び教育研究上の目的は学生便覧により学生に明示している。
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本学では、「使命・目的」を学則に規定し、また「人材養成及び教育研究上の目的」につ

いても規定化しており、規程の制定・改定を行う場合、学長が議長となり、学部長などの

各部局の長（教員）及び大学事務局長（職員）が構成員となっている本学の最高審議機関

である「大学協議会」の議を経て、改正を行うこととしている。さらに、規程の改正は、

法人の承認を得ることとなっており、学則の改正は「理事会」の承認を得ることとなって

いる。

「学則」及び「人材養成及び教育研究上の目的」など大学の方針を管理する規程の制定、

改正にあたっては、庶務課が学部、研究科及び関連部局と調整のうえ集約し、「学長室会議」

で検討を重ね、「運営会議」で内容を十分協議し、「大学協議会」及び「教授会」に諮った

後、法人の承認を得ることとなっている。

本学の使命・目的は、学則に規定しており、学則は毎年発行する学生便覧に掲載し本学

学生へ周知しているほか、本学ホームページにも掲載し、学内外へ開示している。さらに、

教職員全員に配付する「規程集」には、全ての規程を掲載し、公表している。また、３つ

の方針全てを教職員全員に配付する「愛知工業大学ひとりあるき」に掲載し、本学の教育・

研究の指針となるよう周知徹底している。

本学では、総合教育科目、共通教育科目、専門教育科目の構成となっており、総合教育

科目と共通教育科目の一部は、基礎教育センター（自然科学教室、総合教育教室）が担当

し、共通教育科目、専門教育科目は各学部教員が担当し、教授方法については、さまざま

な形で取組んでいる。

教授方法の工夫・開発に関する取組としては、全学的に、①専攻ゼミナールを配置して

いること、②主要科目や演習科目をクラス分けして少人数で実施していること、③教育効

果を高めるため、大型ディスプレイ、パソコン、LAN 等のマルチメディアを活用した教育

を積極的に行っていること、④実験・実習等では必要に応じて TA(Teaching Assistant)を
配置していること、⑤学生による「FB アンケート（授業フィードバックアンケート）」の

実施や「授業自己点検報告書」の作成により定期的に授業方法の改善を図っていること、

などが挙げられる。学生の意見を踏まえて、教員の板書や声の聴きやすさ、また授業での

講義・演習の割合や小テストの出題形式等について見直している。

講義で得た知識を実践的に習得できるよう、実験・実習・演習科目を充実させているほ

か、CAD・CAM による製図教育、ICT 教育にも積極的に取組んでいる。少人数グループ

編成で実施している科目もあり、討議や発表を通してチームワーク力やプレゼンテーショ

ン能力も養っている。また、インターネットを活用した moodle システムにより、教室外

の学修を可能にしている。

学部教育においては、幅広い視野と基礎学力を備えた学生を育成するために、他学科、

他専攻科目の履修を可能とし、卒業に必要な選択単位として認定する制度を設けている。

加えて、豊富な実務経験を有する企業経営者等を客員教授として迎えた実践講義は、大変

有意義なものと捉えている。このように、専門教育科目については適宜改正を行い、社会

のニーズに応える人材を養成するためのカリキュラムを配置している。
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（2）2－3の改善・向上方策（将来計画） 

本学の使命や目的は、学生便覧、規程集、広報冊子、インターネット等を活用して学内

外へ周知しているが、本学の取組に対し一層の理解が得られるよう、今後もさまざまな媒

体を利用して継続的かつ積極的な情報公開に努める。

本学の中長期的な計画は、学長を議長とした「学長室会議」で検討を開始した。今後は

具体的な項目毎に小委員会を設けて検討することとする。検討にあたっては、使命・目的

及び教育目的並びに３つの方針に基づくこととし、概要をまとめる予定である。

教育研究組織の構成は各種委員会及び事務組織を含め、適切な構成となっており、使命・

目的及び教育目的との整合性も図られているが、「使命・目的及び教育目的」と「教育研究

組織の構成」との整合性を今後も継続して図っていく。

2－4 入学者受け入れ方針の周知 

≪2－4の視点≫ 

2-4-① 入学者受け入れ方針の周知方法と把握 

（1）2－4の現状と自己評価 

本学では、大学全体のアドミッション・ポリシーの下、学部、学科、研究科及び専攻毎

に専門分野の特色を表すことによって、アドミッション・ポリシーを明確かつ具体的な表

現で定めている。アドミッション・ポリシーは、受験生、保護者、高等学校及び社会に対

して、できる限り内容を周知することが重要であるため、学生募集要項及びホームページ

により周知している。更に、受験生、保護者を始め社会に対しては、アドミッション・ポ

リシーに則り、学部、学科等毎に、より詳細な教育研究内容を紹介するとともに、教育施

設・設備や教育支援体制、更に在学生、卒業生の体験等を、パンフレット、雑誌、新聞、

各種広告、ホームページ等を通じて積極的に情報を提供している。 

また、高等学校に対しては教員を対象とした説明会を各地区において実施し、前述の情報

に加えて、入試状況、就職状況等の情報提供を行うとともに、本学教職員が直接高等学校

を訪問し情報提供に努めている。 

（2）2－4の改善・向上方策（将来計画） 

本学のアドミッション・ポリシー及びそれに基づく各種情報は、引き続きホームページ

を始めとしたさまざまなツールを使って周知することとするが、アドミッション・ポリシ

ーにおける具体的な人物像については、社会のニーズに合わせた人材を育成するため、必

要に応じて見直し、新指導要領に沿った変更を行い、現状に沿った運用ができるよう努め

る。 
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2－5 入学者選抜方法の適切な運用 

≪2－5の視点≫ 

2-5-① 

2-5-② 

2-5-③ 

入学試験の適切な運用と緊急時の対策 

合格者の公正な選抜方法と体制 

入学後の追跡調査と分析・評価 

（1）2－5の現状と自己評価 

アドミッション・ポリシーでは、求める人物像を具体的に表しているが、本学では学力

のみならず将来の夢と希望を持ち意欲のある人材を受入れるため、多様な入試制度を設け

ている。学力を重視した入試として一般入試及び大学入試センター入試を利用した入試を

設定している。また学力以外の要素を評価する入試として一般推薦入試、女子学生推薦入

試、スポーツ推薦入試を設定している。更に、高等学校が推薦する優秀学生を受入れるた

めの指定校推薦入試のほか、留学生入試、帰国生徒入試、同窓生の子を対象とする入試、

編入学入試を設定し、多方面から優秀な学生を受入れられるよう工夫をしている。

入学者の選考に関する全般的な事項は、学長を議長とする「入試委員会」で審議、決定

し、学力検査の問題作成と採点に関する事項は、「入学者選考に伴う学力検査の問題作成と

採点に関する規程」に則り、適切に実施している。また、入学試験を公正に実施するため、

「入学者選考に伴う学力検査実施体制及び検査場に関する要項」を定め実施している。

合否の判定は、全学教授会の下に置く「代議員会（合否判定会議）」で行っている。この代

議員会は、学長を議長として、副学長、学部長等、学科長、副学科長等、入試センター長

及び各学科・教室から選出された教員 1 人で構成し、全学的かつ機能的なものとなってお

り、公正かつ妥当な方法で判定している。

 特別指定校 1 期、2 期及び指定校 1 期、2 期については、入試結果の公表を行っていな

いが、対象となる高等学校には本学教職員が直接訪問し公募制入試に加えて適宜情報提供

している。年度ごとの入学者を入試制度別の区分けで追跡調査を卒業するまで実施してい

る。毎年、追跡の結果を踏まえ入試制度の改善のための資料として利用している。本学の

入試制度を表 2-5-1 に示す。 

毎年度、入試制度ごとに入学から卒業までの追跡調査を実施し、その結果を分析し入試

制度改善の検討を行っている。 

また、入学試験の実施に際して、天候による自然災害発生の他、入試問題に関する事故

など危機発生時の対応マニュアルを備え、迅速に行える体制を整えている。 
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表 2-5-1 入試制度一覧

試験項目 実施方針・方法・内容

推薦入試

（公募制）

一般推薦、女子学生推薦

高等学校長からの推薦により、学ぶ目的意識を見る小論文、主に進

学意識と本学への入学意欲の高さをみる面接試験及び高等学校にお

ける学習努力の成果を見るための書類審査の 3 項目を総合して合否

を判定する。

これらの結果は、新たな指定校の選定の参考にするなど、指定校推

薦制度の硬直化を防ぐためにも活用している。

推薦入試

（公募制）

スポーツ推薦

高等学校長からの推薦及び高等学校におけるクラブ活動の実績に基

づき、学ぶ目的意識を見る小論文、主に進学意識と本学への入学意

欲の高さをみる面接試験、高等学校における学習努力の成果を見る

ための書類審査及びクラブ活動の実績をみるための書類審査の 4 項

目を総合して判定をする。

推薦入試

（非公募制）

特別指定校 1 期、2 期

指定した学科、専攻であること及び本学の指定する評定平均値等を

クリアしていることを要件にして、緊密な協力関係にある高等学校

長の推薦と面接試験で進学意識と本学への入学意欲を確認する。

推薦入試

（非公募制）

指定校 1 期、2 期

全国の高等学校（近隣地区を除く）において、指定した学科、専攻

であること及び本学が指定する全体の評定平均値をクリアしている

ことを要件にして、本学への関心の高い高等学校長の推薦と面接で

進学意識と本学への入学意欲を確認する。

推薦入試

（非公募制）

奨学生スポーツ推薦

指定した学科、専攻であること及びクラブ活動実績に基づき本学の

事前審査をクリアした事を要件にして、高等学校長の推薦と小論文、

面接試験で進学意識と本学への入学意欲を確認する。

推薦入試

（学園設置高等学校）

本学への進学を念頭におき、高等学校においての 3 ヵ年の学業成果

を評価し、高大連携授業を受講した専門科の生徒、普通科生徒を中

心に高等学校長による最終校内推薦を得たうえで、面接試験で本学

への入学意欲を確認する。

一般入試

（前期 A、前期 M、後期 M）

学力試験により当該学部、学科、専攻で学ぶうえで必要不可欠な教

科・科目の基礎学力を測り、一定の基準値を設け合否を判定する。

センター試験利用

C 方式 1 期、2 期、3 期

本学独自の試験を課すことなく、大学入試センター試験の成績によ

り本学で学ぶうえで必要不可欠な学力を有しているか否かを判断し

て合否判定をする。

同窓生の子を対象とする特別

入試

本学出身者の子女である事を要件とし、学ぶ目的意識を見る小論文

及び主に進学意識と本学への入学意欲の高さをみる面接試験の 2 項

目を総合して合否を判定する。

帰国生徒入試

日本国籍を有し外国の学校教育を受けた者である事を要件とし、学

ぶ目的意識を見る小論文及び主に進学意識と本学への入学意欲の高

さをみる面接試験の 2 項目を総合して合否を判定する。

留学生入試
外国の国籍を有する事を要件とし、日本留学試験の成績及び入学

意欲の高さをみる面接試験の 2 項目を総合して合否を判定する。

（2）2－5の改善・向上方策（将来計画） 

 現状の体制を維持しつつ、アドミッション・ポリシーに沿った入試の実施が行われてい

たか年度ごとに確認を行い、優秀な学生を受入れられるよう、追跡調査等の資料も含め公

正な入試の実施が行えるよう努める。 
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2－6 入学者数の適切な管理 

≪2－6の視点≫ 

2-6-① 

2-6-② 

学習環境確保のための 4年間の入学者の管理 

入試制度ごとの入学者の管理 

（1）2－6の現状と自己評価 

本学では、適正な入学定員を確保するため、入試センターが中心となり、学部、学科と

検討したうえで、学長や副学長等が決定しているが、全体的には定員を超えている状況で

ある。しかしながら、教員の配置、クラス分け授業の実施等、入学後の学習環境に影響が

出ないように配慮している。

また、特に定員の超過が大きい学科については、次年度以降の入学者の是正に努め、収

容定員の超過率には留意している。

（2）2－6の改善・向上方策（将来計画） 

定員超過率が高い学科については、教育上支障が無いよう教員数、施設・設備を確保し

ているが、より入学定員と近くなるよう入試データの分析をこれまで以上に詳細に行う。

2－7 学生生活支援 

≪2－7の視点≫ 

2-7-① 

2-7-② 

2-7-③ 

学生相談体制 

厚生施設運営・管理 

保健管理 

（1）2－7の現状と自己評価 

心的支援を担う学生相談室においては、平成 22(2010)年度から学生相談室常駐の臨床心

理士を配置している。平成 25(2013)年度からは臨床心理士を 2 人体制とし、心的支援体制

の充実を図っており、相談内容に応じて、臨床心理士が担当部署、指導教員と緊密に連携

を取り対応している。また、平成 25(2013)年度からは教職員への学内講習会を開催し、発

達障害者に関する基本的な知識、対応方法について周知を図っている。

 健康面の支援については、保健室で毎年実施している学生定期健康診断については受診

率の向上を図るための対策を講じるとともに、健康診断結果の個票を作成し、健康管理に

関する意識向上を図っている。また、校医検診日として、学校医が年 10 回、八草及び自

由ヶ丘キャンパスにおいて 13 時 30 分～14 時 30 分まで健康相談等の対応を行っている。

その他として、疾病などに関する情報提供、アルコールパッチテスト及び骨密度測定を半

期に 1 回実施している。

 学内の福利厚生施設については、八草キャンパスには、3 ヶ所の食堂と各飲食店、コン

ビニエンスストア、書店などが出店し、また、自由ヶ丘キャンパスには食堂を設置し、学

生サービスの充実を図っている。加えて、計算センター主導の下、学生が集う場所は、有

線 LAN ポートまたは無線 LAN アクセスポイントを整備している。

 今後、より学生目線に立った学生支援を実践するためには、学生生活の満足度や生活実
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態の把握が必要であることから、3、4 年に一度、「学生生活実態調査」を実施している。

なお、平成 25(2013)年度に 3 回目となる調査を、全学部生を対象に実施した。平成 26 年

度内に報告書を刊行し、教職員へ配布した。

 また、学生の意見・要望を直接汲み上げる取り組みとして、教学センター長が大学代表

となり、学友会（学生自治会）と学生生活に関する諸問題について意見交換、情報収集を

行うための懇談会を原則 1 年に 1 回実施していたが、近年は学友会活動が低調であること

が影響し、大学への意見・要望が減少しているため、近年は懇談会が開催されていない。

また、大学後援会と連携を図り、毎年全国各地及び本学において、学生の父兄を対象とし

た懇談会を開催し、大学の現状、学生の修学面、就職状況等の報告を行い、父兄からの個

別相談等も行っている。

（2）2－7の改善・向上方策（将来計画） 

学生相談室においては、現在、増加傾向にあると考えられる発達障害及び疑いのある学

生に対する具体的な支援方法に関するガイドラインの策定を検討している。

 厚生施設については、食堂などの各施設はある程度充足しているものと評価できるが、

今後、新食堂建設を計画していることから、その計画においてはできる限り学生のニーズ

に沿った食堂が実現できるよう努力する。近年、スマートフォンの普及や有線 LAN の機

能のないノートパソコン・タブレット PC が増えており、より広範囲で無線 LAN が使え

るよう整備を進めることとする。大学の新棟建設計画が進む中で学生が快適な学生生活で

きるように弾力的に対応していく必要がある。

 学生生活実態調査については、調査結果を踏まえた具体的な取組み状況が十分に把握で

きていないため、調査の意義を高めるためにも、平成 25(2013)年度実施分においては、具

体的な取組状況の把握、情報収集の方法等を検討する。

 また、今後の大学運営において、学生の要望・意見集約は必要不可欠であるため、早期

に学友会との懇談会を再開し、より学生生活の実情に沿った学生支援が実践できる体制を

整備する。

2－8 学生に対する経済的支援 

≪2－8の視点≫ 

2-8-① 

2-8-② 

2-8-③ 

日本学生支援機構奨学金 

学内独自の奨学金 

提携ローンなど 

（1）2－8の現状と自己評価 

 経済的な理由で就学に支障をきたす学生については、日本学生支援機構の他、大学独自

の奨学金制度、大学提携ローン、地方公共団体、公益財団等の奨学金制度を推奨している。

日本学生支援機構奨学金については、機構で定めた推薦基準の他、大学独自の推薦基準を

設け、個々の家庭状況の実情に即した選考・推薦を行う体制を構築している。

 また、卒業に伴う貸与終了予定者を対象とした返還説明会を開催し、返還手続に関する

説明の他、返還に関する責任と自覚を促している。
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在学中において家計が急変し、就学が困難になった学生に対しては、日本学生支援機構「緊

急採用（第一種奨学金）」「応急採用（第二種奨学金）」の他、学内独自の奨学金、提携ロー

ン制度を併せて案内している。

大学独自の給付型奨学金制度としては、就学の意思があるにもかかわらず、学資負担者

の死亡等により就学が困難な学生に対し、30 万円を上限に給付する「後藤すゞ子先生奨学

金制度」を設けている。また、教育の振興と学風の高揚を図る目的で、入学試験の成績優

秀者で本学に入学した学生を対象とした「選抜奨学生」、入学後の学業成績・人物が極めて

優秀な学生を対象とした「成績優秀奨学生」、また、スポーツ競技において優秀な成績を収

め、並びにその素質が高く評価され、将来が嘱望される学生を対象とした「スポーツ奨学

生」制度を設けている。

その他、自然災害等で罹災した学生に対しては「自然災害被災奨学金」を設けており、

新入生を対象に本学卒業生の子女などに該当する場合は入学金の減免措置を行っている。 

提携ローンは、入学手続時に必要な学納金も融資対象となるため、入学試験合格者に対し

ても案内を行っている。また、提携ローンの融資を受けた場合、学資負担者の経済的負担

の軽減を図ることを目的に「利子補給制度」を設け、在学中における利子の一部を大学で

負担している。

（2）2－8の改善・向上方策（将来計画） 

 地方公共団体、公益財団等が取扱う奨学金の案内件数が少ないことから、大学に募集案

内が届くものの他、一般公募の奨学金を取扱っている財団等があれば、制度概要等を精査

の上、積極的に推奨する。

 学内独自の給付型奨学金については、学業成績優秀者、家計が急変した場合、または自

然災害等で罹災した場合などにおける各種奨学金制度があり、ある程度は整備されている

が、特に学業成績優秀者に対する奨学金については、学生数に対する給付者の割合が少な

いことから、学生の勉学意欲の高揚を図るため、給付型奨学金制度の拡充等を検討する。

2－9 学生の課外活動支援 

≪2－9の視点≫ 

2-9-① 

2-9-② 

クラブ・同好会への支援 

その他正課外活動［大学祭工科展・自主企画］の支援 

（1）2－9の現状と自己評価 

本学公認クラブに対する支援として「クラブ活動補助金制度」を設けており、活動上必

要な経費等の補助を行っている。なお、「クラブ活動補助金制度」は、よりクラブ活動の実

情に沿った現実的且つ効率的な支援を実践するため、補助項目及び内容などの見直しを行

い、平成 26 年度から新たに適用している。

また、年度末においては各クラブ責任者を対象に、クラブ代表者としての責任と自覚を促

すことを目的として「リーダー研修」を実施している。

 その他の課外活動支援としては、大学祭期間中において「工科展」という企画名称で、

各研究室・団体が日頃の研究成果発表を行っており、優秀な研究成果を収めた団体・研究
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室に対し、出展にかかる一部費用を援助している。

 また、正課授業のみでは得ることのできない知識・経験を得る機会を提供することを目

的に各学科・専攻において実施する「自主企画」の実施費用の一部を援助している。その

他、全学生を対象に毎年、学内で駅伝大会を開催している。駅伝大会は主に教職員と学生

間の親睦を深めることを目的に実施しており、平成 26(2014)年度で 34 回目を数え大学の

伝統行事となっている。

 また、学究的活動を含む課外活動において優秀な成績・成果を収めた学生や団体を表彰

する「課外活動表彰制度」を設けている。

 学内設備面においては、「合宿寮」という名称で一部の本学公認クラブ専用寄宿舎を設け

ており、合宿寮については平成 21(2009)年度にかけて全面改修工事を実施し、居住スペー

スの拡充、環境整備を行った。その他の課外活動施設として、体育館兼講堂として運用し

ている鉀徳館、その他サッカー場、球技場、野球場、陸上競技場、弓道場などを設置し、

課外活動の活性化に寄与している。

（2）2－9の改善・向上方策（将来計画） 

現在の大学公認クラブの参加率が学部生全体で約 20％となっており、近年の参加率は若

干の上昇傾向にある。今後の更なる学生のクラブ活動活性化を促すためには、課外活動施

設の整備・充実も不可欠と考えるが、現状では部室使用を希望しながら空室がないため使

用できないクラブが多数あり、部室の確保が課題となっている。課外活動奨励の観点から

見ても、部室などの活動拠点の提供は必要であることから、将来的なクラブハウスの拡充・

増設を検討する。

2－10 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する指導のための体制の整備 

≪2－10 の視点≫ 

2-10-① 

2-10-② 

2-10-③ 

インターンシップ等を含めた、キャリア教育のための支援体制の整備 

就職・進学に対する相談・助言体制の整備と、適切な運営 

就職ガイダンスや就職対策講座等の適切な実施 

（1）2－10 の現状と自己評価 

本学では、「社会に出てすぐに役立つ実践的な技術者の育成」のを目指し、専門教育の充

実を図ってきたが、近年の多様化する社会に対応できる人材を育成するため、就職活動支

援のみならず、多角的な取組を行っている。 

教育課程内においては、インターンシップによる就業活動支援、人間性の教育・専門性

の教育を統合するための「キャリア教育」に関する科目を配している。その他にも、低学

年の学生への導入教育と実践的な人材の育成を目標として、平成 20(2008)年度から全学的

に共通教育科目を設け、そのなかで、コミュニケーション能力を養う｢日本語リテラシ｣、

IT 技術の基礎を養う｢情報リテラシ｣、技術者としての倫理観を養う｢技術者倫理｣、卒業後

の方向性を意識付ける｢キャリア意識形成｣又は「キャリアデザイン」等、学士力育成への

道筋を強化するとともに社会的・職業的に自立できるよう整備している。 

インターンシップについては、全学部全学科、工学研究科の一専攻及び経営情報科学研
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究科の教育課程に配置し、実践的技術感覚を体得させるとともに、社会人としての人間性

を養わせることを目的に、毎年 2 回（春季と夏季）、「インターンシップの手引き」を基に

参加学生にガイダンス・事前講習会を受けさせたうえで実施している。終了後には参加学

生が報告会を行い、振り返りと成果の確認を行っている。このインターンシップは、在学

期間中、どの学年でも参加できるような体制をとっており、複数回の参加も可能にしてい

る。過去 3 年間のインターンシップ実績を表 2-10-1 に示す。 

表 2-10-1 インターンシップ実績 

年度 企業数（社） 参加学生数（人）

2013 
夏季 132 187 
春季 6 8 

2012 
夏季 110 147 
春季 16 24 

2011 
夏季 140 207 
春季 17 27 

教育課程外においては、エクステンションセンターが資格取得やスキルアップを目指す

「エクステンション講座」を実施し、社会人として役立つための取組を展開している。エ

クステンション講座の一覧と平成 25(2013)年度の参加実績を表 2-10-2 に示す。 

表 2-10-2 エクステンション講座実績 

講座名 2013 年度参加学生数（人） 

TOEIC（IP テスト） 60 
宅地建物取引主任者 47 
2 級建築士 51 
CAD 利用技術者 1 級（機械） 21 
CAD 利用技術者 2 級 60 
3 次元 CAD 利用技術者 53 
電気主任技術者（第三種） 37 
危険物取扱者（甲種） 4 
危険物取扱者（乙種第 4 類） 68 
公務員 24 
IT パスポート 39 
基本情報技術者 26 
パソコン総合基礎 2 級 12 
パソコン総合基礎 3 級 16 
Web デザイナー検定（エキスパート） 4 
ファイナンシャル・プランニング技能士 3 級 5 
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その他、多角的な視点で社会に適応できるよう、グループディスカッション講座や第一

印象向上講座といった自主啓発への支援の講座などを行っている。 

また、平成 23(2011)年度に、学内における就業力の育成に関する取組を集約・整理する

とともに、本学の「就業力」を明確にし、今後の就業力育成の方策を検討する「就業力育

成プログラム」を設置した。このプログラムでは、本学の「就業力」を定義し、正課内と

正課外のさまざまな取組によって就業力を育成することを目的として進めている。 

教育課程に関する事項は、学部学科から選出する教員で組織する「教務委員会」で各学

部学科の意見を調整しつつ検討のうえ、教授会に諮っている。 

教育課程外においては、エクステンションセンターでエクステンション講座を立案・実

施している。またキャリアセンターを置き、社会人として自立できるよう、多角的な視点

で学生を指導している。キャリアセンターでは、就職相談のみならず、社会人としての心

構えから自己分析を通じた指導等を行うと同時に、インターンシップのマッチング、実施、

現場調査なども行っているほか、多様化する学生に対応出来るような講座や取組を企画・

検討し、各学科から選出する教員で組織する「就職委員会」を経て実施している。企業を

招いて学生と交流させる取組や、100 社以上の企業説明会を合同で開催する「企業展」も

数多く開催しており、社会人と触れる機会を多く作ることで、キャリア・就職の両面を支

援している。また、キャリアカウンセラーの資格を持つ職員を置き、学生個人に合わせた

相談指導を行っている。その他、各専攻の就職担当教員が当該専攻の学生全員と面談を実

施し、就職・進学それぞれの進路に応じた相談を実施している。 

以上のように、本学では、キャリアセンターを主体としながら、就職委員会、就職担当

教員、教務委員会、エクステンションセンター等、教育課程内外を通じての社会的・職業

的自立に関する指導のための体制は整備できている。 

（2）2－10 の改善・向上方策（将来計画） 

大学全入時代に伴い、学力のみならず多様な学生が入学している状況をふまえて、学生

指導の在り方や教育課程は常に検討を重ねることとする。 

 キャリア教育全般においては、エクステンションセンターにおける講座の内容、キャリ

アセンターにおいては、社会人基礎力をより向上させるための方策を検討し、学内におけ

る就業力の育成に関する取組を集約・整理しつつ、全学的な新たな取組を検討することと

する。 

キャリアセンターでの就職相談や各就職対策講座の主たる対象は、就職活動を目前に控

えた 3 年生から 4 年生が中心となっている。より高い社会人基礎力を身につけるためには、

低学年からの指導が現状以上に必要になってきており、それに対応するために、低学年か

ら参加できる講座の開設や、各専攻と協力した取組の実施を検討することとする。 

また、インターンシップへの参加を推進するため、法人の後援組織である「学校法人名

古屋電気学園愛名会」の加盟企業との連携を強化することとする。 
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2－11 校地・校舎及び施設の状況 

≪2－11 の視点≫ 

2-11-① 

2-11-② 

2-11-③ 

教育目的達成のための校地・校舎及び施設の整備状況  

校地・校舎及び施設の有効な活用  

校地・校舎及び施設の適切な管理体制 

（1）2－11 の現状と自己評価 

現在、大学の校地・校舎は大学設置基準を大きく上回る面積を満たしており、その施設

設備についても十分な質と量を有し、教育研究目的を達成するために必要な教育環境を充

実させている。 

 八草キャンパスには、図書館、計算センター、情報教育センターや体育施設など学部に

とらわれず利用可能な施設があり、また、耐震実験センター、組み込みセンター、地域防

災センター、エコ電力研究センターや総合技術研究所などの施設では工学部の学生・教員

の専門的な研究等に活用されている。中でも地域防災センターは大学の研究施設としての

役割を越え、地域社会の防災力向上など社会的貢献度の高い施設として十分機能している。 

 学内施設の管理は、建築工事の経験豊かな専門職員や各種の国家等資格を有した職員を

配置した管理部管財課が中心となって行っており、法令に適合するよう適切な維持管理に

努めている。 

（2）2－11 の改善・向上方策（将来計画） 

大学施設については、適切に運営していると考えるが、老朽化した建物も散見されるた

め、キャンパスの将来計画についてのビジョンを明確にし、現在建設中の新棟の有効な活

用と今後とも学生・教職員の要望や時代のニーズに対応した改修・改善、充実策を図るこ

とが必要と考える。

2－12 快適な教育研究環境の整備 

≪2－12 の視点≫ 

2-12-① 

2-12-② 

2-12-③ 

情報教育センター、図書館など学生が利用しやすい学習環境  

コンピュータ、ネットワークなど IT 環境  

耐震、バリアフリーなど施設の安全性、利便性の確保 

（1）2－12 の現状と自己評価 

【コンピュータ実習施設】

計算センター・情報教育センター内の 6 実習室にパソコン 464 台を整備、情報教育支援

課が管理運営している。授業時間外は需要に応じて実習室を開放し、授業終了後も 21 時

30 分まで自習できるよう人員を配置している。

また、実習室以外に自習専用となる PC 学習室・ネットワークルームの 2 部屋を用意し、

パソコン 46 台を配置して学習時間の確保に努めている。

利用アプリケーションは、3D CAD の PTC Creo、2D CAD の AutoCAD,VectorWorks
など、開発言語には Visual Studio など、市販アプリケーション 10 種以上、その他のアプ
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リケーション加えると 20 種を超え、様々な目的に使用できるようにしている。

特に 3D CAD に関しては、4 実習室・PC 学習室・ネットワークルームの計 402 台のパ

ソコンすべてに 3D CAD 用のグラフィックボートを搭載し、3D CAD による設計・構造解

析・熱解析・振動解析を学習できる教育環境を提供している。

自習用パソコンについては、計算センター・情報教育センター以外にも 1 号館 71 台を

筆頭に、図書館と協力して 1 号館 2 階メディアセンター、自由ヶ丘キャンパス 1 階マルチ

メディア情報ライブラリ、図書館にパソコンコーナーを設け、自学自習環境の整備に努め

るともに、キャリアセンター、エクステンションセンター、教務課、学習支援センターの

協力を得て、各々に数台の自習用パソコンを設置している。

また、Web ベースの e-learning システム moodle を利用することにより、学内だけでな

く自宅のパソコンからでも学習できる環境を提供している。

その他にも、Microsoft, Adobe, Autodesk, Mathworks, PTC 等と包括契約を結び、学内

でアプリケーションが利用しやすい環境を提供している。特に Microsoft とは、学生所有

のパソコンでも Office、VisualStudio が利用できる契約を結び、大学でも自宅でも同じよ

うな環境で学べる環境を提供している。

【ネットワーク】

八草・自由ヶ丘・本山の 3 つのキャンパスを高速なギガビット・イーサネットで接続し、

快適なキャンパス間の情報通信を実現している。八草キャンパス内では情報処理の中枢と

なる基幹ネットワークとして、最新のイーサネット・スイッチを導入している。計算セン

ターを中心に 10 ギガビットの高速ネットワークで各施設まで接続し、快適なネットワー

ク環境を構築している。年々重要度が増しているインターネットへは、計算センター内に

設置されたメールサーバ、Web サーバ等を介して世界中と情報交換を行える環境にある。

また、学内各所に無線 LAN アクセスポイントを設置し、キャンパス内のいたるところ

でインターネットが利用できる環境がすでに出来上がっている。

【組込システムセンター】

 家庭用機器、産業用機器、医療用機器等、電子制御を必要とするほとんどの製品に用い

られている組込システム。その教育に特化した実習室を計算センター及び 8 号館に計 4 部

屋を設置し、高度で最先端の教育を実践できるよう機器を充実させている。

【学生へのサービス】

ポータルサイト「co-net（AIT COMMUNICATION NET）」を運用し、パソコンだけで

なく携帯・スマートフォンからも利用でき、教職員・学生間のコミュニティを円滑にする

環境を提供している。co-net は、計算センター実習室システムの ID を利用し、シングル

サインオンで、シラバスシステム、図書館システム OPAC、Web メール、e-learning シス

テム moodle が利用できるポータルサイトである。このように様々な学生サービスと連携

しており、快適な学生生活を支援する環境となっている。

新入生向け IT 利用講習会、ソフトウェア利用講習会等を開催し、IT 設備の有効利用を

促している。また、大判（B0 ノビ）プリンタ 3 台と A3 判ページプリンタ 19 台を計算セ
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ンター・情報教育センター等に設置し、気軽に利用できる印刷環境を提供している。ペー

ジプリンタについては、出力枚数制限(半期 300枚)を設けて学生に無駄な紙出力は控える
よう指導している。 

大学施設の耐震化、バリアフリー化に関しては、年次計画に基づき整備を進めており、

現在までに概ねの建物については耐震化をおえている。

ただし、昭和 40 年代に建築した建物の多くは、耐震補強だけでは老朽化に対応しきれ
ないことから、建替え工事を取り入れ、現在新棟を建設中であり、安全性の確保に資する

と考える。

 校舎の利便性向上にも積極的に取り組み、バリアフリー化については年次計画に基づき

エレベータの設置やスロープの設置による校舎等施設の利便性の向上を図っている。 

なお、エレベータの無い建物では、障害のある学生に配慮し１階で授業を受けられるよ

う配慮している。 

 また、夜間の移動の安全を図るために、常夜灯はもちろん省エネと安全性を兼ね合わせ

て人感センサー式の照明を建物内の階段、玄関ホール等に採用している。 

（2）2－12 の改善・向上方策（将来計画） 

情報教育施設については、情報教育委員会にて学内の要望を適宜取りまとめ、適切なシ

ステム更新とソフトウェアの更新／新規導入／廃止を今後も継続して検討していく。

 学生へのサービスについては、学友会からの要望に応えるべく、プリンタ・無線 LAN
装置・自習用パソコンの配置等、学生の利用状況にも配慮した設備整備を行う必要がある。

 防災対策のためネットワーク拠点、Webサーバ等の学外への移転を現在、検討している。
施設の安全性、利便性については、従来から耐震補強工事及びエレベータやスロープの設

置による改善を進めているが、建物の耐震化においては、建築からの経年による建物の老

朽化を考慮し、耐震補強より耐震改築を進めるべく計画をしているところである。

 また、現在既に 2号館、5号館の耐震改築に取り掛かっており、平成 26(2014)年末には
新 2 号館が竣工し、平成 27 年度から使用する予定である。また、バリアフリー化につい
ても身体に障害を持つ学生への環境整備は十分とは言えないため、今後も年次計画的にエ

レベータ、スロープ及び自動ドアの設置を進めることとする。

2－13 教育・研究の向上のための整備 

≪2－13 の視点≫ 

2-13-① 

2-13-② 

2-13-③ 

学生、教職員の意見を反映させる取組  

収容定員に対する、教育効果を十分上げられるような施設整備  

教育・研究設備、装置の計画的な整備 

（1）2－13 の現状と自己評価 

施設設備の充実に関して、学生の意見を直接聞く場が設けられていないが、学生の意見

は、教学センターと学友会との意見交換のための懇談会が開かれ、学友会からの意見は教

学センターが取りまとめ、管理部管財課を中心とした各関係部署に伝えられ、適宜反映し

ている。 
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 教職員からの要望等に関しては、各種会議を以て意見を聞き、要望事項が管理部管財課

を中心とした各関係部署に伝えられることになっているため、同様に整備計画に反映され

ている。 

（2）2－13 の改善・向上方策（将来計画） 

 施設設備の充実のために学生・教職員の意見を反映するよう考慮されているが、学生の

意見は一部の学生の意見に偏ってしまいがちであるため、広く学生の意見をくみ上げる仕

組みを確立し、計画的な整備により一層反映させることに努めていくこととする。
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基準 3．管理運営 

3－1 経営の規律と誠実性 

≪3－1の視点≫ 

3-1-① 

3-1-② 

3-1-③ 

3-1-④ 

3-1-⑤ 

3-1-⑥ 

大学の使命・目的の実現に向けて継続的に努力しているか 

学校教育法、私立学校法、大学設置基準など大学の設置、運営に関連する法令

を順守しているか 

明文化された規程に基づいて管理運営を行っているか 

中、長期的な管理運営方針が策定され、大学教職員へ周知されているか 

個人情報の保護や不正行為の防止等に関する取り組みや制度が整備されてい

るか 

大学における教育研究活動の情報や運営・財務に関する情報をわかりやすく社

会に発信しているか 

（1）3－1の現状と自己評価

使命・目的を実現するため、法人に「学園運営協議会」、大学に「運営会議」を置き、管

理・運営、教育研究に関する取組の検討、実施について、連携し継続的に協議を行ってい

る。「学園運営協議会」及び「運営会議」には、学長及び大学事務局長が出席しており、情

報を共有する体制としている。

寄附行為、学則、教授会規程、その他諸規程は、学校教育法、私立学校法、大学設置基

準をはじめとする関連法令等に基づいて定められている。平成 23(2011)年度には、教員及
び所属長に配付していた加除式の規程集を廃止し、冊子にして全教職員に配付するととも

に、諸規定及び法令を学内イントラネットである「グループウェア」でも閲覧できる環境

を整備、教職員がこれらの規程、学校教育法、私立学校法等の法令を遵守するよう徹底し

ている。

各法令が定める届出事項についても、稟議書にあたる「伺書」により、学長の承認後、

法人に回付し、所轄の長、事務局長決裁後、理事長の最終承認を得て、所轄官庁に提出し

ており、この届出も正確かつ遅滞なく行われ、大学の設置、管理、運営は法令を順守し、

適切に行っている。

中長期計画においては、学長室会議で議論し、学長からの年度始め式、年始の挨拶等で

教職員に対して周知しているが、具体的な内容については、短期的な計画となっており、

中長期の観点では、さらに具体的な計画を画策し、教職員に対してさらに周知する必要が

ある。

ハラスメント防止や個人情報管理については、高等教育機関の責務として遵守に努めて

おり、規程等を整備している。教職員全員に毎年度配付している、学内の諸手続きを掲載

した冊子「愛知工業大学ひとりあるき」にも具体的な事例を挙げ、適切に取扱うよう周知

徹底している。

ハラスメントに関しては、学生窓口を学生課、教職員窓口を庶務課に置くとともに相談

員を配置、メール窓口を開設するなど受付体制を整備し、防止委員会、人権委員会、調停

委員会、調査委員会により、それぞれ規定に則り適切に対応している。また、リーフレッ

トを教職員及び学生に配付し、啓発活動も行っている。
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個人情報に関しては、個人情報管理責任者として学長を置き、学長が指名した個人情報

管理者がそれぞれの部署における個人情報の収集、保管、利用に関して管理するなど、規

程により適切に取扱っている。また、情報漏えい防止に関しても、外部からの不正アクセ

スを防止するためのウィルス対策、外部へ情報を持ち出す場合のファイル暗号化などのセ

キュリティ対策に努めている。さらに、職員が使用するパソコンは操作記録収集を行って

おり、万が一情報が流出した場合にも、流出経路を迅速に発見できるよう体制を整えてい

る。名古屋電気学園における内部通報に関する規程も整備し、通報者を守る体制も整備し

ている。

平成 23(2011)年度には、安全に関する包括的な規程として危機管理規程を制定、平成
24(2012)年度には、規定に則り危機管理小委員会を設置し、各事象に対応するマニュアル
を作成している。危機管理小委員会は以下のとおり。

表 3-1-1 危機管理小委員会
小委員会 検討事象 

災害危機管理委員会 災害及び施設に関する事項 

学生対応危機管理委員会 学生の身体及び生活に関する事項 

教職員対応危機管理委員会 教職員の身体及び生活に関する事項 

心身対応危機管理委員会 学生及び教職員の心身に関する事項 

システム対応危機管理委員会 システム及びネットワークに関する事項 

危険物対応危機管理委員会 危険物及び薬品事故に関する事項 

事案等対応危機管理委員会 不祥事、犯罪に関する事項 

不正経理等危機管理委員会 不正経理等に関する事項 

学籍危機管理委員会 学籍管理に関する事項 

入学試験危機管理委員会 入学試験に関する事項 

研究活動危機管理委員会 研究活動に関する事項 

風評被害危機管理委員会 風評被害に関する事項 

本学では、今日に至るまで危機管理対策としてさまざまな取組を行っている。

平成 18(2006)年度から毎年、学生、教職員及び構内に滞在する者（飲食店、売店員等の
従業員を含む。）全員を対象に全学的な防災訓練を実施しており、このような大規模な防災

訓練は大学では先駆的な取組となっている。この訓練には定期的に豊田市消防本部の協力

を得て実施し、改善点等の指導を受けており、改善策等に関する協議を行っている。

安全対策としては、学内に全国の大学で初となる緊急地震速報の警報システムを設置し

ている。また、AED（自動体外式助細動器）を適所（学内 11箇所）に設置しており、AED
の設置場所等を掲載した「緊急地震速報と避難マップ」を、毎年、全教室並びに学生及び

教職員に配付している。

近年では、毒・劇物、特定危険物を適正に管理し、購入から廃棄に至るまで一元的に管

理するため、「薬品管理システム」も導入した。

このように、本学では防災、救急救命、環境維持等への危機管理についての意識付けを
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積極的に行っており、学生が安心して教育を受けられるよう環境保全、安全の確保に努め

ている。

学校教育法施行規則の一部改正による教育情報については、大学ホームページ、大学案

内等により積極的に公表している。大学ホームページには、本学専任教員一覧のページを

設け、本学教員の基本的情報、教育・研究実績の概要も掲載している。

私立学校法の改正に伴う財務情報の公表については、「財務書類等閲覧規程」により、財

産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び監査報告書の閲覧を実施している。大

学ホームページのトップページには「名古屋電気学園 事業報告・財務情報」のリンクを

設定しており、これにより、勘定科目等の解説や過去 5年間の主な財務指標を図表にした
ものを含む事業報告及び財務情報（資金収支計算書、消費収支計算書、貸借対照表、財産

目録、監査報告書）を掲載している学園ホームページへのアクセスを容易にしている。

更に学園広報誌「学園だより」に決算内容の概要を掲載し、教職員、教職員 OB、学園
後援組織、他大学を対象として、配付するとともに、総務部広報課カウンターにて、来学

者が自由に持ち帰ることも可能となっている。また、学生保護者に配付している大学広報

誌「AIT News」へも掲載する方向で、広報課、財務課が共同して検討を始めている。
以上のように、本学では、教育情報及び財務情報について、適切な公表を行っている。

（2）3－1の改善・向上方策（将来計画） 

建学の精神及び経営理念は、学生便覧、大学及び学園のホームページで周知されており、

教職員が業務を行っていくうえでの指針となっているが、年度始めなどの理事長、学長の

メッセージにより、更に明確な表明を行うこととする。学内の規程の見直し、取扱につい

ては、各法令に基づき変更を行っているが、担当部署である庶務課において、常に規程を

点検し、法令の改正等があった場合には関連部署に連絡するなど、必要に応じて連携を図

ることとする。なお、法令に基づく届出等は、現状の手続を継続することとする。

中長期計画においては、短期計画になっている傾向があるため、現在学長室会議で検討

しているが、アクションプラン委員会等を利用し、計画の立案、周知、実施、改善等のサ

イクルを考慮した抜本的な改善の検討を行う。

環境保全、人権、安全への配慮については、さまざまな規程により運営しているが、実

際に危機が発生した場合の具体的な対応マニュアルが出来ていないため、学内外で発生が

予想される危機事象に関して、現在、包括的な「危機管理マニュアル」を作成している。

また、ハラスメント等の訴えた者が不利にならないよう、対応窓口、関連部署と調整の

上、秘密保持及び保護の観点から規定化を進める。

危機管理対策の一環として行っている防災訓練は、主に地震・火災を想定したものとな

っており、学生・教職員が安全に避難し、二次的災害を防止する事を主な目的としている。

引続き実施することにより、防災訓練の必要性を認識させることとする。

教育情報・財務情報の公表は、今後も広報課が管理・運営するホームページを活用し、

庶務課、総務課及び財務課が各々担当する事項について、より理解を得るための説明、様

式の充実に努める。また、大学広報誌「AIT News」への掲載についても、引続き検討す
ることとする。
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3－2 理事会・評議員会の機能 

≪3－2の視点≫ 

3-2-① 

3-2-② 

3-2-③ 

大学の使命・目的実現に向けて戦略的意思決定ができる管理運営機関が整備さ

れ、機能しているか 

役員等の選考や採用に関する規程が明確に示されているか 

評議員会は寄附行為の規定に基づいて開催し、理事会の諮問機関として適切に

運営されているか 

（1）3－2の現状と自己評価 

法人に設置する「理事会」においては、学園の事業計画と、それに基づく人事計画、設

置校の組織改革、資産運用等を決定している。一部の事項においては、寄附行為第 7条の
2及び運営規則第 13条の規定に則り、「学園運営協議会」に委任しており、円滑かつ迅速
に戦略的意思決定ができる体制が整備されている。

本学は、「理事会」の意思決定により、管理運営を行っており、「理事会」は概ね月 1回
開催及び必要に応じて開催し、機能性は確保されている。理事の選考に関しては、寄附行

為第 10条により明確に規定されている。平成 25(2013)年度の「理事会」の出席状況につ
いては、表 3-2-1のとおりであり、出席状況も適切といえる。

表 3-2-1 理事会の出席率
開催月 5月 7月 10月① 10月② 12月 2月①2月②3月①3月②

平成 25年度

定員：8～13人

現員：9人

3月より 11人

出席者数 6人 6人 7人 7人 7人 7人 7人 8人 8人

出席率 67％ 67％ 78％ 78％ 78％ 78％ 78％ 73％ 73％

意思表示 3人 3人 2人 2人 2人 2人 2人 3人 3人

監事出席状況 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2

また、「理事会」の決議については、直接の利害関係がある理事がその議決に加わること

が寄附行為第 7条第 11項により禁止されており、公正な決議が保たれている。

監事の選考については、寄附行為第 11条に規定されており、「理事会」において選出さ
れた候補者のうちから、「評議員会」の同意を得て、理事長が選任し、適切に選考が行われ

ている。また第 12 条に監事の職務も規定され、これに基づいて適切に職務を遂行してい
る。監事は、「理事会」、「評議員会」に出席し学校法人の業務執行が適切に行われているか

監査する他、年に 4回、財産状況の監査を実施し、報告書を提出している。また、決算監
査の際には、監査法人の公認会計士と情報交換やリスク認識を共有するため、監査状況に

ついての意見交換を行なっている。

「評議員会」に関する事項については、寄附行為第 15条から第 19条の 2までに規定さ
れており、毎年、5月、3月初旬、3月中旬に召集されている。
評議員の選考については、寄附行為第 18 条に規定されており、学園長、総長、学長、
高等学校長、中学校長、専門学校長のほか、勤続 5年以上の専任職員、法人の設置する学
校を卒業した者、法人に関係のある学識経験者から、「理事会」において適切に選考が行わ
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れている。過去 3年間の「評議員会」への出席者及び欠席者の意思表示については、表 3-2-2
のとおりであり、「評議員会」においても寄附行為及び私立学校法に基づき、適切な運営が

なされている。

表 3-2-2 評議員会の出席状況
開催 1回 2回 3回 4回

平成 23年度

定員：19～27人

現員：19人

月日 5/26 3/6 3/30  
出席者数 18人 18人 17人
意思表示 1人 1人 2人
監事出席状況 2/2 2/2 2/2  

平成 24年度

定員：19～27人

現員：19人

月日 5/30 2/1 3/4 3/25 
出席者数 19人 17人 16人 13人
意思表示 － 2人 3人
監事出席状況 2/2 2/2 2/2  

平成 25年度

定員：19～27人

現員：19人

3月より 23人

月日 5/28 11/21 2/25 3/7 
出席者数 13人 15人 16人 21人
意思表示 6人 4人 3人 2人

監事出席状況 2/2 2/2 2/2 2/2 

（2）3－2の改善・向上方策（将来計画） 

「理事会」は、学長、高等学校長の他、社会経験、学識経験が豊かで、学園の運営に

資する意見と識見をもった者で構成されている。理事の中には本務業務の都合により、

「書面による意思表示」が多い理事がいるため、毎回すべての理事が出席できるよう、

理事会の日程調整を工夫することとする。 

また、「理事会」から一部権限を委任された「学園運営協議会」が毎週開催され、「理
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事会」の機能を補完しており、「理事会」の意思決定は円滑かつ迅速に行われ、的確な意

思決定を下す体制は整備され機能しているが、運営に関する規定がないため、整備した

うえで、今後も現体制を維持、継続していくこととする。 

3－3 大学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップ 

≪3－3の視点≫ 

3-3-① 

3-3-② 

3-3-③ 

3-3-④ 

大学の使命・目的実現のために、効果的な意思決定ができる組織形態となって

いるか  

大学管理運営機関の権限と責任は明確になっているか 

大学の業務執行にあたり学長は適切なリーダーシップを発揮しているか 

大学教学組織と法人理事会との連携協力及び機能分担は適切に行われているか 

（1）3－3の現状と自己評価 

本学は、全学に係る重要な事項を審議する最高決議機関として「大学協議会」を置き、

全学的な意思決定を行う体制を整えている。また、学部等、研究科に係る重要な事項を審

議する機関として、それぞれ「教授会」を置いている。「大学協議会」については、毎月開

催し、規定に則り適切に運営しており、「教授会」は、学部等においては愛知工業大学学則

第 45 条に則り、大学院においては愛知工業大学大学院学則第 4 条に則り、それぞれ教授
会規程を制定し適切に運営されている。

「教授会」は、学長が議長となる全学教授会の他に、学部及び基礎教育センターにおけ

る教授会、各研究科における教授会を組織できることが規定されており、各組織での審議

が円滑かつ迅速に進むよう体制が整えられている。なお、「教授会」で審議された内容は、

「大学協議会」で報告されている。

学部及び基礎教育センターにおける教授会の下には「学科長会」又は「教室長会」を設

け、議題整理や、あらかじめ委託された事項の審議を行っている。また、各研究科教授会

の下には「大学院運営委員会」を設け、議題整理や、研究科長の諮問に応じて規定された

事項の審議を行っている。

このように、「教授会」は規定に沿って組織され、責任についても明確であり、各組織で

の事案に迅速に対応できる体制となっている。また、「学科長会」には当該学部の事務長も

委員となっており、事務職員からの視点を取り入れる等、多角的な検討と意見の反映が可

能となっており、円滑に機能している。

本学の教育研究の基本的組織を図 3-3-1に示す。
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図 3-3-1 本学の教育研究の基本的組織

本学では、以上のように、主に大学全体に係る重要な事項について審議するため、学長

を議長とした「大学協議会」を設置し、全学的な意思決定を行う体制を整え、「大学協議会」

と「教授会」の審議事項を規程により明確にし、学部、研究科の自主性を尊重するため、

学部長、研究科長それぞれに権限を委ねることにより機能性を保っている。

「大学協議会」と「教授会」の審議事項は表 3-3-1のとおり。

表 3-3-1 大学協議会及び教授会の審議事項
大学協議会 教授会

(1)運営に関する事項
(2)配分された教育及び研究に関する予算及
び決算

(3)教育課程及び学科目に関する事項
(4)学生の厚生補導及び身分に関する事項
(5)教員の人事に関する事項
(6)教育及び研究に関する事項
(7)教育及び研究の点検評価に関する事項
(8)その他学長が諮問する事項

(1)教育課程に関する事項
(2)学生の入学、転学、転入学、編入学、再入
学、転学部、転学科、転専攻、休学、復学、

退学、除籍、進級、卒業等に関する事項

(3)教育研究費の配分に関する事項
(4)履修、試験及び成績に関する事項
(5)学生の厚生補導及び身分に関する事項
(6)教員の人事に関する事項
(7)教育及び研究に関する事項
(8)教育及び研究の点検評価に関する事項
(9)その他の事項

大学協議会

学生支援本部

工学研究科

基礎教育センター

情報科学部

経営学部

工学部

運営委員会

教授会

教授会

教授会

教授会

教授会

教授会

教学センター

運営委員会
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さらに、本学では「運営会議」を置き、「大学協議会」の議題整理や、大学の管理・運営

に関する重要な提案及びその執行並びに教学に係る全学的な連絡調整を行っている。

「大学協議会」及び「運営会議」の構成員は表 3-3-2のとおり。

表 3-3-2 大学協議会及び運営会議の構成員
大学協議会 運営会議

学長（議長）

副学長

学部長

大学院研究科長

基礎教育センター長

教学センター長

入試センター長

キャリアセンター長

図書館長

計算センター長

総合技術研究所長

エクステンションセンター長

大学事務局長

工学部、経営学部、情報科学部、基礎教育

センターの専任教授各 1人

学長（議長）

副学長

大学事務局長

学部長

大学院研究科長

基礎教育センター長

教学センター長

入試センター長

キャリアセンター長

事務局長

「大学協議会」で審議・決定する事項は、学部等教授会において審議・決定された事項

も含んでおり、「大学協議会」で審議・決定された事項は、「教授会」でも報告されており、

「大学協議会」と「教授会」の連携により、本学の意思決定は円滑かつ迅速に行われてい

る。「大学協議会」、「教授会」及び「運営会議」は全て規定化されており、審議事項も明文

化され権限と責任も明確になっており、大学の意思決定が円滑に進むよう整備されており

適切に機能している。

図 3-3-2 管理運営組織図

学園 大学

大学協議会

教 授 会

学 長 学長室会議

運 営 会 議理 事 会

理 事 長

評 議 員 会
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学長は理事（寄附行為第 10条第 1項第 2号）及び評議員（寄附行為第 18条第 1項第 1
号）の役職を兼務することが規定されており、大学における意思決定を「理事会」及び「評

議員会」で提案、又は「理事会」における決定事項を大学運営に反映させている。

大学の運営に関しては、学長の諮問機関である「学長室会議」において、学長の諮問し

た事項の検討を行うとともに、新たに発生した事項に対しても出席者の意見を聞き、学長

権限の適切かつ迅速な行使に努めている。

財政面においても、教育研究に係る経費「事業推進費」、管理運営に係る経費「大学事務

局予算」として何れも学長裁量費を措置している。

以上のように、「理事会」、「評議員会」における体制、大学内の運営に関する体制、それ

らを実施するための財政的体制が執られておりリーダーシップが発揮できる体制は確立し

ている。

（2）3－3の改善・向上方策（将来計画） 

大学の意思決定の仕組みは、学長の諮問機関としての「学長室会議」、審議機関としての

「大学協議会」、「各教授会」、これらを円滑に運営するための「学科長会」、「教室長会」、

「大学院運営委員会」、「大学運営会議」、その他の各種委員会、附置施設の運営委員会等が

機能し、大学運営は適切に行われているため、現状の体制を維持することとするが、学校

教育法の改正に伴い、教授会における審議事項や学長の権限の明確にするため、平成 27
年 4月 1日付で教授会規程を改正した。
学長は、設置法人の理事及び評議員を兼ねており、「理事会」、「評議員会」、「学園運営協

議会」等と連携し大学運営することを可能とする体制が執られており、リーダーシップは

十分に発揮している。今後は、学長のリーダーシップがさらに発揮できるよう、副学長や

事務局長をはじめとする各役職者間のコミュニケーションを密にし、大学運営の円滑化を

図っていくこととする。

学内の委員会は規定に則り運営されているが、学長の諮問機関である「学長室会議」は、

柔軟かつ流動的に検討する会議と位置付け、規定化していない。現在、「学長室会議」にお

ける検討事項で全学的な周知・承認が必要となる事項は、「運営会議」、「大学協議会」、又

は「教授会」で審議しており透明性を確保しているが、柔軟な運用に配慮しつつ、規定化

への検討を行う。
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3－4 業務執行体制の機能性 

≪3－4の視点≫ 

3-4-① 

3-4-② 

3-4-③ 

3-4-④ 

3-4-⑤ 

権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置による

業務の効果的な執行体制の確保がされているか 

大学業務を支援する事務組織が設置され、十分に機能しているか 

事務職員の意欲、資質の向上を図るための方策を講じているか 

施設、設備等を維持、管理するための責任体制が確立されているか 

施設、設備の衛生、安全を確保するためのシステムが整備されているか 

（1）3－4の現状と自己評価 

法人及び大学の事務組織は、使命・目的達成のため、事務組織規程に基づき整備されて

いる。（図 3-5-1 ）大学の主となる八草キャンパスに法人組織をおいていることから、財
務部、管理部は大学に関する業務も行うなど、事務の効率化を図っている。

各部署の業務内容は、事務組織規程で部署ごとに規定されており、また、「教務委員会」、

「学生委員会」、「就職委員会」等の委員会には、各部局の課長等が委員として出席すると

ともに、それぞれ規定により庶務事項も行うこととなっており、責任は明確になっている。

職員の配置については、毎年実施している部課長を対象とした人事ヒアリング等を基に、

適正な配置を行っている。さらに、業務の一部を派遣会社に委託するなど、事務の効率化

と職員の適正な配置を行っている。

学園及び設置校の基本方針は、毎週開催されている「学園運営協議会」によって決定さ

れ、教員に対しては学長から「大学協議会」や「運営会議」をとおして周知し、職員に対

しては、総務部が取りまとめ、「グループウェア」を通じて、各種通知、依頼、連絡等、関

係教職員に周知している。

業務の執行にあたっては、基本的には「伺書」によることとなっており管理体制を確立

しているが、各部局長の責任を明確にすることと業務の効率化のため、決裁規程によりそ

の権限の一部を委任している。それぞれの予算執行にあたっては、金額に応じて決裁権限

が規定により定められており、業務の遅滞が発生しないように確立されている。

以上のように、決裁規程により業務執行の管理体制を構築するとともに一部権限を委任

することにより機能性を確保している。

本学では、職員の資質・能力向上のため、全職員を対象とした研修会を毎年実施してい

る。研修会は管理職員と一般職員を分け、近年は、日常業務と照らし合わせた問題解決及

び業務改善セミナーやハラスメントセミナー、コミュニケーションセミナー等を外部講師

に委託して行っている。また、テーマを学園内の財務状況や個人情報の保護といった観点

において、担当課長等から本学の状況や取り組みを例に挙げながら講話を行うことで、全

職員の理解を促している。

研修会の冒頭では、事務局長から建学の精神、教育のモットー等、業務の指針となる本

学の取組を分かりやすく説明しており、業務における資質の基盤となっている。なお、本

学の取組については、新規採用者研修会でも説明しており、学園としての使命・目的を踏

まえた姿勢を明確に伝えている。
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その他、新卒者を対象とした新人研修会も実施しており、その一環として、入社前にビ

ジネスマナーや事務処理等の通信研修を行っている。また、学生に開講しているアメリカ

語学研修に職員 1 ～ 2 人を引率させ、学生と同様に研修を受けることにより、学生の引
率を行いつつ、職員の語学研修を行っている。

学内研修以外にも、専門分野の知識・技術の研修、高等教育をテーマとした講演会等に

出席することを推奨しており、専門分野の知識・技術及び事務知識の習得、意識の向上、

他機関とのネットワーク作り、情報収集等に役立てている。研修という形のほか、本学で

は、各種委員会の下部組織としてワーキンググループや小委員会を設置しており、自己点

検・評価委員会においては、各基準に関わる部署の職員を中心にメンバーを構成している。

また、危機管理小委員会においても、関連部署の長を委員長とし、さまざまな部署の職

員を構成員として起用している。このように、所属部署の業務にとどまらず、自ら考え提

案・議論し、企画・立案に携わることは、職員の資質・能力の向上に繋がり、通常の業務

にも活かされている。

本学（法人）では、平成 23(2011) 年度から役職定年制を導入するとともに、昇任試験
制度を導入した。このことは、自らの資質・能力の向上に寄与している。

学内の施設・設備に関しては、学部及び各施設の事務室と管理部とが連携をとり、適切

に管理している。また、衛生管理体制を確立し、学生・教職員の健康の保持増進を図るた

め「衛生管理委員会」を開催している。委員会は、衛生管理の資格を有する教職員、産業

医、衛生に関する知識を有する教職員で構成され、適切な衛生環境・労働環境の保持に努

めている。

（2）3－4の改善・向上方策（将来計画） 

本学では、必要に応じて、社会のニーズに対応した事務組織を整備しており、それに伴

う規定の整備も常に行っている。規定に則り、業務体制が整備されているため、部署間の

連携も円滑に行われており、滞りなく運営できているが、今後もより効率的な業務の執行

と、責任を明確にした運営を行うため、常に見直しを図ることとする。 

学園からの基本方針、指示等については、学長、事務局長から「運営会議」等を通じて

教職員に周知されており、学園と大学との連携も円滑に行われている。現在、あらゆる業

務の遂行において活用している「グループウェア」をさらに効果的に利用することによっ

て、業務執行の機能性を高めることとする。 

本学の業務は、「伺書」等により責任が明確にされたうえで執行されており、管理体制も

整っているが、さらに権限を明確にした体制を構築することを検討する。 

私学を取り巻く環境は一層厳しくなっており、その状況の中で職員の能力を十分に発揮

できるよう、昇任・昇格、異動、組織改組等の事務の改善を適宜迅速に行い、また、教員

が主体となっているさまざまな委員会等にも職員を参画させることによって、意識・能力

の向上を図っていく。また、本学の施設設備は、十分な質と量を有し、かつ適切に管理運

営していると考えるが、新棟の有効な活用と今後とも学生・教職員の要望や時代のニーズ

に対応した改善、充実を図る。耐震工事等、安全確保のための対策はほぼ完了したが、バ

リアフリー化も含め、身体に障害を持つ学生への環境整備は十分とは言えないため、管理

部が中心となり、年次及び中長期計画を策定、環境整備を行っていくこととする。
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3－5 中長期計画及び規程整備 

≪3－5の視点≫ 

3-5-① 

3-5-② 

3-5-③ 

3-5-④ 

中長期的な視点による、計画的な職員の組織編成と配置 

職員の採用・異動・昇任の方針の明示 

採用・昇任規程についての具体性 

発令人事による職員の勤労意欲の維持向上方策 

（1）3－5の現状と自己評価 

法人及び大学の事務組織は、使命・目的達成のため、事務組織規程に基づき整備されて

いる。（図 3-5-1）大学の主となる八草キャンパスに法人組織をおいていることから、財務
部、管理部は大学に関する業務も行うなど、事務の効率化を図っている。

各部署の業務内容は、事務分掌規程に基づき各部署単位で規定されており、また、教務

委員会、学生委員会、就職委員会等の委員会には、各部局の課長等が委員として出席する

とともに、それぞれ規定により庶務事項も行うこととなっており、責任は明確になってい

る。

部課長を対象とした人事ヒアリング等を基に、職員の配置、昇任について検討し中長期

的な計画を策定し適正な配置を行っている。さらに、業務の一部を派遣会社に委託するな

ど、事務の効率化と職員の適正な配置を行っている。

職員の採用については、退職者の補充及び人員不足が予想される部署への補充を前提に

採用を行っているが、方針の明示はできていない。

人事異動も、職員及び部課長の人事ヒアリングを基に検討し、在留期間 3 5 年で異動
を検討しているが、業務の性質上異動できない者もいるのが実情である。

採用・昇任規程は作成されているが、具体性に一部欠けている。

発令人事による職員の勤労意欲向上については、滞留年数が長く、向上心のある者を優

先的に異動するように検討しており、意欲が向上するように努めている。

本学（法人）では、平成 23(2011)年度から役職定年制を導入するとともに、昇任試験制
度を導入した。このことは、自らの資質・能力及び勤労意欲の向上に寄与している。

（2）3－5の改善・向上方策（将来計画） 

私学を取り巻く環境は一層厳しくなっており、その状況の中で職員の能力を十分に発揮

できるよう、昇任・昇格、異動、組織改組等の事務の改善を適宜迅速に行い、また、教員

が主体となっているさまざまな委員会等にも職員を参画させることによって、意識・能力

の向上を図っていく。

人事異動・採用については明確な方針を明示できいないため、具体的な方針を明示でき

るように中長期的な方針を作成する。

採用・昇任規程については具体性に欠けるため、より具体的な規程に改定し明示できる

ようにする。
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人事課

広報課

財務課

会計課（※）

調達課（※）

《エコ電力研究センター》

経営学部事務室

基礎教育センター事務室

（学習支援センター業務）

エクステンションセンター

（研究費不正使用防止推進室業務）

《地域防災研究センター》

入試広報課

《自由ヶ丘キャンパス事務室》

入試センター

キャリアセンター

（学生相談室業務）

《耐震実験センター》

（みらい工房業務）

管財課（※）

情報教育支援課

（組込システムセンター業務）

教務課

工学部事務室

庶務課

情報科学部事務室

《各学科》

愛知工業大学附属中学校

(大学)事務局

若水事務部

図書課
（附属図書館業務）

学生課

助成課

本山キャンパス事務室

総合技術研究所事務室

（学生支援本部業務）

愛知工業大学情報電子専門学校

システム管理部

教学センター

愛知工業大学名電高等学校

専門学校事務部

高大連携推進室

《　》は発令を伴う

（※）は大学業務を兼ねる

（計算センター業務）

国際交流室

秘書室

経営統括本部（理事会）

事務局（理事長）

（監事）

監査室

（評議員会）

総務課総務部

財務部

管理部

愛知工業大学

学園企画推進室

学務部

警備課（※）

システム管理課

図 3-5-1 事務組織図
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3－6 教育研究支援 

≪3－6の視点≫ 

3-6-① 

3-6-② 

大学の教育研究支援のための事務体制の整備 

教員と職員との意思疎通のできる体制の確立 

（1）3－6の現状と自己評価 

本学では、総合技術研究所及び学務部助成課を設置し、研究については、総合技術研究

所、外部資金に関することについては、学務部助成課がそれぞれ担当することにより、教

員の研究支援を行っている。

 また、基礎教育センター事務室に学習支援センターを設置し、基礎科目について、入学

前に課題を送り入学前学習を行うと共に入学後は学習支援センターに教員が待機し、質問

に来た学生に対して答える等の教育支援を行っている。

 大学組織の長には教員が配置されており、教員と職員との意思疎通ができる体制は確立

されている。

（2）3－6の改善・向上方策（将来計画） 

研究支援については、より充実させるため、文部科学省等の公的機関からの情報収集し、

教員への周知を徹底し研究支援の充実を図る。

 現状の学習支援センターは基礎科目のみのため、専門科目まで発展できるように専門学

科の教員へも協力要請をする。

3－7 職能開発 

≪3－7の視点≫ 

3-7-① 

3-7-② 

職員の研修制度の恒常的な取組 

適切な資質、能力向上のための取組 

（1）3－7の現状と自己評価 

本学では、職員の資質・能力向上のため、全職員を対象とした研修会を毎年実施してい

る。研修会は管理職員と一般職員を分け、近年は、日常業務と照らし合わせた問題解決及

び業務改善セミナーやハラスメントセミナー、コミュニケーションセミナー等を外部講師

に委託して行っている。

研修会の冒頭では、事務局長から建学の精神、教育のモットー等、業務の指針となる本

学の取組を分かりやすく説明しており、業務における資質の基盤となっている。なお、本

学の取組については、新規採用者研修会でも説明しており、学園としての使命・目的を踏

まえた姿勢を明確に伝えている。

その他、新卒の内定者には採用前にビジネスマナーや社会人としての基礎知識を身につ

ける通信研修を行っている。

また、学生に開講しているアメリカ語学研修に職員 1～2 人を引率させ、学生と同様に
研修を受けることにより、学生の引率を行いつつ、職員の語学研修を行っている。

さらに平成 26(2014)年度は、勤務年数の短い事務職員の「他部署の業務内容を知りたい、
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勉強したい」という意見をフィードバックさせるべく若手事務職員を対象としたスタッフ

ディベロップ研修会を実施した。これは、各部署の所属長が講師となり、それぞれの部署

の業務内容を若手職員に理解させ、学校職員としての基礎知識習得の一助とし、これによ

り他部署の業務にも関心を持たせ、視野を広げてもらうことを目的としている。

学内研修以外にも、専門分野の知識・技術の研修、高等教育をテーマとした講演会等に

出席することを推奨しており、専門分野の知識・技術及び事務知識の習得、意識の向上、

他機関とのネットワーク作り、情報収集等に役立てている。

研修という形のほか、本学では、各種委員会の下部組織としてワーキンググループや小

委員会を設置しており、自己点検・評価委員会においては、各基準に関わる部署の職員を

中心にメンバーを構成している。また、危機管理小委員会においても、関連部署の長を委

員長とし、さまざまな部署の職員を構成員として起用している。このように、所属部署の

業務にとどまらず、自ら考え、提案・議論し、企画・立案に携わることは、職員の資質・

能力の向上に繋がり、通常の業務にも活かされている。

（2）3－7の改善・向上方策（将来計画） 

学内研修については、内容が充実してきているため、今後も維持・向上していくように

努める。外部団体主催の学外研修には、参考になるものが多くあるが、費用がかかるため、

参加がし難い部分がある。今後は企業主催の研修にも参加を推奨できるよう予算を確保し、

各部署に発信できるように努める。 

3－8 適切な FD 組織 

≪3－8の視点≫ 

3-8-① 

3-8-② 

3-8-③ 

適切な組織の設置 

組織的な教育方法の工夫、改善 

継続的な FD 活動の仕組み作り 

（1）3－8の現状と自己評価 

本学の FDは、教育改善、授業改善、教育評価、教員の研修等、教員の資質向上に向け
た取組を検討する「FD委員会」と、加えて大学院特有の指導方法を検討する「大学院 FD
委員会」を置いている。また、毎年度全教職員を対象とした FD研修会を開催している。
FD研修会は、学外専門家を招いて「FD委員会」で検討されたテーマについての講演等を
行っており、多くの教職員が積極的に参加している。また、FD の一環として、「FD 委員
会」が毎年度（毎学期）、co-netを使って、授業に対するアンケート調査「授業 FBアンケ
ート」を実施している。その結果は、co-netを通じて教職員、学生に開示しており、各教
員の教授法等について評価が行える体制となっている。教員はこの結果を活用し、授業方

法の向上に努めている。授業参観は、平成 24(2012)年度から各学科で行っており、平成
26(2014)年度からは各学科・教室が公開する授業を全学的に案内し、各教員は参観した授
業の報告書を作成することとした。これにより学部等を跨いで授業が参観しやすくなり、

教育方法の工夫、改善をする上で一層の効果が期待できる。
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（2）3－8の改善・向上方策（将来計画） 

研修会、授業 FBは従来から行い、平成 24(2012)年度から授業参観を行うなど、各種取
組を行っているが、更に内容を充実させるため FD 委員会で検討し対処していく。FD 研
修会では講演の内容について聴講者にアンケートを取っているが、聴講後の各教員へのフ

ィードバックについて今後「FD 委員会」で検証していく。また、授業参観制度を教育方
法の改善に積極的に活用してもらうよう、より効果的な方法を「FD 委員会」で検討しな
がら継続的に行っていく。

大学院 FD委員会においては、工学研究科と経営情報科学研究科でそれぞれ工夫を施し、
教育改善、授業改善を行っている。特に経営情報科学研究科では、平成 24(2012)年度から
新任教員を対象とした新任研修、授業参観を実施し、授業方法、教育方法についての検討・

検証会を開催し、検討・検証会の報告をまとめている。

3－9 適切な FD 組織 

≪3－9の視点≫ 

3-9-① 

3-9-② 

3-9-③ 

3-9-④ 

3-9-⑤ 

教育改善を促す仕組み作り 

学生の意見を踏まえた教育改善の実施 

学生の主体的な活動を促す教育の実施 

FB アンケートの適切な実施と検証 

授業自己点検評価の適切な実施と検証 

（1）3－9の現状と自己評価 

本学では、FD 委員会が中心となり、学生による「FB アンケート」、教員による「授業
自己点検報告書」の作成・提出を実施している。これらの結果を基に、教員それぞれが授

業方法の点検・改善を目的とした点検・検証を実施している。

「FB アンケート」は、常勤教員が担当している科目を中心に実施し、その結果につい
ては co-net.上で全学向けに公開している。常勤教員は、担当科目の内 1科目以上実施する
こととしている。これは、回答を作成する教員だけでなく、学生の負担を和らげてアンケ

ート回答率を高める目的もある。平成 25(2012)年後期は、169名の常勤教員のうち 100名
(約 60％)がアンケートを実施した。
「FBアンケート」の結果によれば「講義は分かり易かったか」との設問に対し 73％の

学生が「そう思う」又は「どちらかといえばそう思う」と回答している。また、「教員の説

明や指導は分かり易かったか」の設問に対しては、81％の学生が「そう思う」又は「どち
らかといえばそう思う」と回答している。

アンケートの結果は、各教員にフィードバックし、教授方法の改善に役立てるとともに、

教育目標の達成度を図る方法の一つとなっており、学生からの授業に対する意見について

は、次年度の学修支援に反映している。具体的な事例としては、教員の板書や声の聴きや

すさなどについて改善を図る他、自由記述欄に示された学生の意見を基に、授業での講義・

演習の割合や小テストの出題形式等を見直して次年度の授業に反映している。また、学科

によっては学生の意見を公開して、教員が各質問に回答する場を設けている。学生の意見
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をきちんと受け止める一方で、安易な学習態度を正す指導も行っている。

 「授業自己点検報告書」は、各教員が報告書を作成して教務課に提出する。報告書の形

で文書化することで、教員は授業の結果を検証し、問題点を見出して次回授業への改善を

図ることができる。これを毎年度行うことで、授業改善のサイクルを確立していく。また、

学科によっては報告書を基に検討会議を開き、問題点を共有し、各教員が授業改善に役立

てている。平成 25(2013)年度後期の授業自己点検報告書の提出率は約 70％である。
 平成 25(2013)年度からは、「FB アンケート」の結果を踏まえて「授業自己点検報告書」
を記入するように改めた。「FBアンケート」、「授業自己点検報告書」を中心とする点検・
評価の流れは、改善への FB を含めた教育改善サイクルの仕組みとしては有効であると評
価している。

（2）3－9の改善・向上方策（将来計画） 

「FBアンケート」の活用については、学科で検討を行い、FD委員会で集約し、教育改
善に向けた更なる組織的取組を充実させていくこととする。

「授業自己点検報告書」は全教員に向けて報告書を提出するよう依頼しているが、周知

徹底を図り督促を行う等の取組みは行っていない。提出率は現状では期待している数値に

届いていないと認識しており、FD 委員会や教務委員会等を通じて一層の周知を図ってい
く。

FD 研修会は毎年度実施しているが、これまで以上に教育改善の参考となる内容にでき
るよう、FD委員会でテーマ等を検討していく。
FD 活動全般については、全教職員を対象とした FD 活動活性化の啓蒙活動も必要と考え
ており、FD委員会で組織的な取組の充実を図る。
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基準 4．財務 

4－1 財務基盤と収支 

≪4－1の視点≫ 

4-1-① 

4-1-② 

中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

安定した財務基盤の確立と収支のバランス 

（1）4－1の現状と自己評価 

大学、高等学校、中学校及び専門学校を擁する法人全体においては、中長期計画に基づ

き、各設置校に予算を配分している。この予算配分は、財務部において、各設置校が事業

計画により作成する予算執行計画書を精査し行っている。

平成 24(2012)年 10月、学園創立 100周年記念事業として、名古屋市に高等学校及び中
学校の実験・実習や課外活動に使用する「淳和記念館」が完成した。これにより平成 9(1997)
年度に「若水キャンパス総合整備計画」として計画を開始、実施してきた高・中の校舎整

備は概ね完了した。

大学キャンパスでは、学生の安全への配慮と教育研究環境の整備・充実を目的として、

年次計画により、校舎の新築、建替え及び耐震補強工事を実施してきた。

平成 26(2014)年度に完成予定の大学校舎（仮称：新 2 号館）の建替え計画については、
平成 23(2011)年度から平成 25(2013)年度の第 2号基本金組入計画として合わせて 16.3億
円を組入れ、特定預金化を行っている。更に、今後の教育研究活動を推進する環境整備を

行うため、減価償却累計額の 3分の 1を目標として減価償却引当特定預金を設定し、平成
25(2013)年度末では、81億円を内部留保している。
法人全体の財政基盤、特に金融資産の状況については、平成 24(2012)年度末において、

要積立額 318 億円に対して約 90％にあたる 281 億円を有しており、その他の固定資産に
含まれる引当特定資産を除いた流動資産構成比率も 24.0％と平成 24(2012)年度全国大学
法人 500法人（医歯系法人を除く）の平均 13.3％を 10.7ポイント上回っている。このこ
とは、財政が資金流動性に富み、設備投資による資産の硬直化を招いていないことを表し

ている。

図 4-1-1 貸借対照表主要科目の推移
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収支のバランスについては、単年度において、法人全体の帰属収入から消費支出を減算

した帰属収支差額の収入超過を維持することが、安定した財務基盤に最低限必要であるが、

校舎建替に伴う旧校舎取壊しにより発生した資産処分差額を計上した平成 21(2009)、
23(2011)、25(2013)年度は、帰属収支差額が支出超過となった。しかしながらその金額は
6千万円を下回り、比率も 0.5％以下と財政基盤への影響は軽微であった。（表 4-1-1）
なお、消費支出超過額は、基本金組入額に応じて恒常的に発生しており、平成 25(2013)
年度末の翌年度繰越額は、約 42億円となっている。

表 4-1-1 消費収支計算書 帰属収支差額の推移
（単位：千円）

平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
A帰属収入 11,352,270 11,550,200 11,346,539 11,539,628 11,570,797

B消費支出 11,391,280 11,076,228 11,367,804 11,511,284 11,628,561
C帰属収支差額(A－B) △39,010 473,972 △21,265 28,344 △57,764
(C/A)帰属収支差額比率 △0.3％ 4.1% △0.2％ 0.2% △0.499%
D 基本金組入額 0 △1,751,738 △1,450,000 △650,000 △926,016
E消費支出超過額(C+D) △39,010 △1,277,767 △1,471,265 △621,656 △983,780

学生生徒等納付金は、平成 21(2009)年度から学生生徒数が増加に転じ、平成 22(2010)
年度以降、88～90億円台で安定している。（図 4-1-2）

図 4-1-2 法人全体の消費収支主要科目の推移

補助金、特に「私立大学等経常費補助金」については、「特別補助金」の交付制度が、平
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大学部門では、目標とする「50％」を下回っていることから（表 3-6-2）、比率を押し上げ
ている要因は、高等学校をはじめとする他部門にあることになる。
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教育研究の維持、向上を図るための教育研究経費については、平成 25(2013)年度におい
て、金額で 42億円あまり、比率で 36.3％を計上している。これは、平成 24(2012)年度全
国大学法人 500法人（医歯系法人を除く）の平均 31.2％を 5ポイント上回っている。
しかし、そのうち減価償却費の占める割合 40.7％は、501法人の平均 31.8％に比較する
と大きく、減価償却対象資産の取得、更に実質的には消費されずに蓄積される支払資金の

割合が多いことを示している。

大学部門の消費収支関係比率は、平成 25(2013)年度決算数値を全国大学 549校（医歯系
大学を除く）の数値と比較（表 4-1-2）しても、補助金比率、基本金組入率が低い数値で
ある以外は、一定の水準を維持している。

表 4-1-2 消費収支計算書関係比率比較
（単位 ％）

比率

区分

学生生徒等

納付金比率

補助金

比率

人件費

比率

教育研究

経費比率

基本金

組入率

消費収支

比率

愛知工業大学 83.8 5.8 46.9 36.2 △9.5 91.6 
全国大学 549校数値 79.5 8.8 49.2 33.2 △10.2 101.1 
※全国大学 549校（医歯系大学を除く）数値は、日本私立学校振興・共済事業団作成「平
成 25(2013)年度版 今日の私学財政 大学・短期大学編」より

図 4-1-3 大学部門の消費収支主要科目の推移

本学では、大学の教育研究の活性化を図り、外部資金の獲得に繋げるため、助成課にお

いて、予算事業や配分方法等の見直し、科学研究費採択へ向けての取組についての説明会

等を行っている。

学部等に配分する予算である「配分教研費」は、科学研究費を始めとする外部資金への

申請・採択状況により、教員個人あたりの算定額に加算している。また、65歳未満の専任
教員には科学研究費の申請を義務付けており、申請していない教員には、特色ある教育・

研究へ重点的な予算措置を行う学内助成「教育・研究特別助成」への申請資格を与えない

などの方策を講じている。
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表 4-1-3 科学研究費推移
年度

費目

平成 22年度平成 23年度平成 24年度平成 25年度平成 26年度

採択件数 30件 38件 38件 47件 51件
配分額（千円） 52,000 56,200 47,200 50,000 70,900 
間接経費（千円） 15,270 16,860 14,160 15,000 21,270 
合計（千円） 67,270 73,060 61,360 65,000 92,170 

平成 24(2012)年度には、総合技術研究所が主体となり、共同研究、受託研究等を通じて
地域・企業の発展に寄与するため、八草キャンパスにおいて「AITテクノフェア」を開催、
研究シーズを広く公開するなど、情報発信に努めた。総合技術研究所にはコーディネータ

ーを置き、外部資金獲得をサポートする体制も整えている。

資産運用収入は、従来から、資金運用規程により元金保証、安全確実を基本とし、会計

課において責任ある意思決定と執行管理に努めているが、運用対象の多様化や成果目標の

明確化は進んでいない。

本学は、平成 24(2012)年度に学園創立 100周年を迎えた。それに伴い、「受配者指定寄
付金」を始めとする募金事業を行うため、平成 22(2010)年度、学園事務局に学園百周年事
業準備室及び募金事務局を設置、教育環境の整備・充実事業の遂行に必要な費用に充当す

るため、「名古屋電気学園創立 100周年記念募金」を平成 25(2013)年 8月まで募った。集
まった寄付金は、高等学校及び中学校の実験・実習や課外活動に使用する「淳和記念館」

建設費の一部に充当するとともに、奨学金基金（第 3 号基本金）に 71,760 千円を組み入
れた。

（2）4－1の改善・向上方策（将来計画） 

学生、生徒の安定確保により、財政基盤は適正な状態を保持できており、近年の施設の

充実についても第 2号基本金の組入れ計画に基づき実施している。しかしながら、人件費
や減価償却額の増加により、翌年度繰越消費支出超過額は増加傾向にある。今後、教育・

研究目標の遂行や奨学金制度充実のための第 3号基本金組入れには、法人全体の単年度帰
属収支差額を収入超過とすることが基本となることから、長期的な事業計画に基づく財務

計画の見直しを随時行い、収入の掌握、支出の抑制に努め、年度予算策定に反映させ、更

なる財政基盤の安定化を図る。

人件費比率については、大学部門では目標を下回っており、比率を押し上げている大学以

外の部門における対応が重要となるため、人件費負担を軽減する方策を検討することとす

る。
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4－2 会計 

≪4－2の視点≫ 

4-2-① 

4-2-② 

・会計処理の適切な実施 

・会計検査の体制整備と厳正な実施 

（1）4－2の現状と自己評価 

本学園では、学校法人会計基準及び経理規程等に則り、法人事務局において会計伝票を

集約し、会計処理を行っている。

大学の教育・研究に係わる予算には、「配分教研費」を始めとするさまざまな予算制度が

あり、制度毎に設けられた規程等に従い、手続きが行われている。手続きについては、大

学庶務課において作成し教職員に配付している冊子「ひとりあるき」にも掲載しており、

会計処理の取扱と流れを明確にするよう努めている。

大学の「配分教研費」による予算執行は、内容が明確となる証憑書類の添付された会計

伝票の回付によって行われる。会計伝票は、摘要内容、金額、勘定科目等について、予算

単位の責任者、学部等責任者及び財務部の 3段階でチェックを行っている。

　12. 納品・検収　[商品・納品書・請求書]

　11. 物品購入願(控)返却 　10. 発注

　1. 発注依頼 　2. 見積依頼　[物品購入願] 　3. 見積

　　[物品購入願]

　13. 納品報告 　14. 納入報告及び物品購入願の返却要請

　　[納品書･請求書]

　15. 物品購入願の返却

　　[物品購入願]
　7. 決裁依頼 　8. 決裁依頼 　9. 決裁承認通知

　　[物品購入願] 　　[物品購入願] 　　[物品購入願]

　6. 見積報告･予算確認 　5. 見積報告・予算確認　[物品購入願]

　　[物品購入願]
　4. 使途確認

　　[物品購入願]

　20. 物品購入願の送付

　17. 支払依頼 　18. 支払依頼 　19. 支払処理

　　[伝票・必要書類※] 　　[伝票・必要書類※]

　21. 備品登録票の送付

　　[収支簿・伝票(控)] 　　[収支簿・伝票(控)]

研
究
者

(

発
議
者

）

取
引
先

調
達
課

学
科
事
務

　16. 納品確認書へサイン

学
部
事
務

庶
務
課

 ※　必要書類

 　・物品購入願
　　（納入確認書含む）
 　・備品登録票
 　・収支簿

会
計
課

管
財
課

決
裁
手
続

　23. 書類返却 　22. 書類返却

図 4-2-1 3万円以上の物品を購入する場合
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　1. 発注

　2. 納品・検収　[商品・納品書・請求書]

　3. 納品報告 　4. 支払依頼 　5. 支払依頼 　6. 支払処理

　　[納品書･請求書] 　　[伝票・必要書類※] 　　[伝票・必要書類※]

　7. 備品登録票の送付

　　[収支簿・伝票(控)] 　　[収支簿・伝票(控)]

研
究
者

取
引
先学

科
事
務

学
部
事
務

会
計
課

管
財
課

　9. 書類返却 　8. 書類返却

図 4-2-2 3万円未満の物品を購入する場合

法人事務局が有する物品調達、資産管理、会計、学納金及び人事給与各システムと大学

庶務課が有する旅費計算システムは、担当部門が各々独立して構築、管理している。一部

のシステムでは、会計処理のためのデータ出力・取込みや会計伝票の起票が可能であり、

事務処理の重複を回避しつつ、予算執行を円滑に行っている。

予算は、3 月に当初予算を策定するほか、必要が生じた場合は、補正予算を編成し、決
算と大きな差異が生じないよう努め、決算書は最終補正予算との対比で作成している。

「配分教研費」等予算を管理する者、部局等責任者及び会計事務担当者を対象とした、

研修会は開催しておらず、会計処理に関して職員が共通の認識を持っていることを検証す

るまでには至っていない。

文部科学省、愛知県、日本私立学校振興・共済事業団、日本私立大学協会等が開催する

研修には、常に財務担当者が専門的知識の向上を図るため参加しており、総務系、教学系、

研究所等の担当者にも広く参加を呼びかけ、会計処理を含む財務に関連する情報の認識を

共有するよう努めている。

財務部では、処理に不明な事項が発生した場合は、日本私立学校振興・共済事業団や監

査法人、税理士に照会し、指導、助言を受けている。

監査は、私立学校法第 37 条に定められた監事による監査と、私学振興助成法に基づく
独立監査人である監査法人による会計監査を実施している。

監査法人による平成 25(2013)年度の監査は、会計データ、元帳、証憑書類及び現預金と
の照合、物品購入等調達手続きの確認、備品実査、業務手続の確認及び計算書類の照合が、

25日間、延べ 68人によって行われた。その監査は、私学振興助成法に基づく計算書類の
適正性を判断するため、リスクアプローチに基づくものであり、誤った会計処理を防止、

発見できるような内部統制が有効に機能しているかを重視し、計画的に実施された。

監査室は、平成 23(2011)年 8月 19日付に文部科学省から通知された「研究機関におけ
る公的研究費の適正な執行等のための取組の徹底等について」を受け、大学庶務課と連携

し、預け金等研究費の不正使用に関する調査を行い、大学機関と「学園運営協議会」に調

査結果を報告した。

その後、前述の調査は助成課の業務とし、研究費等の不正使用防止に関するリーフレッ

トの配付などの啓発活動と併せ、恒常的に実施している。

また、科学研究費については、規程に則り、毎年内部監査を実施している。

本学は、物品購入、修理、出張等により経費を執行する場合、稟議書にあたる「伺書」

等を起案することとなっており、その決裁の過程で、調達部門による発注先の選定、会計
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部門による使途及び内容の確認、庶務部門における出張内容の確認等、当事者以外の部門

責任者が確認を行うことを原則としている。また、「伺書」等が不要となる小額な執行にお

いても、前述どおり段階のチェックを行っており、内部的な会計監査体制は確立している。

（2）4－2の改善・向上方策（将来計画） 

文部科学省で始まっている学校法人会計基準の改正が施行された場合、会計システムの

改修が必要となるため、その影響について財務部で検討を始める。

会計処理に関しては、「配分教研費」等予算を管理する者、部局等責任者及び会計事務担

当者を対象とした会計処理に関する研修会を開催し、認識の共通化、該当する規程や規則

に基づく処理の適正化を図るこことする。

監査については、情報・意見交換の機会を増やし、監事と監査法人の連携を強化するこ

とにより、双方の監査の効率化、精度の向上に繋げることとする。



愛知工業大学

55 

基準 5．自己点検・評価 

5－1 自己点検・評価の適切性 

≪5－1の視点≫ 

5-1-① 

5-1-② 

5-1-③ 

5-1-④ 

自己点検・評価項目などの適切性 

教職員参画への取組 

適切な自己点検・評価体制 

自己点検・評価の周期の適切性 

本学では、目的及び使命を達成するため、「愛知工業大学学則」第 1条において、本学
における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行うことを定めている。 

この目的を達成するため、「愛知工業大学自己点検・評価委員会規程」において、以下の

基準を定め、「建学の精神」及び「教育のモットー」並びに使命・目的に基づいた教育研究

活動が行われているかについて、本学の状況に即した基準項目と評価の視点を設定し、適

切な自己点検・評価を行っている。

1. 使命・目的・方針管理
2. 学生
（1）教育課程
（2）入試
（3）学生支援（就職・進学含む）
（4）学修環境（研究環境含む）
3. 管理運営
（1）管理組織・運営
（2）人事管理
（3）FD・SD 
4. 財務
5. 自己点検・評価
6. 教育研究の社会貢献

なお、基準の「教育研究の社会貢献」については、物的・人的資源の社会への提供状況、

企業や他大学、地域社会との連携状況など、本学の特色として設定している。

本学は、平成 11(1999)年度に学長の指名する専任教員を構成員とした「自己点検・評価
委員会」を設置し、自己点検・評価の基盤を整え、平成 17(2005)年度に委員会の構成員の
刷新を含めた抜本的な見直しを行い、全学的な体制とした。

現在、同委員会は、学部長、研究科長など教育研究に関する代表者及び教学センター長、

キャリアセンター長、入試センター長、大学事務局長など大学運営に関する部局の代表者

で構成しており、本学の教育研究水準の向上と社会的使命の達成のため、本学における教

育研究活動等の状況について自己点検及び評価を行うことを目的としている。

その後、平成 22(2010)年には、自己点検・評価委員会の下に、評価基準ごとに 4つのワ
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ーキンググループを設置し、より全学的・組織的な取組とした。各ワーキンググループは

それぞれのグループの検討事項に関連する部局等の職員で構成し、部課長をグループ長と

して置いており、グループ長及び副グループ長が、自己点検・評価委員会に陪席すること

によって、委員会における審議内容を各部局で共有している。このワーキンググループで

は、点検・評価項目と関連する業務を通じて、評価の視点や評価の根拠となる事実の証明

等、自己点検・評価全体にわたり検討を行って来たが、平成 25(2013)年度には、恒常的か
つ詳細な検討を行うためワーキンググループを再編し、9 つに細分化した。このことによ
り、多くの職員が参画することとなっている。

なお、教育課程、学生生活、就職活動などについては、それぞれの事項について協議・

検討を行う委員会として「教務委員会」、「学生委員会」、「就職委員会」などを置き、恒常

的な点検・評価を行い、必要に応じて「教授会」、「運営会議」等に諮っている。

現在、「自己点検・評価委員会」において学長は構成員となっていないが、規程のとお

り「本学における教育研究活動等の状況について自己点検及び評価を行うこと」を目的と

しており、恒常的な取組としているため、特別な場合を除き、学長は参加していない。し

かし、基準項目の見直しなど重要な案件については、「大学協議会」において審議するこ

ととなっている。

したがって、学長は、大学における最高責任者であり重要事項の審議・決定を行う「大

学協議会」、「入試委員会」などには議長を務めており、最終的な決議機関ではない自己点

検・評価委員会の構成員とはなっていないが、「自己点検・評価委員会」の会議内容につ

いては、事前に説明を行っている。

これまでの自己点検・評価については、平成 14(2002)年度に大学基準協会の相互評価、
平成 19(2007)年度及び平成 25(2013)年度に日本高等教育評価機構の大学機関別認証評価
を受審しており、その結果を「自己点検・評価委員会」で検証している。

しかしながら、自己点検・評価委員会の委員は任期制の者がほとんどであることと、恒

常的な業務として自己点検・評価を実施するために事務職員で構成するワーキンググルー

プを設置している。さらに、認証評価受審時には時限的な作業チームを設置、自己点検・

評価ワーキンググループと連携し、取りまとめた自己評価報告書の内容確認や資料作成を

集中的に行う体制を図 5-1-1のとおり整えている。

図 5-1-1 認証評価受審の体制

自己点検・評価委員会

【ワーキンググループ】

基準毎に関連する部課長を責任者とし

ておき、委員会委員（学部長等）の下、

恒常的な自己点検・評価を行う。

【作業グループ】

自己点検・評価の実施又は認証評価の

受審に伴い、内容の確認、全体の整合

性、文章の統一など申請書類作成及び

実地調査の対応等を行う。

庶務課

（庶務事項）
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本学は、これまで全学的な自己点検・評価の周期は特に定めていなかったが、平成

24(2012)年度に平成 21(2009)年度に行った学部設置の完成年度を迎えたことから、学部学
科の新設、再編、収容定員の変更といったさまざまな取組の効果を定期的に検証するため、

平成 24(2012)年度に規程を改正し、「3 年ごと及び学長が必要と認めた時」に自己点検・
評価を実施することとした。3年に 1度実施することにより、1年間を検討期間、1年間を
改善実施期間として取組むことができる。

さらに、特定の基準や項目について、学長が早急な検討が必要と判断した場合は、期間

にかかわらず、点検・評価を行うこととしている。

以上のように、本学の自己点検・評価は、全学の組織の代表者、各部局の責任者が参画

している。また、本学の状況に合わせた基準項目、評価の視点を設定し、自己点検・評価

の周期を新たに設定するなど、自己点検・評価は適切に実施されている。

（2）5－1の改善・向上方策（将来計画） 

本学の自己点検・評価は、使命・目的の下、本学の状況をふまえた独自の評価項目を設

定し、ワーキンググループを設置するなど、関連する教職員が参画し、恒常的な自己点検・

評価を行うことを意図した取組となっており、自主的・自発的な点検・評価であるため、

当面は維持することとする。 

近年の自己点検・評価委員会での検討事項は、認証評価に関する事項がほとんどであっ

たため、平成 26(2014)年度からの自己点検・評価においては、本学の状況に合わせた基準
項目、評価の視点を設定し、今後は、これらに合わせた自己点検評価を実施することとし

ているが、必要に応じて構成員、基準項目、評価の視点の変更を行うこととする。 

今後の課題は、全教職員に自己点検・評価の必要性をどのように浸透させていくかであ

り、そのため、自己点検・評価報告書の配付に加え、ワーキンググループの構成員を拡充

することも視野に入れることとするが、論点が分散化しないよう役割を明確にする必要が

ある。 

本学では、平成 24(2012)年度に規定を改正し、自己点検・評価の周期を「3年ごと及び
学長が必要と認めた時」としたため、2、3周期はこの設定が適切かどうかを検証すること
とする。 

5－2 自己点検・評価の明確性 

≪5－2の視点≫ 

5-2-① 

5-2-② 

5-2-③ 

情報の一元化と共有 

根拠に基づく自己点検・評価 

情報の分析と活用 

（1）5－2の現状と自己評価 

本学の自己点検・評価は、本学規定に基づく評価項目ごとに担当者を定めて点検・評価

を行っており、根拠資料を一元化して集約するため、ワーキンググループにおいて根拠資

料の整理を行っている。平成 24(2012)年度からは、エビデンスに基づく点検・評価を実施
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するため、外部に公表している刊行物や各種報告書を庶務課に集約し、閲覧できる取組も

開始している。

教育研究上の目的に関する情報、教育研究環境に関する情報等の基本情報及び学園の事

業報告、財務諸表については、平成 23(2011)年度から取りまとめてホームページに掲載し
ており、毎年情報を更新することにより、情報の一元化と共有を図り、点検・評価の際の

資料としても活用している。事業報告や財務諸表に関しては、関連部署による確認を経て、

「理事会」に諮り、正確性を確保している。

このように、自己点検・評価の実施にあたっては、根拠資料を集約、現状把握に努めて

おり、これらを基に分析のうえ自己点検・評価を実施するため、それぞれの記述毎に根拠

資料を記載するよう様式を統一し、根拠に基づく自己点検・評価を実施している。 

自己点検・評価の実施及び大学機関別認証評価の受審後は、内容及び結果を冊子で学内

の教職員全員に配付することにより情報を共有し、ホームページに掲載することにより社

会に公表している。

 現状把握のための調査及びデータ収集に関しては、以下の表 5-2-1とおり実施しており、
支援対策や授業方法の向上に活用している。 

表 5-2-1 自己点検・評価に関連する調査 
収集内容 時期 取りまとめ・分析担当

学生数、教員数、教育課程の状況、教員

の年齢構成などの教育・研究及び管理運

営に関わる基礎データ 

毎年度 庶務課 

「学生生活実態調査」 

学生の多様化するニーズや、学内外での

学生生活の実情及び満足度 

平成 17(2005)年度
平成 21(2009)年度 
平成 25(2013)年度 

学生支援本部 

「授業フィードバック」アンケート

学生意見の汲み上げ

（co-net.で実施）

前期、後期各 1回 
※常勤教員について

は 1科目以上の実
施を義務化 

FD委員会 
各教員 

また、毎年度、過去 10 年間を対象として、「教育方法の実践例」「作成した教科書、教
材」等の「教育に関する事項」と「著書」「学術論文」等の「研究に関する事項」を記載し

た「教育・研究業績」を教員が自ら作成し、庶務課において取りまとめ、ホームページで

公表している。そのうちの基本情報については、「教員一覧」という冊子としても、隔年で

発行している。

これらの情報のホームページ掲載については、担当課で柔軟に情報の修正・変更等の対

応にあたっており、外部へ発信する情報の正確性を保つよう努めている。

以上のように、本学では、定期的な基礎データの集約等による現状の把握、根拠資料の

整理、刊行物等の集約等根拠資料に基づく自己点検・評価、各種情報の公表などを恒常的

な取組として庶務課が主として行っており、自己点検・評価の体制は整備されている。
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（2）5－2の改善・向上方策（将来計画） 

本学では、事実の説明で記述したとおり、透明性の高い自己点検・評価を行うため、根

拠資料を整理する体制を整備し、教育情報をはじめとした各種データの一元管理を進めて

おり、情報の公表は引続き継続するが、平成 26(2014)年度から開始される国公私立共通の
検索システム（大学ポートレート）に参加することとしている。大学ポートレートへの参加により、

教育の質を保証・向上させていくための教育情報を収集し、分析することによって、自らの活動の

課題を把握し、それを教育改善に生かしていくこととなる。大学ポートレートは、各大学が公的な

教育機関としての説明責任と教育の質の保証・向上という責務を果たすため、その支援方策として

教育情報の活用・公表のための共通的な仕組みとして提供するものであるため、より透明性の高い

情報の公開となる。

自己点検・評価については、平成 24(2012)年度に規程を改正し、3年ごとに行う事とし
たため、恒常的な自己点検・評価の実施体制を整備し、大学ポートレートを活用した、学

外者からもわかりやすい情報公開の下、定期的な自己点検・評価を行うこととする。 

毎年行っているデータ収集の収集については、大学ポートレートを活用することによっ

て、定期的に更新することとするが、平成 26(2014)年度は、公開する事項、内容について
関係部署で十分検討することとする。また、現状をより詳細に把握するため、学生生活実

態調査等の調査についても継続することとし、本学の現況を把握するためのデータを収集、

整理し、自己点検・評価の実施について改善・向上を図る。 

情報の公表については、冊子の配付やホームページでの公表により、自己点検・評価の

結果の学内共有、社会への公表を行っているが、教育情報を始めとするさまざまな情報の

公表が求められていることから、今後はさらにデータや情報を充実し、表現等にも考慮し

ながら、わかりやすく公表していくこととする。また、学内においても自己点検・評価結

果を共有し、教職員の意識向上に努めることとする。 

さらに、平成 26(2014)年度から、大学 IRコンソーシアムに加盟するとともに、学内に
おける IRに関する組織体制の構築の検討を開始した。

5－3 自己点検・評価の公表と活用 

≪5－3の視点≫ 

5-3-① 

5-3-② 

5-3-③ 

自己点検・評価の結果の公表 

教職員の情報共有と活用 

組織的な PDCA サイクルの確立 

（1）5－3の現状と自己評価 

本学における自己点検・評価は、教育研究に関わる事項、管理運営に関わる事項につい

て恒常的に検討している。結果については、自己点検・評価委員会に報告するとともに、

報告書として取りまとめて全教職員に配付、ホームページに公開しており、全ての教職員

が認識している。 

平成 25(2014)年度に受審した大学機関別認証評価では、自己点検・評価委員会が主体と
なって全学的な体制で取組み、その評価結果を受けて、平成 26(2014)年度に自己点検・評
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価を実施し、報告書にまとめ、改善・向上方策の検討に着手した。

本学では、教育研究に関わる恒常的な取組は「運営会議」において、管理運営に関わる

取組は「学園運営協議会」において検討を行っている。これらの会議は毎週開催しており、

検討結果は会議等で周知徹底されている。

大学の教育研究等に関わる最高審議機関である「大学協議会」の審議事項については、

各教授会に報告又は審議されており、全学的な取組として計画し、実施にあたっては教務

委員会を始めとする各種委員会で検討している。「大学協議会」には、各部局等の事務の長

が陪席しており、議題等については各部局にも周知されている。

このように、教育研究に関する事項は、教務委員会をはじめとする各種委員会、教授会、

「大学協議会」で、計画、実施、検証、改善を行うことによって、全学的に共有している。

一方、恒常的な取組や日常的な諸問題については、迅速かつ円滑に実施するために運営会

議で検討し、重要な事項については「学園運営協議会」に報告しており、全学的な PDCA
サイクルが確立し、機能的に運営されている。また、管理運営に関する事項は、「学園運営

協議会」と「大学協議会」又は運営会議が密接な連携を行うことによって、PDCAサイク
ルが確立し、機能的に運営されている。

日常的な業務の点検・評価の取組としては、平成 24(2012)年度から各事務組織において
業務の検証、改善の実施・報告を開始した。

自己点検・評価委員会においては、定期的に自己点検・評価を実施し、教育研究に関する

事項及び管理運営に関する事項の PDCAサイクルが確立されているかを検証している。

（2）5－3の改善・向上方策（将来計画） 

本学の自己点検・評価は、平成 19(2007)年度の認証評価受審以降、平成 21(2009)年度
の実施内容をHPで公開し、学内には冊子で配付した。そして、平成 25(2013)年度の認証
評価結果の公表方法を検討したが、現在の情報伝達のツールとしては、ホームページによ

る公表が最も効果的と判断し、ホームページの公開と学内への報告書の配付とした。現在、

ホームページの全面リニューアルを検討しており、より分かり易い公開を目標としている。

多様化する教育研究における諸問題については、教務委員会を始めとする各種委員会又

は学部学科等において恒常的に検証し、教授会、「大学協議会」において審議することを継

続して行う。 

日常的な諸問題においては、毎週行う運営会議で提議され改善、実施する仕組みが確立

されているが、さらに審議事項を整理し機能性を充実させる。

大学の機能を充実し円滑に行うためには、日常的な業務を常に点検・評価する必要があ

るため、事務分掌を検証するとともに、各部署において業務の自己点検・評価を行い、ワ

ーキンググループを通して自己点検・評価委員会へ報告することを義務づけることとする。

本学では自己点検・評価の結果を、学部・学科、研究科、教学センターなどそれぞれの

部局において検討、必要に応じて関係部局と協議しながら、各委員会で検討し、教授会、

大学協議会で審議されており自己点検・評価の結果の活用のための PDCAサイクルの仕組
みが確立されているが、時代に即した点検・評価の項目を見直すこととする。

さらに、より実効ある PDCAを行うためには、数値目標を設定し、誰が、何時までに、
行うかなどのチェック機能体制を検討する。
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基準 6．教育研究の社会貢献

6－1  研究の社会貢献 

≪6－1の視点≫ 

6-1-① 

6-1-② 

6-1-③ 

研究成果の社会貢献に対する組織・体制と方針 

研究成果とその成果の社会への公開（公表）性 

研究成果の社会貢献（活用）度 

（1）6－1の現状と自己評価 

本学では、基準 1から基準 5で記述したとおり、使命・目的、学修と教授、経営・管理
と財務について法令に基づきながら、大学の建学の精神と教育のモットーの下、特色を活

かしつつ高等教育機関としての責務を果たし、適宜、点検・評価を行ってきた。大学の使

命・目的は、人材育成が第一であるが、教育研究の成果を社会に貢献することも重要な責

務である。そのため、研究においては、社会情勢とニーズに合わせ、地震・防災、省エネ

ルギーなど本学が持つ物的資源と人的資源を活用した研究に重点的に取組み、その成果を

社会に公表するともに産学官連携により地域の産業に寄与している。 

本学の研究活動は、専門横断的な体制を取入れ、更に地元産業界との連携をも意図した総

合技術研究所を基点に実施している。特に、文部科学省私立大学学術研究高度化推進事業と

して、ハイテク・リサーチ・センター整備事業(平成10(1998)年度採択）、産学連携研究推
進事業（平成16(2004)年度採択）、同社会連携推進事業(平成18(2006)年度）及び学術フロ
ンティア推進事業(平成14(2002)年度採択）が選定され、それぞれの事業を推進した。これ
らの事業については文部科学省の支援終了後も大学経費により研究を継続して実施してい

る。更に、平成21(2009)年度には私立大学戦略的研究基盤形成支援事業が選定され、グリー
ンエネルギー研究拠点形成のための研究を進めている。これら事業は、電気、材料、環境、

土木、建築に亘る工学に関わるさまざまな分野にまたがり、「工学系大学屈指の学術研究拠

点」を形成している。いずれも、他大学、研究所、企業等、学外の機関との連携により進め

ているもので、研究の一元化と活性化を図るため総合技術研究所が統括している。 
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１ 総合技術研究所 

●組織・体制と方針

  総合技術研究所は学園の80周年を記念して、教育・研究の国際化・先端化・多様化に
対応した大学研究活動の活性化、地域産業界との連携を深める研究・技術開発の拠点とし

て平成4(1992)年度に設立し、学内の各種研究事業の取りまとめ、学内外における共同研
究、学外からの委託研究、更には国際共同研究等の流動的研究の受入れ窓口業務、支援業

務及び研究を行っている。 

資源の少ない我が国は、豊かな国造りには産業振興が必須である。工科系大学として

「ものづくり」マインドを有する若手技術者を育成するため、産業技術に関する研究推

進を支援するとともに、共同研究・知財管理など産学官連携事業を一元管理している。 

  総合技術研究所は専任教員を置き、所長と兼任教員 7名を中心に共同研究・受託研究
を実施している。また、研究所に設けられた社会連携室では、共同研究・受託研究等の

受入窓口として、教員との接点拡大に努めている。 

  総合技術研究所の運営は、専任教員と兼任教員から構成される運営委員会における事

業計画と予算審議に基づき、所長、専任教員及び事務職員が毎月開催する総研ミーティ

ングで、研究の進捗、環境安全管理状況等の把握を行っている。知的財産管理は総合技

術研究所事務室が所掌し、取扱を研究支援委員会で審議している。 

●社会への公開性

総合技術研究所では、契約書に基づき企業等から研究資金を受け入れる従来型の受託研

究、共同研究のほか、社会との連携を推進強化するため、企業等が大学に納入する研究資

金に加えて大学が同額を負担するマッチングファンド形式のプロジェクト共同研究(A)と
大学の経費のみによるプロジェクト共同研究(B)を公募し、毎年度数件を採択実施しており、
応募数も年々増加している。この本学独自の方式により、研究資金の捻出が難しい企業等

における研究開発の推進に大きく貢献している。

これら共同研究等による研究成果は、原則として総合技術研究所研究報告として印刷し

冊子体として毎年度刊行するとともに、同内容をホームページで電子ファイルとして掲載

している。更に、プロジェクト共同研究に関する成果は前記報告書のほか、毎年度、総合

技術研究所シンポジウムを公開で開催し、関連企業の出席を得てその成果の普及に努めて

いる。

学内での一般の研究成果は関係学協会での学術講演会・研究会等での発表のほか、企業

における事業に直接結びつく成果は技術シーズとして「愛知工業大学技術シーズ集」に掲

載公表するとともに、各種テクノフェア等で研究シーズとしてポスター展示している。

平成23(2011)年度からは、愛工大テクノサロンを企画・開催（年2回）し、シーズの公開
と企業からの意見を聴取する場としている。更に、平成24(2012)年度は、八草キャンパスで
12月に「愛工大テクノフェア」を開催し、本学のすべての研究分野における研究成果の公
表と研究シーズの公開を行い、平成26(2014)年度にも、「愛工大テクノフェア2014」を開催
した。
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●社会貢献度

各種イベントにおける研究成果及び研究シーズの公開は、関連研究者及び企業の研究開発

者の啓発に貢献している。特に、豊田市、安城市、大府市などの近隣自治体が主催するイベ

ントに積極的に参加し、大学の教育研究活動の理解増進とともに地域における研究成果の普

及に貢献している。 

産学連携を主旨とする共同研究、プロジェクト共同研究の成果は対応する企業における関

連技術の推進に貢献している。また、学内教員による知的財産は大学帰属の特許等として、

特許申請又は登録し、その一部は、関連企業において実施されている。 

２ 耐震実験センター 

●組織・体制と方針

耐震実験センターは平成 10(1998)年、文部省（当時）のハイテク・リサーチ・センター
構想に基づき約 10億円の予算で設立され、平成 11(1999)年 4月から活動を開始した。設
立目的は、我が国の公共構造物、建築物等の重要施設の耐震性を高めるための実験的研究、

その他の構造実験を遂行することで、実験施設の規模は、我が国における大学の中では最

大、最新の設備であり、本学だけの施設ではなく、広く社会に公開して、企業、公共団体

との共同研究、委託実験も積極的に行うことがうたわれた。すなわち設立当初から、この

分野での社会的貢献を積極的に行うことを目的として設立されたものである。 

耐震実験センターの組織・運営は、センター長と兼任教員 4名で構成する運営委員会で
行っている。 

 運営委員会は概ね月 1 回、定期的に開催し、総合技術研究所から事務担当として 1 名、
耐震実験センター技術員と事務員も加わっている。審議内容は現在活動状況、予算の執行

状況、実験実施上の問題点の整理等である。耐震実験センターでは年間の活動内容の半分

は、直接的な社会的貢献となる企業、公共団体等からの委託実験であるため、実験実施時

期等の調整も行っている。 

 社会的貢献の基本方針は、学術的研究は論文にして学会誌等に投稿し、社会に発表する

ことであり、委託実験では、学外社会からの実験申込みに対しては、「可能な限りすべてわ

け隔てなく受け入れる」ということである。 

このように、成果の社会的貢献に対する組織・体制は整っており、定期的に運営されて

おり方針も明確である。 

●社会への公開性

研究成果は、学術的研究によるものと学外からの委託試験、共同研究等に分けられる。

このうち学術的研究に関しては論文としてまとめられ、毎年、約 10 篇が学術誌等に発表
されている。 

本学の耐震実験センターは我が国の大学としては最大の実験設備を有しており、実験そ

のものは他大学に比べ、比較的大規模で、実験準備等に 1、2 か月かかる場合もあり、1
年間に行うことができる実験数にはおのずと制限がある。毎年 10 件程度の実験数は、実
験施設としては上限の数であり、平成 11(1999)年の実験センター開設以来、年末年始の休
日を除き、ほぼ 1年中何らかの実験が行われている。 
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本センター開設以来、5年ごとに公開シンポジウムを開いて、研究成果の公開、講演を
行ってきた。 

●社会貢献度

このような背景のため、他の実験施設ではできないような大規模でユニークな実験が数

多く行われ、社会に対する貢献度はこの種の実験施設としては著しく大きいと評価されて

きた。設立当初からの 10年間で社会的に貢献度の大きい実験は次のとおりである。 
① 現在世界の最先端旅客機であるボーイング社の 787 型機のカーボンファイバー製機体
の疲労実験は、本実験センターの施設が使用された。疲労試験後の破断試験では、450tf
静的アクチュエータ 4 本が用いられたが、その組み合わせ、設置方法に関しては、本
学から提案された方法が有効に活用された。 

② 当時の運輸省船舶技術研究所からの受託試験では、タンカーの衝突時のオイル漏れを

防ぐためのエネルギー吸収型鋼製船舶の船首部分の圧縮試験 

③ JR東海の新幹線の架線フレームの長さ 14ｍ、高さ 10ｍに及ぶ実大モデルに対する実
地震波入力耐震実験 

④ 地震時に最重要施設となる都市内高架高速道路の各種形態の鋼製橋脚の繰り返し載荷

実験 

 文部科学省による 10年間の課題申請期間終了後、5年目を迎えたが、この間の研究活動
は、従前の研究期間とほとんど変わらず、活発に活動を続けている。 

その後に行われた主なテーマは、以下のとおりである。 

① 構造物の耐震安全性を経済的に向上させる各種のダンパーの開発 

② 国立西洋美術館からの委託によって、彫像の免震滑り台が水平動に加え、非常に大き

な鉛直方向地震動を受けた時の挙動を調べるための振動実験 

③ 最近では、鋼製橋脚の水平 2方向載荷ハイブリッド実験法を開発 
以上のように本センターは設置後 16 年を迎えたが、多くの貴重な耐震実験を行い、本

研究成果の社会への貢献度は高いと評価している。 

３ 地域防災研究センター 

●組織・体制と方針

地域防災研究センターは平成 16(2004)年度に文部科学省の私立大学学術研究高度化推
進事業（産学連携推進事業）「地震情報活用と防災拠点形成による地域防災力向上技術開発

（5年間）」に採択され、設立された。課題が示す通り、本センターは地域への社会貢献を
行うため、以下の体制で組織し運営を行っている。

学内の附置研究施設として総合技術研究所に属し、地域防災力向上に関する学術的・応

用的研究及び大学院高度教育・社会人教育を実施している。ポストドクトラル研究員の採

用など若手研究員の育成にも成果を挙げており、方針も明確である。

① 本センターは、学内兼任教員の他、客員教員、ポストドクトラル研究員、学外連携者、

さらに企業 3社と連携し、研究を行っている。
② 運営委員会

学内教員によるセンター運営委員会（月 1回）を開催している。
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③ 地震防災コンソシアム

 本学研究員及び学外研究員により全体会議（年 1回）及び例会（月 1回）を開催してい
る。

 本センターでは、次の 3つのコンセプト、4つのプロジェクト及び 2つの連携を掲げて
いる。

コンセプト

① 大学の施設としての責務

・高校生見学会、一般市民見学会、コミュニティ研修会等の開催、オープンキャンパス

等での一般公開（年間 約 1,000名来訪）
・マスコミへの積極的な情報発信

② 高度な研究・教育活動の推進（若手研究者の育成）

・ポストドクトラル研究員の採用（8年間で 7名）
・博士学位授与者（研究指導）（3名）
③ 防災の愛工大を社会に発信し、大学に貢献

プロジェクト

・緊急地震速報・地震動・企業防災・地域防災に関する基礎研究

・大学院博士課程の育成やポストドクトラル研究員採用育成による教育活動

・市民・学生・子どもへの防災教育活動と地元地域との連携による社会貢献

・大学を地域の防災拠点として活用する構想

連携

・産学連携の推進（あいぼう会、ベンチャー企業設立、共同研究）

・学内連携（総合技術研究所、地震時の危機対策本部設置、防災訓練、入試広報活動）

●社会への公開性

本センターは、学会発表、学会誌投稿、シンポジウム開催、報告会の開催、年次報告書

の発行、ホームページ等により成果を公開している。

① 学会、学会誌への投稿、シンポジウム、報告会の開催、年次報告書の発刊

本センターにおける研究成果は、国内外を問わず積極的に投稿している。また、企

業、大学関係者などを招き定期的にシンポジウム、報告会を開催している。 

研究成果は「年次報告書」にまとめ毎年、発刊している。 

② 企業防災ネットワーク地震に強いものづくり地域の会（あいぼう会）の結成

本センターが中心となって、地震情報配信先企業（特別会員）を中核に、企業防災

に意欲的な企業（一般会員）、愛知県・豊田市・幸田市消防本部（アドバイザー）、中

部電力・東邦ガス・中部経済連合会・名古屋商工会議所（専門委員）、地震防災コンソ

シアム参加企業により「あいぼう会」を組織している。産学官が一体となった組織は

珍しいが、特に本会は地震情報配信というハード面のシステムを核とした組織であり

注目を集めている。本センターは、同会の運営、施設提供等に対し支援を行っている。

③ 高校生・市民・産業界を対象とした見学会・セミナーの開催

本センター1階に高校生・市民・企業の防災担当者等を対象とした見学会・セミナー
の開催ができるスペースを備えている。高校生の本学見学コースの代表的施設となっ
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ており、30分程度の説明を行っている。地域コミュニティ、子ども会等の見学・研修・
体験学習の場としても提供している。経済団体、企業防災担当者会等の研修・見学会

も多く引き受けている。

④ 展示会等への出展

建設技術フェア、産学連携テクノフェアに出展し、研究の成果を公開している。

⑤ 公開講座開催・講演会への講師派遣

  本学のオープンカレッジ（公開講座）として「地域防災研究センター講座」を担当し、

市民に防災意識の向上を促している。その他、企業、コミュニティ、自治体主催の講演

会にも多くの講師を派遣し、市民・防災担当者に対する防災教育・防災啓蒙活動を積極

的に進めている。

●社会貢献度

あいぼう会、社会人防災マイスター養成講座、市民向け公開講座、センター見学会、近

隣都市との連携、企業、自治体との共同研究などが図られている。また、緊急地震速報の

配信技術を確立し、ベンチャー企業立ち上げによる配信事業の企業化を通じて地域の企業

へ社会還元している。 

① 社会人防災マイスター養成講座

 企業防災担当者を主な対象として、1年間にわたり職場や地域において災害対策や被
災者支援のリーダーとなる専門家を養成している。主に moodle を使用した e ラーニ
ングにより、いつでもどこでもパソコンで講義が受けられる。所定の講義を受講し、

全ての科目に合格した者に「履修証明書」を発行している。

② 瀬戸市との連携 

地元の瀬戸市のラジオ局に講師を派遣し、防災の話をする、瀬戸市消防出初め式に

おける防災フェアに出展するなど、防災・減災に関する啓蒙活動を行っている。 

 ③ 企業、自治体との共同研究

   地域防災力を向上させるための技術を企業、自治体と共同で研究・開発している。 

④ ベンチャー企業の立ち上げ

本センターでの研究成果を実用化し、さらに社会に貢献するため、学内にベンチャ

ー企業を立ち上げ地域への社会還元を行っている。 

⑤ 防災訓練の実施

平成 18(2006)年度から実施している大学全体の防災訓練において、本センターが主
体となって実施している。毎年、多くの大学が見学に訪れるほど、他大学における防

災訓練にも大きく寄与している。

４ エコ電力研究センター 

●組織・体制と方針

エコ電力研究センターは平成 18(2006)年度に文部科学省の私立大学学術研究高度化推
進事業（社会連携推進事業）に採択され、瀬戸市役所、豊田市役所などの地方自治体、NTT
ファシリティーズ、山洋電気、日東工業、新神戸電機などを含む企業との共同研究を実施

すると共に、事業終了後は大学附置施設として、プロジェクト研究で見出された新しい課
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題に対して、社会貢献に向けた研究組織や研究体制を維持している。また、事業終了後も、

山洋電気、NTTファシリティーズ、新神戸電機と協同研究を実施している。 
同センターは、世界的問題になっている地球温暖化防止のためのクリーンな電気の供給

を目的とし、産学一体で進めるプロジェクト「マイクログリッド導入による次世代型電力

供給システムの開発」を実施している。プロジェクトは 5 か年計画で、「太陽光や風力な
どの発電能力の向上」、「新しい発電システムの開発」、「燃料電池発電システムの改良」、「ネ

ットワークを構築するための系統連携装置や電力貯蔵装置の新規開発」などを研究課題と

し、自治体や企業とも連携して、新しいシステムの実現を目指して研究を実施してきた結

果、概ねその目的は達成した。 

立ち上げ期より、「一貫して社会に貢献する」ことを方針として研究を行ってきたが、5
年間における研究成果を実用化することによって、さらに社会に貢献することを目的とし

ている。 

同センターの組織・運営は、センター長と学内兼任教員の他、客員教員、企業や地方自

治体と連携し、研究を行っている。同センターの運営は、定期的に開催する運営委員会で

決定している。 

●社会への公開性

エコ電力研究センターでは、学会活動や国際会議での多くの研究発表はもとより、エネ

ルギー関連講座や新電力供給システム(スマートグリッド)に関する多くの展示会出展など、

研究成果の公開に努めている。 

① 各種のスマートグリッド展やエレクトロニクスショーへの出展 

② 講習会講師，招待講演講師などへの積極的参加 

③ 企業、地方自治体からの見学 

④ オープンキャンパスなどでの一般公開 

これらの公開により、研究内容や学内に構築したマイクログリッドによる電力供給

システムの多くの見学依頼、研究内容やグリッド運用に関する多くの問合せなどが寄

せられている。 

●社会貢献度

プロジェクト研究の中で開発した「給電システムおよび給電システムの制御方法」(特許

第 4819762)が商品化し、岐阜(可児市)の花フェスタ記念公園や日産リーフ横浜展示場の
給電所さらに公園の再開発のシステム、公立高校の実験システム、コンビニエンスストア

の店舗の避難所としての対策など、環境に対する関心度が高まる近年、本センターの研究

成果はさまざまな分野で活用され、社会貢献に大きく寄与している。 

東日本大震災以後、電力需給の逼迫による計画停電が実施されエネルギー問題がこれま

で以上に重要となっている。このような状況において、平成 24(2012)年 7月より実施され
た再生可能エネルギーによる全面電力買取制度が実施されたことにより、本研究センター

にて開発した新電力供給システムはその必要性が高まり、多く公共設備や一般設備の中で

採用され、社会貢献に一層の成果が期待される。
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開発したシステムは、平成 25(2013)年 3月末までに仙台市の小学校 14校と、公民会館
2カ所に導入された。

５ グリーンエネルギー研究拠点 

●組織・体制と方針

グリーンエネルギー研究拠点は、平成 22(2011)年度に私立大学戦略的研究基盤形成支援
事業として選定された 5年間の時限的な事業である。
「低炭素社会の実現」が 21 世紀の科学技術者に与えられた喫緊の課題である中、本プ
ロジェクトでは、安心・安全社会を創る省エネルギーのための基盤技術の研究開発を更に

推進するため、特に、太陽光発電、蓄電、電力変換装置及びこれらの高効率統合システム

に関する要素技術を研究開発し、低炭素社会実現のためのグリーンイノベーションに貢献

することを目指している。 

本プロジェクトは、総合技術研究所の研究プロジェクトとして、学内の教員 15 名に、
外国 9か所、国内 3か所の研究機関の研究者を加え、四つの研究グループを構成して共同
研究を推進している。本プロジェクトテーマは地球規模の課題を取り上げているが、特に

アジア地域での適用性を念頭におき、韓国、インド、中国との連携強化に努めている。 

運営は、拠点代表者（研究所長が兼務）の下、各研究グループの代表者（グループリー

ダー）で構成されるグループリーダー会議における審議に基づき実施している。研究課題

の抽出、予算配分、ポストドクトラル研究員の採用計画等の企画の他、予算執行状況の把

握と補正などを審議し、その結果は全学委員会である研究支援委員会に諮っている。 

●社会への公開性

太陽光エネルギー利用に関する、発電、蓄電、送電技術、並びに省エネルギー機器に関

する研究成果はすべて、学術雑誌、国際学会、国内学会等で発表しているほか、本学ホー

ムページにその成果を公表している。また、毎年度「進捗状況報告会」を公開で開催し、

学外研究開発者の参加を得て研究成果の報告と今後の研究推進のあり方を討論している。

更に、平成 22(2010)年度と平成 24(2012)年度には国際シンポジウムを公開で開催し、外
国研究機関の研究者を招き、本研究テーマに関する俯瞰的な討論を行うとともに、大学院

生によるポスター展示発表を行い、学内外の学生・大学院生への啓発活動を行った。 

本プロジェクトは、平成 26(2014)年度に最終年度となるため、5年間の成果を発表する
ため、国際シンポジウムを行った。 

●社会貢献度

本プロジェクトによる研究成果はすでに 50 編を超す学術論文として印刷公表されてい
る。個々の成果は,関連国際会議の他、国内で開催の「電気学会」、「応用物理学会」等が主

催する学術講演会で公表しており、関連研究者に広く周知されている。また、本研究拠点

の事業実施に伴い、韓国、インドの研究機関に所属する研究者を通して、第 3の研究機関
との研究交流が派生しており、国際的な輪が広がりつつある。 

研究開始後、3年を経過し、要素基盤技術の研究を推進している。研究機関の後半(平成
25～26年度）は要素技術の統合に向けての研究を進めるべく研究をシフトさせている。成
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果の実デバイスあるいは実システムへの適用・企業等での実施はプロジェクト終了年（平

成 27(2015)年）以後の見込みである。 

（2）6－1の改善・向上方策（将来計画） 

１ 総合技術研究所 

① 社会連携室の人員・機能をさらに充実させ、工科系大学の産業界との一元的連携窓

口としての支援機能を充実させる。 

② 平成 25(2013)年度までの社会連携室等での取組により、近隣自治体産業振興組織か

らの問い合わせ・見学等が増加している。今後、シンポジウム、進捗状況報告会等へ

の聴講者を増加させるため、東海地区関連団体が保有するメールサービスを利用し、

より広範囲に呼びかけるとともに、ホームページを充実させ、外部への情報発信機能

を強化させる。また、企業等からの技術相談に迅速な対応が出来るよう、学内教員の

持つ技術分野とそのシーズ把握に努める。 

③ テクノフェア等で教員の有する研究シーズの内容を関連企業等への発信を強化する

と共に、企業等が有するニーズ本位の研究テーマ開拓に努め、学内教員の社会貢献度

の向上を図る。また、愛知県内外の、産学官連携推進組織との情報交換を密にして、

大学間連携を強化しながら、本学の研究水準の向上を図る。

２ 耐震実験センター

今後さらに研究を推進するためには、若手研究者の活用が必要である。望まれる研究

者は、耐震実験をうまくこなす才能、様々な異なった種類の実験に対する創造的な実験

方法の発想力及び実験のみならず、構造物の振動理論に精通している能力の高い人材が

望まれる。 

本センターでは、従来からレベルの高い中国の東南大学から博士課程の留学生を受け

入れており、彼らの博士論文を構成するなど、研究成果を挙げてきた。 

今後も高度な学術研究を継続的に行い発展させるためには、大学院博士課程学生が必

要であり、諸外国からの誘致を行う方策を検討する必要があるため、受入体制の整備を

図る。 

３ 地域防災研究センター

  本センターは、研究開始後、概ね計画どおりの成果を挙げており、成果を積極的に社

会に公表するとともに、企業、地方自治体などの防災力向上にも大きく寄与してきた。 

  その結果、「防災の愛工大」を社会に広くアピールすることができた。 

  今後は、①大学院に防災コースを設置、②大学自体を防災拠点化し、災害時に地域に

貢献できるキャンパスづくり、を将来構想としている。 

４ エコ電力研究センター

今後とも、大学の附置施設として企業などとの共同研究を進め、新たな研究に向けた

組織・体制の充実を図る。  

大学における省エネルギー方針として、清水建設などのエネルギーマネジメント方式
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の確立を現在目指している。 

これまで、本センターの活動は社会に向けて積極的に行ってきたが、学内においては

本センター以外の他教職員に向けた啓蒙活動としては不十分であり、これまで同様に研

究支援委員会による研究支援活動に参加するとともに、「エネルギー消費の見える化」

設備による学内教職員に向けた啓蒙活動を進める。 

５ グリーンエネルギー研究拠点

① 韓国・インド等の連携機関を通じて第三者への広がりの兆しがある。当該分野での

国際的な研究拠点としてさらに連携の輪の拡大強化に努める。 

② シンポジウム、進捗状況報告会への聴講者を増加させるため、東海地区の関連団体

の保有するメールサービス等の活用や本学ホームページを介してより広い範囲に呼び

かける。 

③ 学会等での公表やテクノフェアなどの機会を捉えて、研究フェーズの異なる者への

呼びかけを積極的に行い、それぞれの段階での成果の活用・普及を試みる。 
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6－2 教育の社会貢献 

≪6－2の視点≫ 

6-2-① 

6-2-② 

6-2-③ 

学生の自発的取組及び社会的自立 

財政的基盤の整備 

教職員の支援体制 

（1）6－2の現状と自己評価 

平成 18(2006)年の教育基本法の改正により、社会貢献・地域貢献が大学の果たすべき使

命として規定されたことを受け、本学においても社会貢献の重要性・必要性を明確にする

ため、建学の精神と教育のモットーの下、教育研究成果等を広く社会に還元及び地域貢献

に資することとし、平成 19(2007)年 6 月に「愛知工業大学教育研究成果等社会貢献事業取

扱規程」を制定した。

その後、同 11 月には、教育研究の活性化を目的として「愛知工業大学教育研究活性化

推進プロジェクト」を立ち上げ、その中に「社会連携貢献プログラム」において、社会貢

献事業を全学的に検討してきた。しかしながら、学内において社会貢献の重要性・必要性

が認識されるにつれ、実施する社会貢献事業も多岐にわたるようになったため、平成

23(2011)年 5 月に「愛知工業大学エクステンションセンター運営委員会規程」を制定、エ

クステンションセンターで恒常的に実施してきた事業についてはエクステンションセンタ

ー運営委員会で検討し、より磐石な体制で対応していくこことした。

「愛知工業大学教育研究活性化推進プロジェクト」は、平成 20(2008)年度から「大学プ

ロジェクト推進費」として予算を策定している。その後、平成 22(2010)年度には、「大学

プロジェクト推進費」の中に、外部からの依頼により行うイベント等を支援するための「事

業推進費」を設け、平成 24(2012)年度には、社会連携事業への支援体制を更に整えるため、

「社会貢献連携事業費」を新たに組み込み、財政的基盤整備を積極的に行っている。予算

を一元化することにより、社会貢献の重要性及び必要性が認識されてきている。

「事業推進費」（平成 24(2012)年度からは「社会貢献連携事業費」）を設けたことにより、

学外における研究成果の出展が活発となってきている。現場での展示やデモンストレーシ

ョンには、教員とともに学生も参加しており、社会貢献とともに、学生教育の一環として

の側面も持ち合わせている。
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平成 25 年度の出展先は、次のとおりである。

出展先 出展内容

「ロボットと遊ぼう！」

ロボットを通じた科学・ものづくりへの興味喚起及

び学生とのふれあいを通じたキャリア形成を目的

としたイベント

鉄人プロジェクトのロボットの展示、実演

「キッズラボ 野外授業」

科学に興味を持ってもらうことを目的とした野外

授業

鉄人プロジェクトのロボットの展示、実演、

講演及び工作教室

「SICE WEEK 2013」
未就学児童から高校生を対象としたワークショッ

プ、講演会、ロボット展示を通じて科学技術につい

て広く知ってもらうことを目的としたイベント

電気学科と機械学科を中心としたロボット

の展示、実演、ワークショップ

「クルマ未来博 2013」
次世代自動車に触れ合う機会を提供し、未来のクル

マに対する関心を高めてもらうことを目的とした

イベント

フォーミュラカーFCJ1600のレストアなど

車輌 3 台、V8＋AT カットモデルなど教材 3
点及び全日本学生フォーミュラ大会参戦車

の展示

「ITS ワールド 2013」
最新の ITS 技術や研究に触れ、ITS をより身近な

ものとして体験してもらうイベント（名古屋モータ

ーショー併設）

ロボットの展示・実演及びフォーミュラカ

ーFCJ1600 のレストアなど車輌 3 台、V8
＋AT カットモデルなど教材 3 点の展示

瀬戸万博記念公園「愛・パーク」開園 5 周年記念イ

ベント

鉄人プロジェクトのロボット等を活用した

デモンストレーション

●まるごと体験ワールドの実施（平成 25 年 8 月 3 日実施）

 本学では、科学やものづくりに触れることで楽しさや面白さを体感してもらうことを目

的とし、平成 13(2001)年度から「まるごと体験ワールド」を開催している。社会的に話題

性の高い事象や地域に密着したテーマなどを選定、小学生から中学生を対象として、工作

や科学実験を通して科学やものづくりの魅力を伝えている。

 また、この「まるごと体験ワールド」は保護者も参加でき、親子のふれあいを重視した

イベントになっており、平成 25 年(2013)年度は 493 人（うち保護者 267 人）が参加した。

事前準備及び当日対応には、本学学生も参加しており、学生自身の社会的自立を促す一助

にもなっている。
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 平成 25 年度のテーマと参加者数は、次のとおりである。

テーマ 参加者数 保護者数

電気ってなんだ？電子ってなんだ？ 26 名 31 名

雨が降り出すと電子オルゴールがなる雨降り警報器をつくろう 26 名 29 名

アミノ酸･ポリペプチドの分子模型を作成し、構造を理解しよう 9 名 10 名

百葉箱･風向計を作って夏の暑さを測ろう 19 名 29 名

ヒノキの間伐材で木工体験しよう 20 名 21 名

ペットボトルで簡単ロケットを作ろう 19 名 22 名

ロボットカーをつくろう 36 名 37 名

お手軽三次元ＣＧ 19 名 26 名

夜になるとピカピカ光る電子蛍をつくろう 28 名 35 名

蛍光物質を探そう 5 名 6 名

プログラミングを体験しよう 19 名 21 名

●AIT サイエンス大賞の実施（平成 25 年 11 月 9 日実施）

 青少年の科学への興味と関心を喚起するとともに、科学立国を支える次世代の人材育成

に寄与することを目的として、愛知、岐阜、三重、静岡、長野各県の教育委員会の後援を

受け、平成 14(2002)年度から「AIT サイエンス大賞」を開催している。高校生を対象に、

「自然科学部門」と「ものづくり部門」に分けて幅広い分野で公募し、日頃取り組んでい

る科学研究やものづくりの成果を顕彰している。

 当日は、ステージ発表とパネル展示発表を通して、生徒自身の着想に基づいたものであ

るかどうか、オリジナリティ、ユニークな部分が認められ工夫が見られるものであるかど

うか、また、コミュニケーション力や文書能力について、本学教員が審査している。

 審査後には、生徒同士が交流できる時間を設けており、研究内容を説明し合うなど、刺

激を与え合う場となっている。

 「AIT サイエンス大賞」は、グループで取組むことで共同作業を通じてチームワークの

大切さを学ぶ機会にもなっており、人間形成の一助にもなっている。
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 平成 25 年度の応募テーマは以下のとおりである。

【自然科学部門】

学校名（県名） テーマ

春日井高等学校（愛知県） ガラスの金属粉末 吸光度の考察

静岡北高等学校（静岡県） 不定根の形態形成と物理的特性

向陽高等学校（愛知県） プラナリアの眼の再生における光の影響

時習館高等学校（愛知県） 破壊 C を救え！

土岐商業高等学校（岐阜県） 牛乳の酸度による腐敗比較実験

浜松北高等学校（静岡県） カルシウム添加による泡立ち度の変化

加茂高等学校（岐阜県） 美濃加茂市の河岸段丘と湧水

岐阜高等学校（岐阜県） 守れ！ふるさとのカスミサンショウウオⅤ ～保護活

動と東海地方の地域固体群間の系統解析～

阿久比高等学校（愛知県） 卵を温めない抱卵もあるのか？

静岡北高等学校（静岡県） 葉色研究法の開発 －植物セネッセンスを利用した基

礎研究－

小牧工業高等学校（愛知県） 果物電池 ～Fruits Battery～
時習館高等学校（愛知県） メチレンブルーで菌は死ぬのかな？

飛騨高山高等学校（岐阜県） クールオーキッド「ディサ」の組織培養の研究

浜松北高等学校（静岡県） 鉛蓄電池の充放電効率

加茂高等学校（岐阜県） 2013 年 8 月 23 日 美濃加茂市で発生したダウンバー

スト

八百津高等学校（岐阜県） 国内のアルゼンチンアリの行動学的分類および侵入経

路･スーパーコロニー分化に関する研究

大垣東高等学校（岐阜県） PANSTARRS 彗星の観測 ～画像処理と測光～

一宮高等学校（愛知県） ホタルの会話と光害の影響

多治見北高等学校（岐阜県） 酷暑の町･多治見を冷やす山と川 ～冷却機構に迫る

～

小牧工業高等学校（愛知県） 廃油と牛脂のリサイクル ～環境にやさしいオリジナ

ル石鹸～

岐山高等学校（岐阜県）

スピカ食の観察 ～スピカの測光～一宮高等学校（愛知県）

大垣東高等学校（岐阜県）

一宮高等学校（愛知県） 大気圧プラズマによる樹脂表面の親水化･復疎水化の

研究

豊田工業高等学校（愛知県） 色素増感太陽電池の最適な作製方法の検討 ～スピン

コート法を用いた負極面の作製法に関する研究～

愛知工業大学名電高等学校

（愛知県）

NOx の調査 給湯器の値は？
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【ものづくり部門】

学校名（県名） テーマ

刈谷工業高等学校（愛知県） 「コンパクトを追求したエコカー製作」 ～軽量化と

空気抵抗低減の研究～

科学技術高等学校（静岡県） ロケットストーブと紙薪燃料の研究

向陽高等学校（愛知県） 自作赤道儀で星を追う part2 
時習館高等学校（愛知県） アントシアニンペ～は～（pH）ペーパー

岐阜工業高等学校（岐阜県） 気化熱を利用した猛暑対策

一宮高等学校（愛知県） 砂糖電池の研究 ～生命のエネルギーが生活のエネル

ギーに～

春日井工業高等学校（愛知県） 動くマスコットロボットの製作

向陽高等学校（愛知県） マグヌス効果を調べる投球装置の製作

時習館高等学校（愛知県） おもり座標自動測定システム

佐織工業高等学校（愛知県） Arduino を用いたロボット制御

一宮高等学校（愛知県） 自作ドームによる星空の再現

豊田工業高等学校（愛知県） V－Ⅰ測定装置－体型ソーラシミュレータの開発

大垣東高等学校（岐阜県） 恒星のスペクトル型検出装置

愛知工業大学名電高等学校

（愛知県）

音声認識の研究 －音声認識技術を利用したインタラ

クティブアニメーションの制作

●高大連携の推進（高大連携プログラム平成 26 年 8 月 2、3 日実施予定）

 本学は、学習に対する意欲や目的意識が高く、大学での発展的・専門的な教育研究に触

れる機会を希望する生徒に、科目等履修生として、発展的・専門的な大学の教育研究に実

際に触れる機会を提供している。

 学生の学力の低下が叫ばれる中、高等学校の実情を知り、本学の教育に活かしていくた

めにも、高大連携から高大接続といったさらに密接な取組を行うため、平成 19(2007)年 4
月、学長直轄の高大連携推進室を設け、高大連携の拡大、連携内容の検討、併設校との取

組のあり方など、多角的に検討を進めている。実質的な調整や庶務については、日頃から

学生募集等で高等学校との繋がりがある入試広報課において行い、業務の円滑な遂行に努

めている。

 教育交流協定を締結している 21 の高等学校と「愛知工業大学高大連携連絡協議会」を

開き、高大連携の企画及び運営に関する事項について協議し、高校と大学が相互理解を深

め、高大連携の目的や位置づけに関する認識を共有している。

 協定校との高大連携における取組のひとつとして、高等学校の夏季休暇期間のうち 2 日

間を利用し、「高大連携プログラム」を実施している。このプログラムは、生徒にとって取

組みやすい内容とするため、学年ごとに講義を設定している。実際に大学での学習や雰囲

気を体験することは、生徒にとって学習や進路に対する意識の向上に繋がり、また、本学

にとっては、高等教育の現状を知り、理解を深めるよい機会となっている。



愛知工業大学

76 

 平成 26 年度に実施予定の高大連携プログラムは、以下のとおりである。

対象 講義名

全学年共通

飛行機の始まりは、人力飛行機であった

エンターテインメントを支える様々なＣＧ・デジタル技術

～映画「A.F.O」での活用例も交えながら～

1 年生

電気をつくる、ためる、つかう

「ペーパーブリッジデザイン」

一枚の紙から最強の橋を作ってみよう

“和”の照明を作ってみよう

“ファインセラミックスの不思議”

～ファインセラミックスをつくろう～

3 次元プリンター技術を用いた

「おもしろものづくり」

2 年生

バイオテクノロジー実験体験講座

マイコンを用いたロボット制御

建築材料の性質を調べてみよう

最先端 3 次元レーザ計測技術への招待

3 年生

広告を企画する

～ひとのココロをつかむコミュニケーション～

あみだくじの数字と 15 パズル

ディズニーランド成功の秘密

知っておきたい英語の豆知識

中国の小学生と漢字

●「ロボカップ Jr」の開催

 本学では、小中学生、高校生（19 歳以下）のロボット好きな青少年を対象に自律型ロボ

ットによる競技を通して、ロボット製作とプログラミングの技術を競い合う世界的なイベ

ント「ロボカップ」のジュニア部門として、愛知工業大学ノード大会及び名古屋市科学館、

名古屋少年少女発明クラブとの共同主催で「ロボカップ Jr 東海大会」を開催している。ロ

ボット製作やプログラミングに関する知識の習得、更には、戦略を考え判断することを通

じて、自ら考え行動する力を養う機会となっている。

●フォトコンテストの実施

「愛知工業大学教育研究活性化推進プロジェクト」の「社会連携貢献プログラム」にお

ける企画として、平成 23(2011)年度より、紅葉の時期に合わせキャンパス散策とフォトコ

ンテストを実施している。写真を通じた地域社会の文化振興の一助として実施したイベン

トであり、新聞折込みチラシとリニモ及び愛知環状鉄道沿線各駅に設置したリーフレット

で告知、平成 25(2013)年度は 156 名の参加、61 点（平成 24(2012)年度は 117 名の参加、
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43 点）の応募があった。

 入賞作品は、本学の写真研究部の学生の協力を得て、八草キャンパス及び本山キャンパ

スで約 1 ヶ月展示し、併せてホームページで公表している。

●学生チャレンジプロジェクト

 本学では、平成 13 年(2001)年から「学生チャレンジプロジェクト」制度を設けている。

この「学生チャレンジプロジェクト」は、学生グループから提出された事業計画をもとに、

本学教員で構成する審査委員会において選考を行い、1 件につき原則 100 万円を限度とし

て資金を援助するもので、ものづくり教育を通じた実学教育のひとつとなっている。チャ

レンジ精神が発揮できるものづくりの計画であること、大学外で行われる競技会などの社

会的な活動に参加しやすい計画であることなどを基準として選考を行っており、自らもの

づくりの目標を定め実現しようとする、学生の向上心を支援する制度となっている。

 平成 25(2013)年に本学が中心となって主催した「SICE WEEK 2013」では、チャレン

ジプロジェクト申請の 4 団体がロボット特別展示を行い、大学で取り組んでいるロボット

研究を披露した。

●愛知工業大学ロボットミュージアム

 長年に亘り培ってきた本学のロボット研究及び教育成果を公開し、さらに各地のイベン

ト等に出張ミュージアムとして出向くなど、社会貢献に努めることを目的として、平成

24(2012)年に「愛知工業大学ロボットミュージアム」をオープンした。

「愛知工業大学ロボットミュージアム」は、年 4 回の指定日にエクステンションセンタ

ーやみらい工房を会場としてオープンし、研究活動の展示・実験・ロボットワークショッ

プなど、本学学生が主体的に関わっていくことのできるミュージアムを目指している。

●オープンカレッジの実施

 本学では、平成 17(2005)年にサテライトキャンパスとして設置した本山キャンパス及び

平成22(2010)年4月に経営学部のキャンパスとして設置した自由ヶ丘キャンパスを中心に、

「オープンカレッジ」を実施している。

 大学の持つ知的財産を社会に還元することも大学の大きな役割であり、本学の特色を活

かしたものづくりや科学に関するプログラムに加え、生活、語学などの教養性の高いプロ

グラムも数多く開講している。また、理科系講座を中心に、小・中学生対象の講座も実施

している。
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平成 25 年度に開講したオープンカレッジの主な開講状況は、次のとおりである。

講座 テーマ

地域防災研究センター講座 私の出会った魅力的な地震学

「創造と人間性」教養講座 能・狂言の世界への招待

現代韓国文化事情

英語の多読講座－英語を楽しもう－

星へのいざない－天文楽入門講座－

「生活の技術・生きる技術」講座 メヂカラ・エクササイズでいきいき生活

パソコン講座（初級）（中級）

「人と町の地域学」講座 癒しのような名古屋詞で連句の話

徳川宗春とその時代

語学楽々講座 英会話講座（基礎）（応用）

らくらく中国語会話講座

韓国語講座（基礎）（中級）（応用）

ものづくり文化・手づくり講座 玉屋庄兵衛「からくり人形」講座

初歩からのデッサン教室

篆刻講座－簡単で、楽しく、奥の深い、印づくり－

木版画講座

書道講座－楽しい書道－

和紙講座－和紙でものづくり－

語学連携講座 中国語会話（初級）（中級）（上級）

少年少女のための講座 少年少女・天文教室

少年少女科学・ものづくり教室
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●AITオープンフォーラムの実施
 本学の「同窓会」及び「後援会」が開催する、県外 6 都市で行われる「地区別懇談会」
（学生の保護者と専攻別教員との懇談会）において、一般の参加者も募集し、暮らしに身

近なテーマを本学教員が講演する「AITオープンフォーラム」という公開講座を実施して
いる。

平成 25年度に開講したオープンフォーラムの開講状況は、次のとおりである。

テーマ 開催場所 出席人数

「本学は全国の大学で最初に緊急地震速報

を導入しました！」

工学部 正木 和明 教授

石川

金沢都ホテル

38名

「眼力（メヂカラ）と日常生活」

経営学部 石垣 尚男 教授

岐阜

岐阜グランドホテル

108名

「これだけは知っておきたい放射能の『い

ろは』」

基礎教育センター 森 昌弘 教授

岡山

岡山ロイヤルホテル

45名

「近未来の生活・環境」

工学部 建部 謙治 教授

静岡

ホテルクラウンパレス浜松

80名

「CSR『環境・食料問題への取り組み』～
食べ物の‘モッタイナイ’をなくそう～」

経営学部 石井 成美 教授

三重

四日市都ホテル

93名

「『人間中心設計への取り組み』～使いにく

いモノをなくそう～」

情報科学部 小林 正 教授

長野

ホテルブエナビスタ

32名

●STPP事業
 本学では、平成 21(2009)年度、エクステンションセンターを主体とし、外部からの依頼
による社会貢献事業を行う体制として、STPP（Student Teacher Partner Program）を立
ち上げた。

 これは、スチューデント・パートナーとして、ティーチング・アシスタントの学生から

希望者を募り、ティーチャー・パートナーである教員とともに、科学実験のデモンストレ

ーション等を通じて、科学教育を中心とした社会貢献事業を行うことにより、学生のコミ

ュニケーション能力や問題解決能力、さらには創造力といった社会人基礎力の育成を目的

とした事業であり、ひいては地域社会の科学技術振興に寄与するものである。
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平成 25年度に実施した主な STPP事業は、次のとおりである。

高大連携事業 サイエンスラボ

科学啓蒙プログラム

本学主催の 名古屋電気学園ロボット交流会

社会貢献事業 名古屋キャンパス公開講座「少年少女ロボット教室」

名古屋キャンパス公開講座「少年少女科学ものづくり教室」

地域と連携した 名古屋少年少女発明クラブ

社会貢献事業 親子科学・ものづくり教室「NPO子ども宇宙未来の会」
とよたものづくりフェスタ 2013 
青少年のための科学の祭典 2013 
わくわく体験リニモツアーズ 2013 
あいわ幼稚園 ロボット＆科学実験ショー

名古屋市立春日野小学校「かすがのサイエンスフェスタ」

名古屋市立宮根小学校「科学実験教室」

大学コンソーシアム 瀬戸市立皆川小学校 出前授業（理科実験）

せと協力事業 瀬戸市立古瀬戸小学校 出前授業（理科実験）

瀬戸市立水南小学校 出前授業（理科実験）

（2）6－2の改善・向上方策
 本学では、学長のリーダーシップの下、「社会連携貢献プログラム」において、本学の教

育研究成果等を広く社会に還元できる社会貢献事業を検討してきたが、今後、地方自治体

などの団体と組織的な連携を強化することでさらに充実するため同プログラムの名称も

「地域協働連携プログラム」として、今後の連携を検討している。なお、公開講座や地域

社会からの要請による協力については、エクステンションセンターが窓口となり対応して

いる。このように、学内における体制作りは概ねできていると言えるが、今後、社会貢献

に関する取組がさらに多様化していくようであれば、一元的に社会貢献事業を扱う組織を

整備する必要性があると考えるため、体制については定期的に見直しを図ることとする。

「学生チャレンジプロジェクト」は、大学外で行われる競技会などの社会的な活動に参

加しやすい計画であることなどを基準として選考を行っており、学生のチャレンジ精神を

育成することに繋がっている。

平成 22(2008)年に採択された「学生によるリニモ沿線地域づくり活性化事業」のように、
学生自ら社会貢献に取り組むきっかけにもなっており、今後も学生の意欲を引き出し活性

化させる制度として継続していくこととする。

 外部イベント等への出展は、単に社会貢献の場というだけでなく、学生自身の自発的な

行動を促すとともに、社会的自立を養成する場にもなっている。平成 24(2012)年度に「社
会貢献連携事業費」を新たに組み込み、財政的な基盤整備は積極的に行っているが、予算

の管理等を含めた体制についても、社会貢献のより一層の推進を目指し、検討することと

する。
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 まるごと体験ワールドは、例年応募者が多い取組のひとつとなっており、少子化や共働

きの増加といった社会状況により希薄になりかねない親子のふれあいの場を提供すること

にも繋がっている。ロボカップ Jr や、平成 25(2013)年度で 12周年を迎えた AITサイエ
ンス大賞とともに着実に実績を重ねており、次世代のものづくりを担う人材の育成に繋が

る本学の重要な取組となっているため、今後も継続して行うこととする。

 本学における「ものづくり」教育の成果を通じ社会貢献に努めることを目的としてオー

プンしたロボットミュージアムは、学生にとっては自分たちの研究成果を公表できる場で

もあり、主体的な思考力や構想力を育み、研究意欲を高めることにも繋がっている。平成

27年度には機能及び活動をより充実させ、新 2号館に場所を移して本格的にオープンする
予定で、現在ミュージアムの展示方法等を委員会で検討している。

 オープンカレッジについては、地域の理解のためにも、大学の中心キャンパスである八

草キャンパスで実施する講座の充実を図ることとする。

 本学で行っている社会貢献事業は、まるごと体験ワールドやロボットミュージアム、

STPP 事業など、学生が準備や当日対応に携わる事業が多い。そのため、異なる世代と接
する中で、相手の考え方や視点に配慮しつつ、意思疎通ができる能力を育成する一助とも

なっている。今後も、学生自身の自発的な行動を促し、教育を通じた社会貢献を積極的に

行っていくこととする。

STPP 事業により科学実験等を通じて社会貢献に取り組むことは、子どもたちの科学や
ものづくりに対する興味や関心を喚起することにも繋がり、地域社会の科学技術振興、ひ

いては技術立国としての日本の科学技術力に寄与するものである。今後は、スチューデン

ト・パートナーとして、より多くの学生が主体的に携わる機会を設けることで、事業を展

開していくこととする。


