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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

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 

愛知工業大学の「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、具体的

に明文化している。

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、それぞれ

｢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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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り組んでいる。 

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、近年では学生交流及び研究交流に重点を置き、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 Web 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やに記載されており、教職員に対しても、周知されている。

（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て見直しを検討することとし、継続的に取り組んで

いる。

現在、規定化している「人材養成及び教育研究上の目的」は簡潔であると認識してい

るが、今回の見直しに際して、人材養成及び教育研究上の目的については、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、総合的に再検討していく。
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1－2 使命・目的の適格性 

≪1－2の視点≫ 

1-2-①

1-2-②

特色の明示 

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、「入学者の

受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）」「教育課程の編成及び実施に関する

方針（カリキュラム・ポリシー）」「卒業の認定に関する方針（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

使命・目的の教職員の理解と浸透性の取組 

中長期計画に基づく取組

三つのポリシーに基づく取組

使命・目的に適応した教職員の体制

（1）1－3の現状と自己評価 

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

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、研究支援本部の下に「総合技術研究所」、「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」を設置していた。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。

「使命・目的」は、毎年発行する学生便覧及び愛知工業大学規程集に掲載し、全ての

教職員に配付している。また、大学ホームページにも掲載し、学内外へ開示している。 

 加えて、新規採用の教職員を対象とする新規採用者研修及び事務職員全体を対象とする

事務職員研修において、事務局長もしくは総務部長が本学の「使命・目的」について、

説明をしている。 

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

定化等を中心に、中長期計画準備委員会において検討されている。

また、学部学科構成の中長期計画において、平成 27(2015)年度に収容定員の変更及び

都市環境学科の学科名称に係る学則変更の届出を行い、平成 29（2017）年度に工学部

電気学科、応用化学科、機械学科、建築学科において収容定員増における学則変更の認

可申請を行い、承認された。

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。「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
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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。

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、役員及び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のうえ、ＳＤ研

修会の際に説明するようにし、教職員への周知をより深く行っていくこととする。

本学の使命や目的は、学生便覧、規程集、広報冊子、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。

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

の設置を含め見直し、より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

カリキュラム・ポリシーの策定と周知  

カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーとの一貫性  

カリキュラム・ポリシーに沿った教育課程の体系的編成  

教養教育の充実 

（1）2－1の現状と自己評価 

●カリキュラム・ポリシーの策定と周知

 カリキュラム・ポリシーは「教育課程の編成及び実施に関する方針」として、大学全体

のポリシー、各学部のポリシー、また各学科のポリシーを策定した。大学院においても、

大学院全体のポリシー、各研究科のポリシー、また各専攻のポリシーを策定した。全学生

及び教職員に冊子で配付する学生便覧（大学院の場合は大学院便覧）に掲載するとともに、

ホームページでも「使命・目的」に掲載しており、本学関係者以外にも広く一般に公開し

ている。

●カリキュラム・ポリシーに沿った教育課程の体系的編成

本学では、ディプロマ・ポリシーとして大学全体のポリシー及び各学部のポリシーを策

定している。ディプロマ・ポリシーを達成するため、各学科の専門的立場に立ってカリキ

ュラム・ポリシーを制定している。学科ではそれぞれ専門性の異なる教育を行っており、

教育課程の考え方に独自性が生じることから、カリキュラム・ポリシーは大学全体、各学

部のディプロマ・ポリシーに基づいて、大学全体、各学部、さらに各学科のカリキュラム・

ポリシーを制定し、科目内容も表現している。カリキュラム・ポリシーでは、より具体的

な目標と科目配置の総合的な考え方を明記しており、各学科の教育課程を体系的に編成し

たものとしている。

大学院についても同様に、ディプロマ・ポリシーに基づき、大学全体、各研究科、さら

に各専攻のカリキュラム・ポリシーを制定している。

●教養教育の充実

 本学の教養教育を行う組織として基礎教育センターがあり、数学や物理学を担当する自

然科学教室と、言語文化、健康科学、人文社会、日本語リテラシ、教職課程やキャリア教

育等を担当する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、豊かな人間性を養い、幅広い社会見識を身につけるために人文・社

会系の教養教育を行っている。 

本学は大学院進学が推奨される時代の流れの中で、学部及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は

重要である。さらに、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
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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姿勢を身につけることを重視した科目

配置となっている。 

（2）2－1の改善・向上方策（将来計画） 

 現代社会においては、求められる技能や知識が目まぐるしく変化する。社会に対応し得

る人材の姿も自ずと変化するため、不断のカリキュラム検討、改善が必要となる。 

本学では、カリキュラムの具体的な立案を学科単位で行っている。学生が入学して卒業

する 4年間を一つのスパンと捉えて、概ね 4年ごとにカリキュラムの大きな改訂を行って

いる。カリキュラムの変更は全学の代表者が集まる教務委員会、各学部の全教授が参加す

る教授会での審議を経て改訂される。今後もディプロマ・ポリシーに基づきながら、カリ

キュラム・ポリシーと教育課程の編成を検証し、必要に応じてカリキュラムの充実を図っ

ていく。 
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2－2 教育効果とその検証

≪2－2の視点≫

2-2-① 三つのポリシーを踏まえた学習成果の点検・評価方法の確立とその運用  

（1）2－2 の現状と自己評価 

 本学が育成を目指すのは、専門的な知識や技能を身に付け、豊かな人間性を備えた人間

である。ディプロマ・ポリシーを学部ごとに方針を定めて、アドミッション・ポリシー及

びカリキュラム・ポリシーにおいて受け入れる学生像と教育課程編成の方針を示している。 

 ポリシーに沿った教育が行われているかどうかを、各学科において定期的に検証してお

り、改善すべき内容があれば教務委員会、教授会の審議を経てカリキュラムを変更するよ

うにしている。 

 学生が各学部、各学科の教育課程に示された基礎科目や専門科目を段階的に学修できて

いるかを確認するために、各学科において学年ごとに進級基準を定め、年度末に評価して

いる。基準に満たなかった学生の状況を各学科で点検して、開講科目の配置を含めた教育

課程の編成、また必要な学修支援を定期的に見直し、改善につなげるようにしている。 

（2）2－2の改善・向上方策（将来計画） 

 学習成果の点検・評価は、様々な考え方や指標が提案されており、また効果的な方法に

ついて模索している段階である。学内において、更なる点検・評価方法の検討と運用を行

える体制を検討していく。 
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2－3 教育目標

≪2－3の視点≫

2-3-①

2-3-②

2-3-③

教育目的を踏まえたディプロマ・ポリシーの策定と周知  

ディプロマ・ポリシーを踏まえた単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、 

修了認定基準等の策定と周知  

単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基準等の厳正な適用  

（1）2－3 の現状と自己評価 

●教育目的を踏まえたディプロマ・ポリシーの策定と周知

 本学は「自由・愛・正義」を建学の精神として開学し、「創造と人間性」を教育のモット

ーとしている。社会に役立つ人間の育成を基本理念に、「ものづくり」を教育の主目的とし

て、開学以来一貫した実学教育を行ってきた。開学時は工学部のみの単科大学であったが、

学際化・国際化など時代の進展に合わせて、「ものづくり」産業の情報マネジメントや IT
を活用した経営に関する教育を行う経営学部と、今後の日本の産業を担うソフトウェアエ

ンジニアリングやクリエイターを育成する情報科学部を平成 21 年度に設置して、現在に
至っている。また、大学院では工学研究科と経営情報科学研究科を設置して、新しい研究

領域や複合領域の拡大という時代の流れに即し、グローバリゼーションが進展する国際社

会で通用する人材を育てている。

 このような開学から受け継がれた目的と、その後の発展を踏まえて、ディプロマ・ポリ

シーでは大学全体における学位授与の方針を定め、学士課程においては学部単位、博士前

期課程及び博士後期課程においては研究科単位で育成する人物像を明記している。

 ディプロマ・ポリシーは全学生及び教職員に冊子で配布する学生便覧（大学院生は大学

院便覧）に掲載するとともに、ホームページでも「使命・目的」に掲載しており、本学関

係者以外にも広く一般に公開している。

●学部

 ディプロマ・ポリシーにおいて、専門知識・技能の修得や豊かな人間性を備えた人材の

育成を表記しており、科目分類についても言及している。これを踏まえて、大学全体とし

て共通教育科目 10単位以上、専門教育科目 94単位以上、総合教育科目 20単位以上を卒
業に必要な基準として定め、各科目が付与する単位数は大学設置基準に則り教授方法に応

じてそれぞれ定めている。

 本学では、学生が段階的に学修できるように、全ての専攻において学年ごとに進級基準

を定めており、年度末に全学生を評価している。

 各基準は全て学生便覧に掲載しており、また学期初めに行うオリエンテーションでも学

生に周知している。

●大学院

 ディプロマ・ポリシーにおいて、論文審査及び学力試験に合格することを各研究科共通

の要件として表記しており、更に研究科に応じた内容を表記している。これを踏まえて、

博士前期課程の修了認定基準は、専攻共通講義 4 単位以上、特論 14 単位以上、演習及び
特別研究をそれぞれ 6単位としている。博士後期課程の満了認定基準は、工学研究科では
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専攻共通演習 2単位以上、経営情報科学研究科では特別研究 4単位以上、研究指導 12単
位としている。各科目が付与する単位数は、大学院設置基準に則り教授方法に応じてそれ

ぞれ定めている。各基準は全て大学院便覧に掲載して、学生に周知を図っている。

●単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基準等の厳正な適用

 すべての科目は大学設置基準（大学院においては大学院設置基準）に則り単位数を定め

ている。授業回数は 15 回を確保して、試験期間は別に定めている。進級、卒業、修了に
ついては、愛知工業大学教授会規程（大学院においては愛知工業大学大学院教授会規程）

及び教授会代議員会に関する細則に基づき、学期末に判定会議を開催して基準の厳正な適

用を行っている。

（2）2－3の改善・向上方策（将来計画） 

ディプロマ・ポリシーは大学にとって根幹となるべきものであるが、学生への周知が徹

底しているとは言い難い。また、非常勤教員を含めた全教職員が理解しているものの、専

門分野が多岐にわたり、学生の将来像への期待も様々である。学生及び教職員には、今後

も継続的に周知を図ると同時に、ディプロマ・ポリシーの不断の見直しを図り、本学の教

育目的を浸透させる努力を継続していく。 

 前述のように、本学では全専攻、全学年において進級基準を設けている。進級基準の妥

当性は、各学科において継続的に審議し、教務委員会や大学院運営委員会を通じて改善し

ていくようにする。 
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2－4 入学者受け入れ方針の周知 

≪2－4の視点≫ 

2-4-① アドミッション・ポリシーの策定・周知 

（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、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、

募集要項を始めとしたさまざまなツールを使って周知していく。併せてアドミッション・

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、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と入学者数の適切な管理 

≪2－5の視点≫ 

2-5-①

2-5-②

2-5-③

アドミッション・ポリシーに沿った入試制度の運用 

入学者の追跡調査等とその検証 

入学者数の適切な管理 

（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 3要素を持つ人材を受入れるため、多様な入試制度を設けている。「基礎的・基本的知識」

及び「これらを活用して課題を解決するための思考力・判断力・表現力など」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の成績を利用した入試、一般入試の成績と大

学入試センター入試の成績を総合的に利用した入試を設定している。また「主体的に学習

に取り組む態度を評価する」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な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、一般入試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、

問題作成委員長及び各学科・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。 

また、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。 

適正な入学定員を確保するため、入試データを詳細に分析し、学部、学科と入試センタ

ーを中心に検討したうえで、学長や副学長等と調整しているが、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。
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以下に本学の入試制度を示す。（表 2-5） 

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。

一般入試、センター試験を利用

（センタープラスＡ方式、Ｍ方

式）

本学独自の学力試験と大学入試センター試験の両方の成績を利用し

て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

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うと共に、平成 32 年度より実施が予定されている高大接続改革に伴
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う既存の入試制度の改定並びに新入試制度の設定などを行い優秀な学生を受入れられるよ

う準備をすすめ、公正な入試の実施が行えるよう努める。 

また、入学定員管理について、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

れまで以上行い、入試制度ごとの定員管理の強化に努める。  
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2－6 学生生活支援 

≪2－6の視点≫ 

2-6-① 学生支援体制の整備と機能

2-6-② 心身に関する適切な支援

2-6-③ 経済面における適切な支援

2-6-④ 課外活動への適切な支援

2-6-⑤ 多様な学生への適切な支援

2-6-⑥ 学生生活に関する学生ニーズの把握と改善の反映

2-6-⑦ 学修支援に関する学生ニーズの把握と改善の反映

2-6-⑧ 学修環境に関する学生ニーズの把握と改善の反映

（1）2－6の現状と自己評価 

●学生支援体制の整備と機能

学生生活の支援については、学生支援本部のもと、学生サービス、学生生活指導・支援、

厚生施設の運営・管理、課外活動支援、奨学金等の経済的支援、学生寮の運営を教学セン

ター学生課が担当している。また、学生の健康相談は保健室、学生の心的相談については

学生相談室が担当している。保健室及び学生相談室は学生課の下に組織されており、心身

に関する支援を統括した体制となっている。

学生委員会（月１回開催）は、厚生補導、保健衛生、学生相談、厚生施設、課外活動支

援に関する諸事項を審議・検討している。委員は各学部・学科の教員を 1名含んだ構成と
なっており、学科等の意見を反映できる仕組みになっている。

また、教学センター、キャリアセンター、エクステンションセンター、学習支援センタ

ーの各部署における重要事項については、学生支援本部運営委員会（月１回開催）で審議・

検討され、担当部署が緊密な連絡をとることによって迅速に対応しており、連携した体制

を構築している。

●心身に関する適切な支援

【身体的支援】

近年、個人情報保護の観点から疾病情報収集が厳しく、学生の身体的支援が難しい状況

となっている。このような状況の中、定期健康診断受診者（特に内科検診）から疾病情報

収集を行っている。健康診断の受診率は、平成 15年から 98.0%以上を維持し、平成 28年
度は、99.2%の実績がある。（図 2-6-1）全学生に対し定期健康診断の受診指導を徹底する
事によって、ほぼ全学生の疾病情報収集ができる。学内において重篤な危機に陥った場合

には、迅速に対応できる体制をとっている。特に身体障害者手帳所持者については、疾病

内容を教学センター内で情報共有し、緊急時には関係各部署へ早期に要請できる体制をと

っている。健康診断結果を基に再検査や精密検査の勧告、学生ニーズに合わせた生活習慣

病予防や生活改善等の個別保健指導等、健康診断のアフターフォローを実施し、疾病の早

期発見や早期治療に努めている。保健室については、年間４０００名近くの学生・教職員

が利用している。保健室には看護師が常駐し、健康相談の他、医療的な情報提供や応急処

置、体に良い食事の摂取方法等の提示や展示、近隣病院の紹介等を常に行える体制をとっ
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ている。毎年６月、１２月には「アルコール分解能力テスト」「骨密度測定」も実施してお

り、学生には、自分の体質を認識し、生活改善や見直しをするきっかけとなり、好評であ

る。月に１回の目安で、八草、自由ヶ丘キャンパスに学校医を配置し、通常の診察や健康

相談に加え、専門医への紹介を行っている。また、公認クラブ代表者を主とした応急処置

講習、大学全体で実施している防災訓練での救急救命講習の啓発活動にも積極的に取り組

んでおり、保健管理啓発は十分に機能している。

図 2-6-1 年度別健康診断受診率

【心的支援】

学生相談室については、平成 25（2013）年度から、心的支援を必要とする学生や保護
者、教職員への専門的な助言などがスムーズに行われるよう、臨床心理士を 2人体制とし
た。発達障害など何らかの障害を有する学生に対する具体的支援として、平成 28（2016）
年度からは「障がい学生支援に関する基本指針（ガイドライン）」を策定した。また、キャ

リアセンターとの連携により、心理的要因から就職に困難を抱えた学生への早期介入のた

めソーシャル・スキル・トレーニングや心理教育なども実施した。学生の心的支援の一環

として相談室に心理療法用の箱庭を用意し、個々の学生の特徴や状況を確認するための性

格検査や神経心理学検査を揃えるなど、設備の充実も図った。

今後、心的支援を要する学生は増加すると考えられる。現在、相談員は嘱託職員であり、

こうした状況でいかに学生や保護者、担当部署、指導教員と安定した継続的関係を維持し

つつ、ニーズに応じていくかが問われると考えている。

●経済面における適切な支援

大学独自の給付型奨学金には、教育や課外活動の振興と学風の高揚を図る目的で、前期

日程入学試験（A方式）において成績優秀者を対象とする「選抜奨学生」、入学後の学業成
績が極めて優秀かつ人物評価等総合的上位の者を対象とする「成績優秀奨学生」、スポーツ

において優秀な成績を収めた者を対象とする「スポーツ奨学生」制度がある。

さらに、平成 28 年度より入学後の学業成績が優秀な者を対象とする「瑞若会奨学生」
制度を導入し、給付型奨学金の充実に努めている。

また学資負担者の死亡等により学資負担が困難と認められかつ継続して就学する意思が

ある学生に対して、30 万円を上限に給付する「後藤すゞ子先生奨学金」、自然災害等で実
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家等が罹災した学生に対して給付する「自然災害被災奨学金」を設け、不慮不測の事態に

より突如経済的な支援を必要とする学生を支えている。

他に、新入生が本学卒業生の子女等に該当する場合の入学金減免措置や、提携ローンの

融資を受けた者に対して在学中における利子の一部を補給するなど、多様な経済的支援を

行っている。

●課外活動への適切な支援

公認団体（クラブ・サークル）には顧問・監督などを置き、常勤教職員がこれにあたり、

活動における指導、助言を行っている。

各公認団体の学生代表者を対象に、代表者としての責任と自覚を促すことを目的とした

「リーダー研修」を行っている。研修内では、活動中の応急処置の方法や、リーダーシッ

プをテーマとした講習を行っている。

公認団体への経済的支援制度として、「クラブ活動補助金」制度を設けており、活動上必

要な経費に対する補助を行っている。活動の実情に沿った支援をするため、補助項目およ

び補助率について、学生委員会にて審議の上、毎年度見直しを行っている。

課外活動での経済的支援として、学生同士が共通の分野における創作活動を考案し、学

外で開催されるコンテストや競技会等への参加を支援する「学生チャレンジプロジェクト」

を実施しており、活動に係る費用の一部を援助している。

その他の課外活動に係る取組として、全学生を対象とした駅伝大会を実施している。主

に、教職員と学生の親睦を深めることを目的としており、平成 29年度で 37回を数え、大
学の伝統行事となっている。

大学祭期間中には、研究室または公認団体が日常の研究成果を発表する「工科展」が行

われている。出展に係る費用を一部援助しており、学生委員会にて出展内容を審査の上、

優秀な出展を行った団体を表彰している。

公認団体専用の施設としては、寄宿舎である「合宿寮」と部室である「クラブハウス」

を設け、一部の団体に使用を認めている。

その他の課外活動施設としては、体育館兼講堂として運用している鉀徳館、サッカー場、

球技場、野球場、陸上競技場、弓道場等を設置し、課外活動の活性化に寄与している。

●多様な学生への適切な支援

外国人留学生の支援は国際交流課が担当し、日本での総合窓口として生活指導や相談に

あたっている。外国人留学生を対象とした寄宿舎「国際交流会館」を整備し、希望者への

住居提供を行っている。また、日本人学生との交流イベントとして、日帰り旅行を年に２

回開催したり、国際交流会館に設けたラウンジで食事会を行ったりするなど、定期的に交

流を深めることで、孤立しがちな外国人留学生の心の支援に努めている。

障害者支援は関連部署が連携してあたっている。入学前から、修学上の配慮が必要な要

望を随時受け付け、当該学生の所属学部及び関連の事務担当部署で対応を協議し、個々の

要望に応じた修学支援を行っている。多様な学生への支援を試みる中で、平成 28年には 5
名の発達障害学生からの要望があり、全学的な修学支援を実施した。平成 29 年度も同数
程度の学生から要望が出ている。これら学生では講義内容の IC レコーダ録音やデジタル
カメラでの撮影、講義で使用するデータファイルの事前提供、TA による実験のフォロー
などが実施されている。
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●学生生活に関する学生ニーズの把握と改善の反映

学生生活のニーズを把握する取組として、4年に 1度全学生を対象とした「学生生活実
態調査」の実施や、教学センター長が大学代表として学友会（学生自治会）会長との懇談

会を 1年に 1度行っている。
学生生活実態調査については、学生の生活実態や大学への満足度等を調査・集計し、冊

子にまとめ全教職員へ配布をしており、平成 29年度は 4回目の実施（過去は平成 17年、
21 年、25 年度に実施）となる。学生の生活実態の変化を迅速に収集・反映するため、平
成 29 年度から毎年度実施することとした。また、学生の負担軽減及び回収率を上昇させ
るため、調査実施期間を夏季休業期間終了後から夏季休業期間中に移行し、設問数の大幅

な削減（平成 25年度実施時の 82問から約 20問に変更）、紙媒体での筆記方式からポータ
ルサイトのアンケート機能を使用した電子上での調査へと変更することとした。教職員や

各関係部署は、これらの調査結果を基に分析・考察をし各方面について改善を検討してい

る。

学友会との懇談会については、学友会が意見箱等で収集した学生サービスや学生生活に

ついての要望や意見等を教学センター長に直接伝える場を設け、意見交換や情報収集を行

っている。これらの要望や意見等へは、関係部署と連携を図り解決に向け取り組んでいる。

また、学生の要望・意見のみならず、保護者の要望や意見等も取り入れるため、後援会

（保護者会）との連携を図り、毎年本学及び全国 5会場で保護者を対象とした地区別懇談
会を開催し、大学の現状、就職等の状況を報告すると共に本学教員との個人相談を行い、

保護者からの要望や意見を吸い上げている。

●学修支援に関する学生ニーズの把握と改善の反映 

本学では、授業フィードバックアンケートを全学的に実施しており、授業の内容や環境、

教員の姿勢などについて、学生にアンケートを取っている。教員は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し、学生ニーズを把握して、個々の授業改善に役立てて

いる。授業フィードバックアンケートの結果は学内に公表して、教職員や学生が閲覧でき

るようにしている。また、学習支援センターでは、学生が訪問した内容を記録して、学生

支援本部運営委員会にて報告している。

●学修環境に関する学生ニーズの把握と改善の反映 

 本学の学習環境の整備は、「学生生活実態調査」や、教学センター長と学友会との懇談会

にて集約した学生からの要望のほか、授業フィードバックアンケートから出た学生の声や、

地区別懇談会等での保護者からの声などを参考にしている。いずれも、緊急性や実用性を

勘案し、予算化した上で実行に移している。平成 28（2016）年度には、工学部電気学科
と建築学科が主に使用する「新 2 号館」を建設したほか、平成 29（2017）年度には、工
学部応用化学科が主に使用する「バイオ環境化学実験棟」を建設し、学修環境は大きく向

上した。また、体育実習等で使用する球技用グラウンドについても、平成 29（2017）年
度に整備するなど、全学共通の基礎教育に関わる施設設備の改善にも努めている。

 本学の経営学科の一部が学んでいる、名古屋市内の「自由ヶ丘キャンパス」についても、

平成 30（2018）年度に増築する計画を進めている。この増築に伴い、手狭であったキャ
ンパスが余裕を持って使用出来るように改善されるほか、多様化する授業へ対応するため

の多目的室や自習室、アクティブラーニングスペースなど、学修環境が飛躍的に向上する
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こととなる。また、学修支援やキャリア支援等の環境が整備され、様々な角度から学生へ

の支援が可能となる。

（2）2－6の改善・向上方策（将来計画） 

●学生支援体制の整備と機能

学生生活の諸問題は年々複雑、多様化し、指導・支援を行う厚生補導の果たす役割がよ

り重要となっている。これらの問題には、担当部署のみならず、関連する部署が情報を共

有し連携をより強めて対応にあたる。また、学生と対応する教職員に多種多様な研修活動

への参加を促進して個々のスキルアップをはかり、学生にとって有意義な指導・支援の手

法を検討しながら、引き続き支援の質の向上に努める。

●心身に関する適切な支援

前記した「アルコール分解能力テスト」「骨密度測定」等の検査を実施しているが、今後

より多くの学生にの受験につなげるため、日程や会場などの整備を検討し、啓発も含め、

見直していく必要があると考えられる。保健室担当職員は、常に学生たちに「健康に関心

を」を持っていただけるように積極的に努めており、常に利用しやすい環境づくりに取り

組んでいる。

学生相談室については、人間関係に悩む学生の居場所づくりが必要であると考え、その

ための足掛かりとして、リラクゼーション講座を含むグループ・ワーク等の実施を検討し

ている。教職員を対象としたハラスメントに対する講習会も企画、実施を試みたい。

また、自由ヶ丘キャンパスでは、研究室を利用して面談を実施してきたが、今後は学生

相談室を用意し、安心して相談できる環境を整えて行くこととする。障害学生の修学支援

においては、修学支援機器の利用が有効な場合もあり、他大学と同程度の体制となるよう、

これらの充足も検討していく。学生支援において、学生や保護者、担当部署、指導教員と

継続して緊密な関係を維持することは必要不可欠であり、臨床心理士の安定的雇用も視野

に入れて検討する。

●経済面における適切な支援

現在、学業成績が優秀な学生に対する奨学金のほか、学資負担者の死亡・自然災害等、

不測の事態に備える奨学金もあり全体的には制度が整っているものの、金額や対象者数・

制度の内容については、さらなる経済的支援の充実を図るために継続して検討する。

●課外活動への適切な支援

現在、大学公認団体の参加率が、学生全体の約 25％と上昇傾向にあるが、活動場所や部

室が不足しており、十分な活動ができていない団体があるため、拡充・増設を検討する。

前記した「合宿寮」において、現在管理人を設けておらず、管理できていない状況であ

る。学生の生活に係る監督、危機管理、トラブル対応等には管理人の常駐が不可欠である

と考えられるため、管理人の雇用を検討する。

●多様な学生への適切な支援

平成 29 年度中にノイズキャンセリングヘッドホンなどの修学支援機器を購入し、発達

障害等の個性に応じて適切な機器の貸出しを行う。また、障害学生のみならず、精神疾患

などを有する多様な学生への支援に関して、近年、訴訟問題になるケースも少なくない。
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このため、支援提供の際に相談者との合意形成を適切に行うなど、紛争を防ぐ試みを実施

する。

●学生生活に関する学生ニーズの把握と改善の反映

学友会会長と教学センター長との懇談会について、学友会の活動に参加する学生の減少

に伴い、積極的な要望・意見の聞き取りが困難な状態である。学友会活動の活性化やそれ

に伴う学生からの積極的な要望・意見を吸い上げ、学生課として学友会の取組に協力して

いく。

●学修支援に関する学生ニーズの把握と改善の反映 

授業フィードバックアンケートは全学的に実施しているが、改善内容は個々の教員に委

ねているのが現状である。組織的に改善・向上を図るため、今後は学部 FD 委員会、大学

院 FD 委員会にて学修支援を含めた授業改善の方法を検討する。

●学修環境に関する学生ニーズの把握と改善の反映 

 主な学習の場となる講義棟や実験棟については、耐震基準をはじめ安全性を最優先した

計画を立案し改修を進めているが、一部老朽化している建物もあるため、学生や教職員の

安全を第一に考えた改修を先ず実行することとする。

 社会が求める人材も時代によって変わることから、学習環境は常に時代のニーズに応え

られるよう改善を進めて行くことと同時に、引き続き「学生実態調査」や「授業フィード

バックアンケート」等から学生ニーズを把握し、工科系大学の強みを活かせる学習環境を

常に考えて改善していくこととする。
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2－7 キャリア支援  

≪2－7 の視点≫ 

2-7-① インターンシップ支援の充実と就職支援プログラムを軸とした就職支援体制

の強化 

（1）2-7 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」を目指し、専門教育の充実

を図ってきたが、社会構造の変化にともなう産業革新が目覚ましい昨今、このような多様

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職業観の醸成、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 技術の要請を養う「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

究科の教育課程に配置し、実践的技術者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、参加学生にはガイダンス・事前ビジネスマナー講習会受講を義務付けたうえで実施し

ている。終了後には参加学生が報告会で発表を行い、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制度として、自らの将来

を具体的にイメージできるよう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 2-7-1 に示す。

              表 2-7-1 インターンシップ実績

年度 企業数（社） 参加学生数（人）

2016 
夏季 １９５ ３２０

春季 ２６ ３５

2015 
夏季 １７９ ２９４

春季 ８ １３

2014 
夏季 １４５ ２２０

春季 ７ ７

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、社会に出たあとに役に立つ取組を展開している。エ
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クステンション講座の一覧と平成 28（2016）年度の参加実績を表 2-7-2 に示す。

表 2-7-2 エクステンション講座実績

講座名
2016 年度

参加学生数（人）

TOEIC（IP テスト） 160 
宅地建物取引主任者 51 
CAD 利用技術者 1 級（機械） 22 
CAD 利用技術者 2 級 50 
3 次元 CAD 利用技術者 39 
電気主任技術者（第三種） 14 
危険物取扱者（甲種） 6 
危険物取扱者（乙種第 4 類） 32 
公務員 106 
基本情報技術者 13 
MOS 試験 word2013 20 
MOS 試験 excel2013 24 
MOS 試験 PowerPoint2013 17 
工業英検 4 級 14 
工業英検 3 級 10 
2 級土木施設管理技士 14 
ファイナンシャル・プランニング技能士 3 級 8 

キャリアセンターでは、全学的な施策を企画立案して持続的な就職力強化を図っており、

社会人として自立できるよう、多角的な視点で学生を将来に導いている。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実践的取組等を行うと同時に、インタ

ーンシップのマッチング、実施、実習視察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「就職支援プログラム」として企画・実施し、各専攻に配置す

る就職担当教員と密接に連携を取りながら、きめ細やかな指導の効果をあげている。また、

教職員で組織する「就職委員会」を設置して、指導方針の共有を図っている。企業を招い

て学生と交流させる取組やのべ 900 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、キャリアコンサルタントや産業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

学生全員と年間通して面談を実施し、就職・進学それぞれの進路に応じた相談を実施して

いる。

また本学では、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
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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、教職員で組織する「教務委員会」で各学部学科の意見を集約

し、検討のうえ、教授会に諮っている。 

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）2-7 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の質の改善について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、就職支援プログラムの一層の充実とともに就職相談も多様な学生

に合わせたアドバイスを行い、大学生から社会人へと円滑な移行支援のできる体制づくり

を行う必要がある。

 また、就業力の育成において大きな効果が見込めるインターンシップへの参加推進のた

め、組織の強化を検討するとともに、事前事後教育の重要性や効果を高める実習プログラ

ムの提供、更なる実習希望先の確保のため、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。

 キャリアセンターでの就職相談や就職支援プログラムの主たる対象は、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必要となってきており、それに対応するため低学年向けのキャ

リアガイダンスや、低学年から参加できる講座を増やしているが、これからは教育課程内

外を通しての全学的なキャリア教育支援体制の体系化を検討する必要がある。
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2－8 校地校舎及び施設の状況 

≪2－8の視点≫ 

2-8-① 校地、校舎等の学修環境の整備と適切な運営・管理  

2-8-② 研究施設等附属施設の適切な管理 

（1）2－8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。

 八草キャンパスにおいては、工学研究のさらなる推進を図るため、平成 29(2017)年に工

学部応用化学科のバイオ環境化学実験棟が完成し、最新の設備環境で研究活動が進められ

ている。そのほか、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、より専門的な研究等に活用されている施設を備えて

いる。なお、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

利用可能な施設も完備している。

自由ヶ丘キャンパスにおいては、平成 30(2018)年 9 月完成予定で増築工事を開始してお

り、多目的室や自習室が増加するほか、学生支援スペースも充実される予定である。

 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資格を有した職員を配置し

た財務部管財課が中心となって行っており、安全に学修でき、かつ、法令に適合するよう

適切な維持管理に努めている。

 また、附置研究施設である耐震実験センター、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には運営委員会を、総合技術研究所以外の附置研究施設には併せて評

価委員会を設け、適切に運営している。特に、主として構造物、部材、設備等の耐震安全

性及び構造物等の性能向上に関する研究、実験を行う施設である耐震実験センターは、学

外者による使用も多く、事故等の危険も考えられるため、使用及び安全管理等について細

則を設け、安全管理にも十分な注意を払っている。 

 また、学外からの見学者が多い地域防災研究センターでは、事前の申込みにより人数を

把握し、適切な管理の下、教職員が対応している。過去 5 年の見学者数を以下に示す。 

図 2-8-1 地域防災センター見学者数
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●研究施設等附属施設の適切な管理 

 本学の研究施設等附属施設の管理は、基本的には各施設等の職員と財務部管財課が連携

して行っている。総合技術研究所、耐震実験センター、地域防災センター及びエコ電力研

究センターについては研究支援本部、図書館、計算センター・情報教育センター、みらい

工房はそれぞれ所轄する部署が日常的に管理しており、学生及び教職員の安全確保に努め

ている。具体的には、電気、ガス、水道等のインフラの故障や建物内の破損などは各施設

等の職員が管財課に連絡し、管財課の専門スタッフまたは取扱業者が対応することしてい

る。一方、防犯上の管理は、防犯カメラの設置や IC カードでの入室制限で対応している。

また、耐震実験センター、総合技術研究所、みらい工房では特殊な機械、薬品、装置等を

扱う場合があることから、それぞれで安全に利用するための講習会を実施している。 さ

らに、研究施設等では職員の他、知識を有する技術員、PD、技術員などを配置し、当該施

設を利用する学生あるいは学外からの見学者の安全の確保に努めている。 

（2）2－8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、老朽化した建物も現存している

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、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。

本学の研究施設等附属施設の管理については、現在の方法で行うこととしているが、研

究施設によっては、夜間に研究を行う場合も多く教員が付き添えない場合もある。そのた

め、複数人で残ることを徹底するとともに、現在も実施している「居残り・徹夜届」の提

出を徹底し、警備員による巡回時に特に注視することとする。しかしながら、予想できな

い危機発生も考慮し、火災発生時の消火器での対応、その他の危機発生時における緊急連

絡網の整備などさまざまな危機を想定し対応策を検討する。 
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2－9 快適な教育研究環境の整備  

≪2－9 の視点≫ 

2-9-① 

2-9-② 

学習支援環境の整備・充実 

バリアフリーや安全対策に配慮した施設・設備の整備

（1）2－9の現状と自己評価 

実験室や実習室・製図室の整備や、教職支援室やアクティブラーニング室など、学生や

社会のニーズに合わせた学習支援環境の整備を進めてきているが、現在、自由ヶ丘キャン

パスにてアクティブラーニングに活用できる多目的室を配備する工事が進んでいる。これ

により、文系の学生が更に実践的に学べる施設が増えることになる。

バリアフリーについては、毎年計画的に工事を実施しており、現在は 3 号館のバリアフ

リー化が進行中で、平成 30(2018)年度内には完了する予定である。バリアフリーが不完全

な棟がまだ残っているが、改築や取り壊しの予定もあるため、現在は、講義室を 1F に配

慮するなど運用にて対応している。

安全対策については、キャンパス内の夜間照明が少なかったことから、現在は、道路や

歩行路の夜間照明を計画的に配備しているほか、建物内の自動点灯設備の導入などを進め

ている。 

（2）2－9の改善・向上方策（将来計画） 

多様化する社会のニーズに対応するため、教学センターをはじめ、基礎教育センターや

各学部との連携を強め、時代にあった学修支援環境を充実させていく必要がある。常に情

報を得られるように、連携体制の構築を図っていく。

八草キャンパスは丘陵地に配置されているため、坂道や段差も多く、車椅子等での移動

に困難な場所もある。建物のバリアフリーのはもちろんのこと、道路や駐車場、トイレも

整備計画に盛り込んでいくことが必要と考える。同時に、夜間照明や歩行路の安全整備に

ついても検討していく。
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2－10 教育研究の向上のための体制  

≪2－10 の視点≫ 

2-10-① 学習支援体制の整備とＴＡ等の活用による学習支援の充実 

（1）2－10 の現状と自己評価 

履修学生人数が多い科目については、あらかじめクラスを分割して、適正な学生数とな

るようにしている。担当する教員は、一人の教員が複数クラスを担当する場合と複数の教

員が分担して行う場合がある。複数の教員が行う場合は、教育内容を都度打ち合わせて、

クラスによって学生に不利益が生じないよう配慮している。

 数学、物理、英語といった基礎的な科目の一部は、入学時に行う学力試験（プレースメ

ントテスト）の成績に応じてクラスを分け、学生の習熟度に応じた教育を行うようにして

いる。

また、ティーチング・アシスタント（ＴＡ）制度の他に、平成 27 年度にスチューデン

ト・アシスタント（ＳＡ）制度を導入し、不足するＴＡを補い授業補助を行う等、学習支

援の充実を図っている。

学習支援センターにおいて、基礎科目を中心に授業担当教員が参加して、学生の要望に

応じた学修支援を行っている。職員は学生の窓口となり、学生の要望や抱えている課題に

応じて教員と連絡を取り、教員と職員が協働して学修全般を支援している。また、学生が

授業に関して質問する機会を設けるため、全学的にオフィスアワーを実施しており、平成

29 年度から、非常勤教員を含めた全教員がオフィスアワーを設定するようにした。

（2）2－10 の改善・向上方策（将来計画） 

 科目によっては履修学生数が多く、試験を行う際は別の教室を手配する必要がある。過

去の履修学生数を分析して、授業及び試験を同じ教室で行うことができるよう、教室配置

を改善する。また、ＴＡやＳＡは学生同士がともに学びあうことができる制度であり、こ

れを充実することで学習支援体制の改善を図る。
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2－11 研究の向上のための運営・管理 

≪2－11 の視点≫ 

2-11-①

2-11-②

2-11-③

大学全体及び教員個人の研究環境の整備状況  

学内共用施設、研究室等の適切な運営・管理 

研究の実施に関する適切な安全教育 

（1）2－11 の現状と自己評価 

本学では、専任教員一人につき一研究室を整備している。各学部等及び各研究科におい

て必要となる施設整備については、教育研究等の環境に支障をきたすことのないよう留意

し、計画的に整備を実施している。 

 学内共用施設については、施設担当部署管理の下、資格を有する委託業者により定期点

検を実施、保全作業を行っており、学内環境を適切に管理している。また、キャンパス内

の数か所で水質検査・空気環境測定を実施し、環境保全に努めている。 

 施設の管理としては、業務委託している警備会社が 24 時間体制で警備にあたっており、

入構のチェック、構内の巡回、夜間の施錠管理等を実施している。 

 学内施設の中でも多くの実験装置を設置し、また多くの薬品を保管している総合技術研

究所では、安全面を考慮し、各部屋は電子錠を導入している。電子錠の登録は、毎年教員

によって行われる利用申請の際に提出される利用者一覧を基に行っており、登録者以外は

入室できない仕組となっている。利用申請による登録は、利用する研究者及び学生を把握

することにも繋がり、適切に管理されている。施設施設等の管理・運営に関わる本学の規

程を以下に示す。 

規程 内容 

愛知工業大学環境保全対策委員会規程 環境保全全般について 

愛知工業大学化学物質等適正管理規程 化学物質等の管理、事故発生時の対応等に

ついて 

愛知工業大学化学物質等に関するリスクア

セスメント等取扱要領 

リスクアセスメントに基づいた適切な労働

災害防止対策等について 

愛知工業大学毒・劇物等管理規程 毒・劇物等の取扱、事故発生時の対応等に

ついて 

愛知工業大学高圧ガス管理基準細則 高圧ガスの取扱について 

 これらの規程に則り、本学では、施設等の適切な管理・運営の下に研究が行われるよう

努めている。 

また、安全に関する取組の一環として、薬品管理システムを構築しており、法律に基づ

き、安全な薬品管理を徹底するよう理解を促していている。 

薬品や高圧ガス等を扱うことの多い学科においては、実験室内に整備された装置・器具

を安全かつ適切に使用するための方法や手順、注意事項等を解説した冊子を作成し、初回
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の実験・実習授業で学生に配布したり、「安全衛生教育プログラム」として、環境保全対策

委員会主催で各種講習会等を実施したりするなど、安全教育の徹底にも努めている。平成

29年度実施予定のプログラム内容を以下に示す。 

 内容 対象 

各種 

説明会 

水質汚濁防止法に関する教育 応用化学科 2年生
安全衛生の基本に関する教育 応用化学科 3年生
安全衛生に関する教育 応用化学科 4年生
薬品管理の重要性に関する教育 応用化学科 4年生
高圧ガスの取扱に関する教育 応用化学科 4年生
廃液・廃薬品・特別管理産業廃棄物の適正管

理に関する教育 

応用化学科 4年生

薬品管理の基本編 薬品管理システム使用者

（学生、新規・希望教職員）

廃棄物管理の基本編 薬品管理システム使用者

（学生、新規・希望教職員）

化学物質使用責任者説明会 薬品管理システム使用者

（基本編受講済み教職員）

新任教職員への説明会 教職員

講習会 薬品管理システム使い方講習会（上級編） 材料化学専攻等の院生

薬品管理システム使い方講習会 薬品管理システム使用者

（学生、新規・希望教職員）

廃棄物の取扱い方講習会 応用化学科学生

応用化学科の新規・希望教職員

液体窒素取扱い方講習会 液体窒素使用者

（学生、新規・希望教職員）

訓練 研究室事故訓練 応用化学科 4年生
材料化学専攻等の院生

応用化学科の教職員

（2）2－11 の改善・向上方策（将来計画） 

 法令を順守した高圧ガス利用のため、財務部管財課が高圧ガスの貯蔵量を把握し、毎月、

管理状況を利用者に報告するなど、適正な量になるよう関係部署及び教員に呼びかけ管理

に努めているが、借用高圧ガスボンベにおいては、返却予定日を過ぎているものも見受け

られるため、「愛知工業大学高圧ガス管理基準細則」に則り、原則 6か月以内（最長 1年）
を遵守するよう、教員への周知を徹底することとする。また、新規借用及び購入の場合は、

教員に対して、研究に支障がない限り、小容量の容器に切り替える等の依頼をすることに

より、適正な貯蔵量管理に努めることとする。 
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 その他、施設設備の安全性は適正に保たれているが、今後も定期的に各種点検を実施す

るとともに、バリアフリー化についても積極的に推進し、継続的な安全性向上のための取

組に努めることとする。 
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2－12 研究倫理向上のための取組 

≪2－12 の視点≫ 

2-12-①

2-12-②

2-12-③

研究不正防止に対応するための学内の体制と責務  

研究に携わる教職員及び学生に対する適切な研究倫理教育  

研究倫理教育の受講状況の厳正な管理 

（1）2－12 の現状と自己評価 

 本学では、本学の研究が社会の信頼を得つつ適正に推進されるよう、研究者の責務や大

学の責務といった研究を遂行する上で遵守すべき規準を「愛知工業大学研究倫理指針」に

より定めている。また、この指針の趣旨に則り、以下の規程を定めている。 

規程 内容 

愛知工業大学研究倫理委員会規程 研究倫理全般に対応 

愛知工業大学研究活動不正防止規程 不正行為に関する事案に対応 

愛知工業大学における研究費等の不正使用

に関する取扱規程 

研究費の不正使用に関する事案に対応 

不正行為及び不正使用の具体的事案については、告発受付窓口である総務部総務課で受

け付け、それぞれの規程に定められている審査委員会において調査、対応することとして

おり、学内における体制は整えられている。 

また、啓発活動の一環として研究不正に関するリーフレットを作成し、教職員に配布す

ることで意識の向上に努めている。 

 研究倫理教育としては、研究倫理指針に基づき、研究者等の研究倫理意識の高揚を図る

ための講習会等を実施しているが、平成 27 年度には、研究活動を行うすべての教員、研
究員及び大学院生に対して研究倫理教育の受講が義務づけられたことに伴い、国立研究開

発法人科学技術振興機構から講師を招き、研究に携わる教職員及び大学院生を対象として、

「研究活動の不正行為及び研究費の不正な使用について」の講習会をコンプライアンス教

育講習と併せて実施した。過去の実施内容を以下に示す。 

年度 実施日 内容 対象

平成 26年度 9月 16日
他 11日

公的研究費コンプライアンス

教育講習（文部科学省制作動画

視聴含む）

【講師】学務部次長

※研究倫理教育を含まない。

・科研費等公的研究費を申

請予定又は研究遂行中の専

任教員、客員教員等（PD含
む）

・公的研究費に関わる職員

平成 27年度 9月 14日 「研究活動の不正行為及び研

究費の不正な使用について」の

講習会

・科研費等公的研究費を申

請予定又は研究遂行中の専

任教員、客員教員等（PD含
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【講師】国立研究開発法人科学

技術振興機構 総務部研究公正

室、学務部次長

※研究倫理教育を含む。

む）

・公的研究費に関わる職員

平成 28年度 9月 29日
～10月 7日

研究倫理 eラーニングコース
（eL CoRE）

・専任教員、科研費等公的研

究費を申請予定又は研究遂

行中の客員教員等（PD含む）
・公的研究費に関わる職員

・大学院生（研究科長の管

理の下、11月末までに実施）
10月 13日 公的研究費コンプライアンス

教育講習会

【講師】総合技術研究所事務

長、人事課長、会計課長、調達

課長、庶務課長

・科学研究費等公的研究費を

申請予定又は研究遂行中の

専任教員、客員教員等（PD
含む）

・公的研究費に関わる職員

研究倫理教育の受講終了後には、教職員及び大学院生に修了証、誓約書等の提出を義務

付けており、提出の有無により受講状況を管理し、提出のない受講対象者に対しては、講

習会の録画映像等の視聴により追加講習を実施している。平成 28 年度に実施した研究倫
理 eラーニングコース［eL CoRE］では、受講していない対象者に対し、受講が確認でき
るまで担当課から受講を促した。 

（2）2－12 の改善・向上方策（将来計画） 

 現在、啓発活動の一環として配布している研究不正に関するリーフレットは、研究費の

不正使用に重点が置かれているため、研究倫理の観点から、本学の指針や不正行為も含め

た内容に更新する。

 平成 28年度の研究倫理教育は［eL CoRE］により実施したが、反復教育により遵守す
べきルール等の理解を深めるため、平成 29年度においても、引き続き同様の方法で実施
することとする。また、学部生に対しては、様々な科目において技術者としての責任・倫

理観の育成を学修・教育目標としているほか、倫理教育に係る選択科目を配置しているが、

より一層理解を深められるよう、その他の研究倫理教育の方法についても検討する。
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2－13 研究資金の適切な配分 

≪2－13 の視点≫ 

2-13-①

2-13-②

2-13-③

2-13-④

教員の研究活動への適切な研究資金の配分  

研究活動活性化のための学内資金の競争的配分  

大学院生の研究活動の支援と研究指導のための研究資金の確保 

グローバル化に対応するための研究力強化への取組 

（1）2－13 の現状と自己評価 

学部等に配分する予算である「配分教研費」は、基礎配分額から決定する専攻・教室等

の運営費に、教員数、学生数（学部生数、博士前期課程及び博士後期課程の大学院生数）

及び科学研究費をはじめとする競争的資金への申請・採択状況を考慮し、配分額を決定し

ている。競争的資金への申請・採択状況は、4 月上旬に実施する「配分教研費の算定に伴
う調査」によって調査している。 

 「配分教研費」においては海外出張旅費の支出を認めていないが、国際会議等に論文発

表を予定している者、国際会議及び学会等に役員等として参加要請されている者を対象に、

渡航費及び宿泊費等の一部を援助する制度を設けている。 

 「配分教研費」以外の学内研究費としては、特色ある教育・研究へ重点的な予算措置を

行う学内助成制度「教育・研究特別助成」を設けているが、本学では、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、研究活動の活性化を目的として、科学研究費

に申請していない教員には本助成制度への申請資格を与えないなどの方策を講じ、競争的

配分を行っている。 

 「教育・研究特別助成」は、教育・研究の基盤整備及び教育研究活動の活性化を目的と

し、競争的予算配分の充実、複数年度申請の設定など、都度、制度の見直しを行っている。

平成 29 年度の公募では、さらなる研究力の強化及び競争力の向上のため、全学的な研究
活性化を目的として分野横断型研究に対し重点的に配分する制度を設け、公的な大型プロ

ジェクトへの参画を目指す研究基盤を整備した。これらの研究活動の活性化や外部資金の

獲得に繋げる様々な取組は、研究支援本部において検討している。 

 平成 26 年度に創設した「大学院研究推進経費」は、大学院生の研究力を向上させ、今
後の社会において活躍できる高度技術者を養成するため、大学院生の研究推進及び担当教

員の研究指導支援を目的としており、大学院博士前期課程に在籍する者を対象とし、教員

の申請により、一人年間 10 万円（2 年間 20 万円）を限度として予算配分を行っている。
1 年目の年度終了時には、対象者ごとに「中間報告書」の提出を義務付けており、2 年目
の継続を希望する場合は、併せて「継続申請書」を提出することとしている。また、2 年
目の年度終了時には、対象者ごとに「成果報告書」の提出を義務付けている。制度創設か

ら現在までの交付状況を以下に示す。 
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（単位：円） 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度
＜工学研究科＞ 

交付決定額 
7,400,000 14,400,000 12,400,000 13,100,000

＜経営情報科学研究科＞

交付決定額 
2,900,000 6,500,000 7,500,000 6,900,000

交付件数（合計） 103件 209件 199件 200件

大学院工学研究科、大学院経営情報科学研究科に在籍者に対しては、配分教研費、大学

院研究推進経費、奨学寄附金及びグローバル人材育成支援事業により、学会発表等に係る

旅費についても支給している。 

グローバル人材育成支援事業は、平成 20年度から平成 24年度まで、大学院研究科の研
究活動を推進することを目的として、博士後期課程担当教員及び大学院博士後期課程在籍

者を対象とした「大学院高度化推進経費」という名称で措置していたものを、平成 25 年
度に「グローバル人材育成支援事業」として規程を制定し、大学院博士後期課程の学生を

中心とした優れた個人研究の推進を目的とする「基盤的研究事業」と、若手教員及び大学

院生を対象として、海外の学会等での論文発表の推進を目的とする「海外研究事業」によ

り、国際社会に対応できる人材を育成するための学内助成制度として運用している。 

「基盤的研究事業」は、申請に基づき年間 30万円を交付、「海外研究事業」は、他の奨
学金、助成金等の支給を受けない者に対し、20万円を上限として補助している。交付状況
を以下に示す。 
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【基盤的研究事業】                         （単位：円） 

 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度
交付額 7,000,000 8,400,000 9,300,000 7,800,000 8,100,000
実支出額 6,013,519 7,874,500 7,621,564 6,095,509
交付件数 20件 24件 31件 26件 27件

【海外研究事業】                    （単位：円） 

 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度
交付額 3,676,854 4,870,000 6,805,000 7,177,000
交付件数 20件 31件 40件 39件

20
24

31
26 27

7,000 

8,400 
9,300 

7,800 8,100 

6,014 

7,875 7,622 

6,096 

0

5

10

15

20

25

30

35

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

H25 H26 H27 H28 H29

交
付
件
数

交
付
額
・
実
支
出
額
（
単
位
：
千
円
）

【基盤的研究事業】交付状況

交付件数

交付額

実支出額

20

31
40 39

3,677 

4,870 

6,805 
7,177 

0

10

20

30

40

50

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

H25 H26 H27 H28

交
付
件
数

交
付
額
（
単
位
：
千
円
）

【海外研究事業】交付状況

交付件数

交付額



愛知工業大学

36 

グローバル人材育成支援事業の申請から交付決定までの手続きに関しては、「基盤的研究

事業」は会計課、「海外研究事業」は総合企画課で行い、経費の執行は両事業とも会計課で

適切に管理している。 

（2）2－13 の改善・向上方策（将来計画） 

 「教育・研究特別助成」については、平成 29年度に新たに設定した分野横断型研究の
区分において、中間報告等により進捗状況を把握し、全学的な研究活性化や外部資金の獲

得に繋がる取組となるか適宜検証することとする。

グローバル人材育成支援事業における「基盤的研究事業」は、優れた個人研究の推進を

目的としており、博士後期課程の学生の研究を推進する制度となっているが、今後は専門

性に応じて配分できる制度等も検討することとする。 

その他、教員への研究資金配分及び大学院生の支援等については、引き続き、会計課に

おいて経費の執行等、適正に管理する。 
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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

経営の規律と誠実性の維持 

使命・目的を達成するための組織体制 

（1）3－1の現状と自己評価 

 本学では、学則をホームページで公開しているほか、学校法人として、適正な経営・管

理を図るため、寄附行為の下に運営規則を規定し、組織・権限等、運営について定めてい

る。また、寄附行為に則り「理事会」及び「評議員会」を設置し、運営規則及び事務組織

規程の定めるところにより事務組織を置き、目的達成のための運営体制を整備している。

 使命・目的を達成するため、法人に「学園運営協議会」を設置し、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

議している。「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、

情報共有体制をとっている。

 本学は、学長、副学長、学部長、研究科長を始めとする各部局を代表する長を置いてお

り、その長を中心に、管理・運営、教育・研究が円滑に継続して行われるよう適切な体制

を構築している。

学則、その他諸規程は、冊子にて全教職員に配布し、加えて学内インフラネットの「グ

ループウェア」でも閲覧できる環境を整備しており、教職員がこれらの諸規程及び学校教

育法等関連法令を遵守するよう徹底している。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。

（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、担当部署である総合企画課において、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。

また、平成 29 年 8 月より中期計画策定委員会を発足させ、財務面を中心に中期計画策
定に着手し、学内の意見調整をすすめ平成 29年度中に作成し、平成 30年度から実行の予
定である。策定に当たり、法人と設置校とが一体となり教育・研究活動のさらなる改善と

向上に努め、管理運営の適正化を図る。
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3－2 理事会・評議会の機能  

≪3－2 の視点≫ 

3-2-①

3-2-②

3-2-③

意思決定の仕組みと組織体制 

意思決定体制の整備と機能性 

運営機関の相互チェックの機能性 

（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 26(2014)年度から平成 28（2016）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
開催数 1 2 3 4 5 6 －

平成 26年度 月 日 5/29 7/14 10/14 12/2 2/24 3/27 －

出席状況 8名 7名 8名 9名 8名 7名 －

開催数 1 2 3 4 5 6 －

平成 27年度 月 日 5/27 7/28 11/27 1/25 2/26 3/28 －

出席状況 9名 8名 9名 8名 9名 9名 －

開催数 1 2 3 4 5 6 7 
平成 28年度 月 日 5/9 5/26 7/19 9/14 11/28 2/20 3/27 

出席状況 8名 9名 6名 7名 8名 7名 10名

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。
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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

行われている。「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。

図 3-2-1 各設置校と理事会及び評議員会の関係

（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

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。 
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3－3 大学の意思決定及びガバナンス 

≪3－3の視点≫ 

3-3-①

3-3-②

学長のリーダーシップとガバナンス 

大学管理運営機関の権限と責任の明確性 

（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

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
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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

研究支援本部長

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。

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、大学事務局長及

び学長の承認後、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、短期的な計画実施となって

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に必

要がある。

（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。
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3－4 環境保全 

≪3－4の視点≫ 

3-4-① 環境の整備 

（1）3－4の現状と自己評価 

本学では、衛生委員会を組織し、各設置校及びキャンパス、部署への職場巡視を実施

し、改善・検討するよう指導し、職場環境整備に努めている。また、学内喫煙スペース

の整備を行い、受動喫煙防止や喫煙マナー向上に努めた。平成 28 年度では、ストレスチ

ェック実施にむけて、実施時期、内容、リスクについて討議した。健康診断及びストレ

スチェックの受診率向上、教職員の健康意識向上にも努めている。 

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、教職員窓口を総合企画課に置き、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。

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。平成 29年度には、「愛知工業大学情報セキュリテ
ィ委員会規程」を定め、具体的なセキュリティ対策の検討を行う体制を整備した。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 3-4-1 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 
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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。平成 23(2011)年度には豊田市消防本部
の協力を得て実施し、改善点等の指導を受けた。その後も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。

（2）3－4の改善・向上方策（将来計画） 

平成 29 年度からは、リスク範囲に「情報」を含め、本学の情報機器に対するサイバ
ー攻撃等に備えるための「愛知工業大学情報セキュリティ対策規程」を 6月に定め、リ
スクアセスメント及びリスクマネジメントを行っている。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。
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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

職員の役割、配置の明確化と機能性 

教員の採用・昇任規定についての具体性 

（1）3－5の現状と自己評価 

●職員の役割、配置の明確化と機能性

職員の役割については、事務組織規程により、職位毎の役割が示されているものの決し

て十分とは言えない。現在、採用形態及び職位毎の役割について規程整備を検討している

が明確化による誤解を招かないように慎重に進めている。

また、配置についても事務組織規程に分掌を定めているが、適正人員、適正配置を抜本

的に見直すべく、各部署の業務の棚卸しを行い、他部署との重複業務や簡素化可能な業務

を洗い出す作業の実施を検討している。

●教員数と配置

本学の全体の専任教員数は 173人であり、学部の各学科、大学院の各研究科においては、
大学設置基準及び大学院設置基準に定められている必要専任教員数及び教授数を上回って

いる。また、数学、物理学関係及び総合教育科目を担当する教員は、基礎教育センターに配

置しており、大学設置基準上大学全体の収容定員に応じて必要とされている専任教員数も十

分に満たしている。教員組織は、平成 21（2009）年度に実施した学部、学科の再編成に合
わせて、教員の専門性を活かした学部、学科に異動する組織改革を行った。また、本学の教

育課程に合わせ、分野の基礎となる領域は学科共通としたうえで、教育研究の高度化ときめ

細かい卒業研究の指導を行うため学科に専攻を設け細分化した。

学部、研究科、付置施設の教員数を「学部・学科・付置施設別教員数（表 3-5-1）」及び
「研究科、専攻別教員数（表 3-5-2）」に示す。

表 3-5-1 学部・学科・付置施設別教員数（平成 29年 5月１日現在）

学部・学科・付置施設 専任教員数 
設置基準上の 

必要専任教員数

工学部 

電気学科 28（22） 14（7）
応用化学科 17（11） 10（5）
機械学科 26（19） 14（7）
土木工学科 13（9） 10（5）
建築学科 17（12） 13（7）

経営学部 経営学科 19（15） 14（7）
情報科学部 情報科学科 21（16） 17（9）

その他の組織
基礎教育センター 29（17） － 

総合技術研究所 2（2） － 

大学の収容定員に応じ定める必要専任教員数 － 46（23）
合計 173（128） 138（69）

（ ）内は教授数
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表 3-5-2 研究科、専攻別教員数（平成 29年 5月 1日現在）

研究科、専攻 専任教員数
設置基準上の

必要専任教員数

工学研究科 博士前期課程

電気電子工学専攻 32（22） 7（4）
材料化学専攻 14（10） 7（4）
機械工学専攻 20（14） 7（4）
建設システム工学専攻 26（20） 7（4）
博士後期課程

電気・材料工学専攻 46（32） 7（4）
生産・建設工学専攻 43（34） 7（4）

経営情報科学研究科 博士前期課程

経営情報科学専攻 33（33） 9（5）
経営情報科学専攻 23（23） 9（5）

（ ）内は研究指導教員 

本学は、教員の質を確保し、安定した教育課程を実現するため、コア科目の教育・指導は

専任教員が担当している。また、兼任教員の招聘、採用については、学外各分野の専門家に

よる講義の必要性を考え、学界だけでなく、技術者、専門家、企業人等から、優れた教育・

研究実績を有する専門家に客員教授を委嘱しており、専任・兼任の教員数については、適切

なバランスが取れていると考えている。

社会人の大学院教育に力を注いでいる経営情報科学研究科においては、特に企業のトップ

を招聘して講義を行い、名古屋市東部の交通の基点である本山に開設している「本山キャン

パス」で、昼夜開講制により開講している。

● 年齢構成

 本学の専任教員の年齢構成を表 3-5-3 に示す。学部等の年齢構成で見ると、61 歳以上の
比率が 34.7％を占め、40歳以下の専任教員が 11.6％である。また、56歳から 65歳の年齢
層の専任教員が 27.1％を占めている。専任教員の高年齢者が多い傾向にあるが、段階的に
年齢に偏りのできないよう、採用をおこなっている。

 専任教員の高齢化の問題は、教育・研究の水準確保、維持・向上を図るうえで重要な課題

であることは論を持たないが、平成 16(2004)年度から実施している 65歳定年引き下げ措置
により、この数年間で高齢教員が定年を迎えること、また教員の新規採用の際しては、特に

40 歳以下の准教授、講師、助教等の若手教員の採用を促進していることなどにより、年齢
構成の問題は年々改善の方向にあると考えている。

 専任教員の配置に関しては、学部学科の専門分野毎に、年齢構成と学科からの要望に基づ

き、偏ることの無いように配慮している。また、大学院においては、厳格な資格審査基準を

設け、より高いレベルでの専門分野の均衡を図っている。
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 専門分野のバランスについては、教員採用時、学部学科の再編時又は研究科の設置時に短

期・中期的な観点からも常に検証を行っており、教育課程の編成に支障をきたさない水準を

確保している。

表 3-5-3 教員の年齢構成
上段：人数 下段：比率 

学部 職位 
71歳 
以上

66歳～
70歳

61歳～
65歳

56歳～
60歳

51歳～
55歳

46歳～
50歳

41歳～
45歳

36歳～
40歳

31歳～
35歳

26歳～
30歳

計 

工学部 

教授 2 21 9 15 11 12 1 0 0 0 71

(％) 2.8 29.6 12.7 21.1 15.5 16.9 1.4 0.0 0.0 0.0 100.0

准教授 0 0 0 0 3 1 11 6 0 0 21

(％) 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 4.8 52.4 28.6 0.0 0.0 100.0

講師 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 6

(％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 16.7 16.7 50.0 0.0 100.0

助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

(％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0

合 計 2 21 9 15 14 14 13 7 3 1 99

(％) 2.0 21.2 9.1 15.2 14.1 14.1 13.1 7.1 3.0 1.0 100.0

学部 職位 
71歳 
以上

66歳～
70歳

61歳～
65歳

56歳～
60歳

51歳～
55歳

46歳～
50歳

41歳～
45歳

36歳～
40歳

31歳～
35歳

26歳～
30歳

計 

経営学部 

教授 

(％)

1 5 2 4 0 1 2 0 0 0 15

6.7 33.3 13.3 26.7 0.0 6.7 13.3 0.0 0.0 0.0 100.0

准教授

(％)

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 100.0

講師 

(％)

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0

助教 

(％)
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

合 計

(％)
1 1 5 2 4 0 2 4 0 1 0

4.2 5.3 26.3 10.5 21.1 0.0 10.5 21.1 0.0 5.3 0.0
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学部 職位 
71歳 
以上

66歳～
70歳

61歳～
65歳

56歳～
60歳

51歳～
55歳

46歳～
50歳

41歳～
45歳

36歳～
40歳

31歳～
35歳

26歳～
30歳

計 

情報 

科学部 

教授 

(％)

1 3 1 4 3 4 0 0 0 0 16

6.3 18.8 6.3 25.0 18.8 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

准教授

(％)

0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 60.0 0.0 100.0

講師 

(％)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

助教 

(％)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合 計

(％)

1 3 1 4 3 4 2 0 3 0 21

4.8 14.3 4.8 19.0 14.3 19.0 9.5 0.0 14.3 0.0 100.0

学部 職位 
71歳 
以上

66歳～
70歳

61歳～
65歳

56歳～
60歳

51歳～
55歳

46歳～
50歳

41歳～
45歳

36歳～
40歳

31歳～
35歳

26歳～
30歳

計 

基礎教育

センター 

教授 

(％)

1 9 5 6 3 2 0 0 0 0 26

3.8 34.6 19.2 23.1 11.5 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

准教授

(％)

0 0 0 1 1 1 3 1 0 7

0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 14.3 14.3 42.9 14.3 0.0 100.0

講師 

(％)

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0

助教 

(％)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合 計

(％)

1 9 5 7 3 3 1 4 1 0 34

2.9 26.5 14.7 20.6 8.8 8.8 2.9 11.8 2.9 0.0 100.0

学部 職位 
71歳 
以上

66歳～
70歳

61歳～
65歳

56歳～
60歳

51歳～
55歳

46歳～
50歳

41歳～
45歳

36歳～
40歳

31歳～
35歳

26歳～
30歳

計 

全学部 

教授 

(％)

5 38 17 29 17 19 3 0 0 0 128

3.9 29.7 13.3 22.7 13.3 14.8 2.3 0.0 0.0 0.0 100.0

准教授

(％)

0 0 0 1 3 3 15 9 4 0 35

0.0 0.0 0.0 2.9 8.6 8.6 42.9 25.7 11.4 0.0 100.0

講師 

(％)

0 0 0 0 0 1 1 2 4 0 8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 12.5 25.0 50.0 0.0 100.0

助教 

(％)
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 50.0 100.0

合 計 

(％)

5 38 17 30 20 23 20 11 8 1 173

2.9 22.0 9.8 17.3 11.6 13.3 11.6 6.4 4.6 0.6 100.0



愛知工業大学

50 

●教員の採用・昇任に関する現状 

教員の採用・昇任については、学歴・職歴・年齢等の履歴及び教育研究業績に基づいて、

大学協議会及び当該教授会の審議を経て適格性を判断し、選考した候補者を理事会において

審議し、決定している。

理事会との良好な関係に基づき、学部学科等の意向を十分反映し、専門分野を考慮した選

考が規程どおりに実施されており、現状において特段の問題は生じていないと考えている。

本学の教員組織は、平成 19(2007)年の法律改正に基づく学則変更により、教授、准教授、
講師及び助教としているが、教育研究の円滑な実施に必要な業務を行うものとして助手の職

も引き続き置くことができることとしている。また同年、「愛知工業大学教員選考に関する

規程」における各資格の見直しを行い、同年度に採用の教員から適用している。

学部、基礎教育センターにおける採用・昇任は、愛知工業大学教員選考基準に基づき、研

究業績及び教育業績を審査して厳正に行われている。研究科における採用・昇任に関しては、

研究科毎に論文数等に具体的な数値基準を設けている。

学部、基礎教育センター及び研究科においては、以下の 7 規程を定め、採用・昇任人事
に運用している。

①「愛知工業大学教員選考に関する規程」

②「愛知工業大学教員選考基準運用内規」

③「愛知工業大学院教員組織に関する規程」

④「愛知工業大学大学院工学研究科教授会教授（博士前期課程）及び大学院(博士前期課
程)担当教員資格審査基準」
⑤「愛知工業大学大学院工学研究科教授会教授（博士後期課程）及び大学院(博士後期課
程)担当教員資格審査基準」
⑥「愛知工業大学大学院経営情報科学研究科博士前期課程の担当教員資格審査基準」

⑦「愛知工業大学大学院経営情報科学研究科博士後期課程の担当教員資格審査基準」

学部、基礎教育センター及び研究科の採用・昇任に関する審査の流れについては、次のと

おりである。

①学長が大学協議会に諮り、当該候補者に関する選考の開始を確認

②学部等の長は、教授会に諮り、当該候補者に関する選考開始を確認

③教授会に、教員資格審査委員会を設置

④教員資格審査委員会は、審査の経過及び結果並びに総合評価に関する意見をまとめ

て報告書を作成し、教授会に報告

⑤教授会は、前項の報告に基づき、審議し、その可否を決定

⑥学部等の長は、教授会において議決された結果を、大学協議会に報告

大学院の研究指導等の資格審査の手続きは、当該研究科の大学院運営委員会にその審査を

委ね、大学院教授会で審議、可否を決定し、その結果を大学協議会に報告することとしてい

る。

●教員の採用・昇任に関する自己評価 

教員の採用・昇任は、規程どおり実施しており、現状において問題はないものと考える。

理事会との良好な関係に基づき、学部、学科等の意向を十分踏まえ、専門分野を考慮して採

用を行っているが、若手教員の採用に関しては、教育研究の能力を重視するあまり、消極的
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であったことは否めない。

経営情報科学研究科は、博士前期課程及び博士後期課程における担当教員資格審査基準が

定められており、適正な審査を行っている。

 採用時において、研究歴の短い若手教員などは任期を定めて採用することとし、採用後の

教育実績、研究実績などによって本採用しているが、明確な基準は設けていない。なお、昇

任後の定期的な資格審査については、現在実施できていない。

●教学マネジメント

教学マネジメントは、教務委員会が担っている。教務委員会規程に示すとおり、委員会

は、教学センター長、教学副センター長、各学科、基礎教育センター及び教職課程からの

教員以外に、教学センター事務部長と教務課長から組織されており、職員もその一翼を担

っている。 

（2）3－5の改善・向上方策（将来計画） 

職責については、平成３０年度を目途に、採用形態、職位に応じた職責を公表できるよ

うに準備を進めている。 

配置の明確化については、上記作業を進めるにあたり、人事課に業務改善専属の担当者

を配置し、専門家（業者）のアドバイスを受けながら、半年から 1年の時間をかけて取り

組む予定である。職員の役割、配置を明確にすると共に階層別の研修が重要になってくる

と考えており、その研修の際に職員の役割の周知を行うべきと考えている。役割、配置の

明確化により、自ずと機能性は向上すると考えている。

教員の採用・昇任については、「愛知工業大学教員選考に関する規程」を改正し、「教育

上の能力を有すると認められる者」を各資格基準の一つとしているが、明確な基準ではない

ため、今後検討することとする。現在、教員の採用にあたっては、若手教員を積極的に採用

することとしているが、専門分野に偏りがないよう、専門分野ごとの年齢構成表によって計

画し、採用することとする。

教員の資格審査については、採用後又は昇任後も定期的に実施できるような関係制度、基

準等の検討を引続き行うとともに、制定後相当の年数が経過している大学院工学研究科の資

格審査基準の見直しも検討することとする。
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3－6 適切なＦＤ組織と活動 

≪3－6の視点≫ 

3-6-① 教育内容・方法の工夫・開発と効果的な実施 

（1）3－6の現状と自己評価 

本学では、教育内容の改善についてＦＤ委員会を中心に取り組んでいる。ＦＤ委員会は

年数回開催しており、各学科の教員が委員として参加しているため、その検討内容はＦＤ

委員を通じて各学科に周知される。本学のＦＤ委員会では、下記内容を重点目標として取

り組んでいる。

●学生による授業評価と教員の自己点検評価

学生による授業フィードバックアンケートと教員による授業自己点検評価を実施してい

る。専任教員には授業フィードバックアンケートを実施することを義務付けており、授業

自己点検評価は、授業フィードバックアンケートの内容を踏まえて、各教員が報告書を作

成して提出する。個々の教員が授業内容を振り返ることのできる仕組みとしている。

●授業参観

 ＦＤ委員会では授業参観を実施しており、教員が他の教員の授業を参観できるようにし

ている。各教員の所属学科以外の授業も参観でき、授業を参観した教員は、授業の感想と、

自身の授業改善のための参考点を記した報告書を作成して、授業を実施した教員に報告す

るようにしている。

 ＦＤ委員会では、この他にも新任教員向けの講習会実施、ＦＤ講演会の開催などを企画、

運用しており、教育改善の効果的な実施に向けて活動している。

（2）3－6の改善・向上方策（将来計画） 

 学生による授業フィードバックアンケートを用い、各教員が授業自己点検評価報告書を

作成しているが、現状では各教員の個人的な改善となっている。大学として教育内容・方

法の改善を行うために、授業フィードバックアンケートの結果を学科ごとに集計して、そ

の結果をＦＤ委員会に提示する必要があるだろう。各学科のＦＤ委員は、アンケート結果

をもとに、学科ごとに教育内容を検討して、その取組をＦＤ委員会に報告することで、各

学科の改善内容を全学的に共有できるようにする。 

 授業参観についても、参観する教員数が増加するように、ＦＤ委員会で改善策を検討し

ていく。 
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3－7 適切なＳＤ組織と活動 

≪3－7の視点≫ 

3-7-① ＳＤの内容と計画性 

（1）3－7の現状と自己評価 

SDの義務化に伴い、平成 29年度から、教育研究活動の適切かつ効果的な運営向上と職
員の資質向上を目的とした規程を整備し、全ての教職員を対象とした取組を行っている。

規程の制定に合わせ組織された SD推進委員会において、具体的なを組織し SDの計画及
び検討を行っている。

 平成 29 年度の活動において、事務職員については、従来から実施している人事課主催
の階層別研修を実施した。加えて、女性管理職研修を試験的に行った。教員については、

学生課主催によるハラスメント講習を実施した。総務部長及び財務部長から、全ての学科・

教室の学科長会及び教室長会において、法人の財務状況について説明を行った。

平成 29年度に開催した SD講習会等の実施日及び参加者数は以下のとおり。

表 3-7-1 平成 29年度階層別研修参加者数一覧

役職 職員数 参加者数 欠席者数
参加率

（％）

管理職 35 32 3 91.4

中堅職員 43 37 6 86.0

若手職員 35 30 5 85.7

表 3-7-2 平成 29年度教員研修（ハラスメント講習）参加者数一覧

学科 常勤事務職員数 参加者数 欠席者数 参加率（％）

電気工学科

26 23 3 88.5

内訳
教 授 20 17 3 85
准教授 6 6 0 100

応用化学科

17 14 3 82.4

内訳

教 授 11 9 2 81.8
准教授 5 4 1 80
助 教 1 1 0 100

機械工学科

23 19 4 82.6

内訳

教 授 16 12 4 75
准教授 5 5 0 100
講 師 2 2 0 100
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土木工学科

13 12 1 92.3

内訳

教 授 9 8 1 88.9
准教授 2 2 0 100
講 師 2 2 0 100

建築学科

17 17 0 100

内訳

教 授 12 12 0 100
准教授 3 3 0 100
講 師 2 2 0 100

経営学科

19 16 3 84.2

内訳

教 授 15 14 1 93.3
准教授 2 1 1 50
講 師 1 1 0 100
助 手 1 0 1 0

情報科学科

20 17 3 85

内訳
教 授 15 13 2 86.7
准教授 5 4 1 80

基礎教育センター

33 32 1 97

内訳

教 授 25 24 1 96
准教授 7 7 0 100
講 師 1 1 0 100

（2）3－7の改善・向上方策（将来計画） 

 少子化対策、入試改革等、変化する社会情勢に合わせ、SD の内容を変化させ、充実し
ていく必要があるため、SD 推進委員会において、十分な情報収集と法人及び大学の現状
を照らし合わせた教育内容を検討する。併せて具体的に研修計画を進めていくと共に、講

習会等に柔軟に参加できるよう、Webアンケートを利用した研修、動画の配信等を積極的
に利用し、周知と理解を促していく。
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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

中長期計画にを踏まえた財務運営の取組 

安定した財務基盤の構築、経営の健全性 

（1）4－1の現状と自己評価

安定した財務運営の維持を図るため、財務部は各設置校の事業計画を基に作成される予

算執行計画書を精査し、法人の中長期計画と併せ予算配付を行っている。

大学八草キャンパスでは、施設設備計画として第 2号基本金に組み入れていた、新 2号
館が平成 26(2014)年度に完成した。
また、キャンパス中心部の整備計画により、平成 28(2016)年度には新食堂棟「セントラ
ルテラス」の建設と、周辺を「セントラル広場」として緑地整備し、併せて「セントラル

ガーデン」とするなど、教育研究活動の環境整備の推進と、学生の快適環境の充実を図る

とともに、3 号館のスロープ設置やセントラル広場の通路と芝生広場の段差を無くすなど
バリアフリー対策にも取組を行っている。

名古屋市にある高校・中学の若水キャンパスでは、若水キャンパス総合整備計画の完了

後、既設の瑞若体育センターに隣接した土地を平成 26(2014)年度に取得し、体育館建設及
びグラウンド造成を行い瑞若スポーツセンターとして平成 28(2016)年度に完成した。
法人全体の財政基盤については、平成 28(2016)年度末では、流動資産構成比率は 19.5％
で、平成 27(2015)年度全国大学法人 508法人の平均（医歯系法人を除く）13.5％を 6.0ポ
イント上回り、内部留保資産比率は28.0%で同平均の23.9%を4.1ポイント上回っている。
一方、負債比率は 10.9%で、同平均の 14.3%を 3.4ポイント下回っていることから、財政
的に安定し、資産が固定化される事無く、資金流動性に富んでいると評価できる反面、特

定資産構成比率が 17.4%と同平均の 21.3%より 3.9ポイント下回り、中長期的な財政支出
に対する備えが充実しているとは言い難い。

収支バランスにおいては、平成 24(2012)年度以降、基本金組入前当年度収支差額は収入
超過と支出超過を交互に繰り返すものの、マイナス額は軽微であったが、平成 27(2015)
年度は校舎取り壊し費用および除却損の計上により支出超過額が大きくなった。また、翌

年 28(2016)年度も支出超過となり、支出超過額も増額傾向を示し始めている。

表 4-1-1 貸借対照表関係比率（法人全体）    （単位：％）
年  度

比  率
H24 H25 H26 H27 H28 全国大学

508校数値※

有形固定資産構成比率 54.8 56.0 59.5 61.0 61.2 61.2 
特 定 資 産 構 成 比 率 19.2 18.3 17.4 17.3 17.4 21.3 
流 動 資 産 構 成 比 率 23.7 24.0 21.7 19.8 19.5 13.5 
内 部 留 保 資 産 比 率 32.4 32.2 29.0 27.7 28.0 23.9 
負 債 比 率 12.0 11.1 11.4 11.1 10.9 14.3 
基 本 金 比 率 98.6 98.8 98.3 98.6 98.9 97.2 
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※全国大学 508校（医歯系大学除く）数値は日本私立学校振興・共済事業団作成「平
成 28(2016)年度版 今日の私学財政 大学・短期大学編」より

表 4-1-2 法人全体の事業活動収支計算書 収支差額の推移
（単位：千円）

平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年度

A事業活動収入 11,539,628 11,570,797 11,514,297 11,667,822 11,699,080

B事業活動支出 11,511,284 11,628,561 11,472,826 12,236,855 11,852,614

C基本金組入前当年度収支差額 28,344 △57,764 41,471 △569,033 △183,533

D事業活動収支差額比率(C／A) 0.2％ △0.5％ 3.6％ △4.9％ △1.6％

E基本金組入額 △650,000 △926,016 △2,293,179 △1,484,881 △1,024,596

F当年度収支差額(C＋E) △621,656 △983,780 △2,251,708 △2,053,913 △1,208,130

学生生徒等納付金は、平成 24(2012)年度以降は９０億円前後を維持し、補助金も同様に
約 13億円台を維持している。
人件費は、平成 28(2016)年度の人件費比率が法人全体では 56.6%であり、全国平均（医
歯系法人を除く）の 53.7%より 2.9ポイント上回っているが、大学部門では 48.4%と、目
標値とする「50.0%」を下回っていることから、比率を押し上げている要因は、高等学校
を始めとする他部門といえる。

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 28(2016)年度の計上
額は約 43 億円、教育研究比率は 37.2%と全国平均より 4.0 ポイント上回っているが、こ
の内、減価償却額は約 18億であり 42.1%を占め、全国平均（医歯系法人を除く）の 30.8%
より 11.3ポイント上回ることから、減価償却対象資産の取得が多い事を示している。

表 4-1-3 事業活動収支件書関係比率比較（法人全体）
（単位：％）

年  度
比  率

H24 H25 H26 H27 H28 全国大学
508校数値※

学生生徒等納付金比率 78.5 79.3 78.5 78.6 77.9 73.7 
補 助 金 比 率 11.7 11.9 12.1 11.4 11.7 12.5 
人 件 費 比 率 57.4 55.8 55.1 57.0 56.6 53.7 
教 育 研 究 経 費 比 率 35.5 36.9 36.9 39.4 37.2 33.2 
基 本 金 組 入 率 5.6 8.0 19.9 12.7 8.8 12.2 
事業活動収支差額比率 0.2 △ 0.4 △ 4.9 △ 4.7 
※全国大学 508校（医歯系大学除く）数値は日本私立学校振興・共済事業団作成「平
成 28(2016)年度版 今日の私学財政 大学・短期大学編」より

大学部門の事業活動収支関係比率は、平成 28(2016)年度の数値と全国平均（医歯系大学
を除く）の数値を比較すると、補助金比率と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といえる。
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これらのことから、大学部門では、学生の安定した確保のもと、教育研究の充実に向け

た運営をしている一方、法人全体では支出超過が継続し、経常支出が増加傾向にあること

は大きな不安要素である。経常経費は単年だけ抑制することで改善されるものではない為、

経費増加が慢性化体質となる前に原因・要素を検証し、体質改善を図る事が必要である。

表 4-1-4 事業活動収支件書関係比率比較（大学部門）
（単位：％）

年  度
比  率

H24 H25 H26 H27 H28 全国大学
508校数値※

学生生徒等納付金比率 85.1 85.3 84.9 85.0 83.5 73.7
補 助 金 比 率 5.9 5.8 5.9 5.0 5.2 12.5
人 件 費 比 率 47.9 47.7 47.0 47.7 48.4 53.7
教 育 研 究 経 費 比 率 34.7 36.9 37.2 40.6 37.0 33.2
基 本 金 組 入 率 7.1 9.5 12.7 1.6 5.1 12.2
事業活動収支差額比率 11.3 8.4 9.0 3.7 7.6 4.7
※全国大学 508校（医歯系大学除く）数値は日本私立学校振興・共済事業団作成「平
成 28(2016)年度版 今日の私学財政 大学・短期大学編」より

図 4-1-1 大学学部別の入学定員と入学者数の推移

競争的資金を含む外部研究費の積極的な獲得に向けた取組として、科学研究費の申請に

ついては、申請した研究計画調書について、審査結果の開示により不採択課題順位が「A」
であった者、45歳以下の者、その他希望者を対象に、内容や書き方等の観点からチェック
を行う「フォローアップ」と、申請予定の希望者に対して、研究計画調書をチェックする

「ブラッシュアップ」を実施し、採択に向けた支援を行うとともに、科学研究費助成事業

（研究活動スタート支援）に採択されなかった若手研究者への研究活動推進のため、若手

研究者助成金の制度を平成 26(2014)年度に設けた。
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学部等に配分する予算「配分教研費」では、65歳未満の専任教員には科学研究費助成事
業への申請を義務付け、申請のない教員には、特色のある教育・研究に重点的な予算措置

を最大 2年間行う学内の助成制度「教育・研究特別助成」への申請資格を与えない一方で、
科学研究費を始めとする競争的資金への申請・採択状況により、教員個人あたりの研究費

算定額に加算している。

これらの取組により成果は大きく表れ、外部研究費のうち特に科学研究費および受託研

究（競争的資金含む）は 5年間で受入件数・受入額ともに増加している。

図 4-1-2 外部研究費の受入件数および金額の推移

科学研究費における交付額は、平成 26年度に新規採択された基盤研究（B）の研究課題
2件が平成 28年度をもって終了したことや、基盤研究（B）の継続課題について、初年度
より申請経費が減少していることもあり、全体的な配分額は減少している。しかしながら、

交付件数は僅かながら増加してきていることから、安定的に科学研究費を確保できている。

過去 5年の交付状況及び申請・採択状況を以下に示す。
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 また、平成 28年度以降、科学研究費以外の競争的資金の受入れが大幅に増加したため、
公的機関からの研究費総額は増加している。過去 5年の競争的資金の交付状況を以下に示
す。

【競争的資金交付状況】                       （単位：円）

平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度
交付件数 1件 3件 5件 11件 12件
直接経費 1,818,182 23,799,636 48,412,018 104,453,636 112,274,727
間接経費 181,818 6,373,064 13,555,202 27,148,364 29,297,023
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その他、企業等との共同研究や受託研究については、総合技術研究所が窓口となって実

施し、連携パートナーの教員がいない場合については、技術相談を受け付け、教員との橋

渡しを行っている。また、総合技術研究所では、学内の技術シーズを公開する「テクノフ

ェア」（隔年）や、1 回につき一学科に特化した「テクノサロン」（年に数回）を実施し、
教員の研究成果、技術シーズについて話題及び交流の場を提供している。

 平成 29 年度には、大垣共立銀行と、両者の相互協力により地域活性化に資する産学連
携活動を推進し、地域社会の発展に寄与することを目的として「産学連携に関する協定」

を締結、また、豊田信用金庫と、それぞれが有する情報やノウハウ等を用いて連携し、双

方の発展に寄与するとともに、広く地域の産業振興や文化の発展に貢献することを目的と

して、①産学官連携に関すること、②人材育成に関すること、③教育及び研究に関するこ

と、④地方創生及び地域貢献に関すること、⑤その他の事業について「包括連携協定」を

締結するなど、より一層の産学官連携や地域貢献活動の促進に努めている。

（2）4－1の改善・向上方策（将来計画） 

平成 28(2016)年度の学生生徒等納付金比率は、法人全体で 77.9％、大学部門では 83.5%
と経常収入の大半を占める学生生徒等納付金収入は、補助金や寄付金のように外部要因に

影響されることの少ない重要な自己財源である。

大学部門では、学生生徒の志願者は安定的に確保でき、入学定員を充足しているが、教

育研究活動の環境整備の推進に向け、更なる財政基盤の強化を図るため、平成 28(2016)
年度に学費を改定した。

また、社会からの要望及び人材需要に対応するため、平成 29(2017)年度入学者から工学
部の電気学科、応用化学科、機械学科、建築学科の収容定員増加を行ったことも、財政基

盤の強化に繋がっている。

しかしながら、文科省の「定員超過率の厳格化および地方創生戦略」により、平成

28(2016)年度以降の収入は段階的に抑制され、現状維持を保てる状況に留まった。
法人は、今後収入の大幅な増加見込みが困難な状況において、経常経費の抑制は必要不
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可欠であるため、平成 28(2016)年度に「人件費抑制」と「経費削減」の取組を開始した。
人件費抑制の施策としては、事務職員制度に「一般職」を新設し、基幹、管理、立案企

画等に従事する「総合職」と一定の専門知識が必要な定型的業務の「一般職」に区分し、

事務職員「総合」と「一般」の計画的人員バランスと、業務の仕分け、見直しにより職員

人件費の総額抑制を図ることとした。

経費削減の施策では、コンサルタント会社を導入し、警備料、清掃費、保守料などの業

務委託を中心とした契約内容の検証し、平成 29(2017)年度以降の契約について見直しを行
った。損害保険料では各キャンパスのハザードマップを作成し、キャンパスごとの立地に

あった保証条件等を検証し保険契約全体の見直しを図った。

電力会社との契約内容の見直しと長期包括契約等による電気料金の削減を図ると共に、

教室等の自動点灯、屋外照明等のＬＥＤ化、省エネ対応の空調機への更新など、省エネ対

策も併せ順次取組を行っている。

また、科学研究費獲得のための支援活動として、申請した研究計画調書について、①審

査結果の開示により不採択課題順位が「A」であった者、②45歳以下の者、③その他希望
者を対象に、内容や書き方等の観点からチェックを行うフォローアップ、希望者に対して、

申請予定の研究計画調書をチェックするブラッシュアップを実施しているが、今後も取組

方法を適宜見直しながら、継続することとする。

 共同研究や受託研究等の外部資金の獲得については、研究内容や技術シーズを企業等に

さらに広く認識してもらうための取組を引き続き検討するとともに、共同研究や受託研究

の受入れに繋がるよう、企業ニーズとのマッチング支援体制を整えることとする。

今後、中長期計画の財政支出に対する備えを充実させ、収支バランスの均衡を保つため、

収支改善に向けた更なる施策の検討を行うこととする。
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4－2 会計  

≪4－2 の視点≫ 

4-2-①

4-2-②

会計処理を適正化する業務フローの確立及びチェック体制

実施要領に基づいた監査の実施

（1）4－2の現状と自己評価

本学園の会計処理は、「学校法人会計基準」に基づき「学校法人名古屋電気学園経理規程」、

「経理規程細則」、「固定資産及び物品管理規程」、「固定資産及び物品調達規程」等に従っ

て適正な会計処理を実施している。また、会計処理上判断の難しい事例等が生じた場合は、

あずさ監査法人の指導を受けて適切に業務を遂行している。

 本学園では、法人事務局において会計伝票を集約して会計処理を行い、法人全体の収支

状況の計算書類を作成している。決算書は、監査法人と監事の監査を経て、評議員会へ報

告し、理事会で承認されている。その後、監査法人による監査報告書を添えて、６月末ま

でに文部科学省へ提出している。

 大学の「配分教研費」に係る予算執行は、会計伝票に内容が明確となる証憑書類を添付

し、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段階でチェックされたものを、会計システムへ
入力している。また、法人事務局総務部調達課が有する物品調達システムと、大学総合企

画課が有する旅費計算システムでは、事務処理の重複を回避し、予算執行を円滑に行うた

め、会計システムへのデータ出力・取り込みをシステム間で行っている。

 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」

「物品購入願」等を起案することにより、その決裁の過程で、調達部門による発注先選定、

合見積もりでの金額選定、財務部門による使途及び内容確認、総合企画部門における出張

内容確認、証憑書類確認を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おり、

このことによって内部統制を確立している。

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。

監査法人による監査は、会計システムによるデータ、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、備品実査、業務手続の内部統制調査及び計算書類の照合が行

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を判断し、リスクアプローチ

に基づき、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こと

を重視し、計画的に実施された。
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公的研究費については、「愛知工業大学公的研究費内部監査実施要項」に則り、年 1 回
実施している。監査の種類、対象及び実施方法を以下に示す。

種類 対象 実施方法 

通常監査 ・当該年度の科学研究費助成事業のうち、研

究代表者として交付を受けている課題 20％
以上

・その他公的研究費として指定された研究費

収支簿、預金通帳、請求書等

の証票類等の確認

特別監査 ・通常監査を行った研究課題数の 10％以上 通常監査に加え、実際の補助

金の使用状況や納品状況等の

事実関係の確認

 平成 29年 2月には、7月の公的研究費内部監査の特別監査の対象とならなかった課題 5
件を対象として、購入物品に関しては現物確認、使途・目的、使用頻度及び今後の予定、

出張に関しては必要性、目的、成果、非常勤雇用に関しては必要性、出勤状況の把握方法、

コンプライアンス推進副責任者との面談内容について該当教員にヒアリングを行い、詳細

なリスクアプローチ監査を実施した。

（2）4－2 改善・向上方策（将来計画） 

 大学の教育・研究に係る予算の執行手続きは、教職員に配布している「ひとりあるき」

に掲載されており、教職員個々の理解を深めるとともに会計処理が円滑に流れるようにし

ているが、今後は部局等責任者及び会計事務担当者を対象とした研修会を開催し、認識の

共有化、該当する規程、規則に基づく処理の適正化を目指すこととする。 

また、予算執行部署で伝票起票されたものを、財務部でデータ入力し決算業務に展開す

る形をとっているため、業務が非効率となり、知り得たい情報にタイムラグが発生する。

また現行のシステムも導入後十数年が経過している。予算執行時にデータ化し、自動仕訳

機能による帳簿作成、決算業務に展開するような、データを一元管理できるフローとシス

テム、さらに経営状態を把握し、経営戦略策定が可能となるシステム導入の検討を行う必

要がある。 
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①物品購入願  ② 物品購入願 ⑦発注

⑩納品書・請求書  ⑪ 納入報告及び物品購入願の返却要請

⑬納品確認書へサイン  ⑫ 物品購入願の返却

⑤物品購入願 ⑥物品購入願

④物品購入願 ③物品購入願

⑱物品購入願

⑲備品登録票

⑭出金伝票等 ⑮出金伝票等

及び必要書類 　　 及び必要書類

⑳収支簿・伝票（控） ⑰収支簿・伝票（控） ⑯支払処理

⑧物品購入願(控)

⑨商品・納品書・請求書
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者
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図 4-2-1 3万円以上の物品を購入する場合

①発注

②商品・納品書・請求書

③納品書・請求書 ④出金伝票等 ⑤出金伝票等 ⑥支払処理

及び必要書類 及び必要書類

⑨収支簿・伝票（控） ⑦収支簿・伝票（控） ⑧備品登録票
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図 4-2-2 3万円未満の物品を購入する場合

 私立学校振興助成法に基づく外部監査（監査法人）、私立学校法に基づく監事監査、本学

園規程に基づく内部監査を継続的に実施するとともに、これらの連携を図るべく三様監査

の協力体制をより強固なものにしていく体制つくりを進めていく。 

 また、コンプライアンス推進副責任者による非常勤雇用者に対する日常的なヒアリング

や、備品実査時に換金性の高い物品について使用及び管理状況の確認という形でのリスク

アプローチ監査は以前から行っていたが、課題を抽出し、当該教員へのヒアリングという

形では平成 28 年度に初めて実施したため、今後も継続して重点的なリスクアプローチ監
査を行うこととする。 
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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 内部質保証の体系的編成 

（1）5－1の現状と自己評価 

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、副学長を議長とし、学部長等、大学院研究科長、研究支援本部長な

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、

計算センター長、図書館長、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。

自己点検・評価委員会の下に、平成 25 年度認証評価受審後、自己点検・評価を恒常的
に行うことを目的として、ワーキンググループを設置した。平成 29 年度から、継続的に
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円滑な調査実施及びきめ細かい内容の精査を行う体制を整えるため、学内の業務担当課を

ワーキンググループの主とし、柔軟な対応ができるよう、新たなワーキンググループの体

制を構築する。自己点検・評価委員とのワーキンググループの情報及び作業の進捗を共有

し、認証評価審査時に対応可能な体制を確立する。

図 5-1-1 自己点検・評価ワーキンググループ

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。

本学は、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り組むことができる。
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

大学事務局長 自己点検・評価委員長

学務部 総合企画課 WG

教務課 WG

学生課 WG

入試広報課 WG

キャリアセンター WG

研究支援本部事務室 WG

総務部長 総務課 WG

人事課 WG

財務部長 財務課 WG

会計課 WG

管財課 WG

・学部長

・研究科長

・教学センター長

・キャリアセンター長

・入試センター長

・計算センター長

・図書館長

・研究支援本部長
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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た。今回の自己点検から、学内の業務担当課をワーキンググル

ープの主とし、柔軟な対応ができるように変更したが、今後も引き続き、必要に応じて自

己点検に係る構成員、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、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引き続き検証
することとする。 
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5－2 自己点検・評価の明確性 

≪5－2の視点≫ 

5-2-① ＩＲ調査 

（1）5－2の現状と自己評価

本学では、平成 26(2014)年度に、大学ＩＲコンソーシアムに加入し、大学ＩＲコンソー
シアム共通アンケートを今までに、４回実施している。

 アンケート結果により、コンソーシアム加入大学の学生との違い、１年生から３年生に

かけての経年変化等から、本学の学生の特徴を明確にし、学生教育に生かしている。

また、各種情報を収集し、分析と情報提供を行うことにより、本学の意思決定及び計画

策定を支援することを目的とした規程を制定し、ＩＲ委員会を設置している。委員は以下

のとおり。

表 5-2-1 IR委員会
委員役職 規程根拠 

副学長 第４条第１項第１号 

学生支援本部長 第４条第１項第２号 

教学センター長 第４条第１項第３号 

大学事務局長 第４条第１項第４号 

学務部長 第４条第１項第５号 

教学センター事務部長 第４条第１項第６号 

総合企画課長 第４条第１項第７号 

入試センター長 第４条第１項第８号（学長が指名する者）

キャリアセンター長 第４条第１項第８号（学長が指名する者）

学習支援センター長 第４条第１項第８号（学長が指名する者）

 副学長が議長となり、教学、入試、就職の長が出席し、学生の教育、人材育成等に関す

る情報の共有を行うことができる体制となっている。

 また、大学ＩＲ委員会以外においても、次のとおり調査を行っている。

 ● 入試広報課・・・・・・・入試別追跡調査

 ● 学生課・・・・・・・・・学生生活実態調査

 ● キャリアセンター・・・・内定状況調査、進路希望登録

（2）5－2の改善・向上方策（将来計画） 

 引き続き、学生情報の収集を行い、分析した情報が利活用しやすい体制作りを行う。

 具体的には、学事システムを入れ替え、学生の情報を多元的に分析できる体制の構築、

大学ＩＲコンソーシアム、工大サミット等の機会も利用し、今まで以上に他大学の情報と

比較することにより、本学の状況の明確化を図る。
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5－3 自己点検・評価の活用 

≪5－3の視点≫ 

5-3-①

5-3-②

内部質保証のためのＰＤＣＡサイクル 

内部質保証のための学部、学科、研究科等と大学全体のＰＤＣＡサイクルの 

仕組みの確立とその機能性 

（1）5－3の現状と自己評価

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。
また、本学では、各学科において概ね 4年以内に教育目標の検証とカリキュラムの検証

を行い、教育課程表、シラバスについて検討する。検討した結果は、大学全体に関する事

項を扱う教務委員会、教授会で審議し、継続的にカリキュラムの検証を行い、改善を図っ

ている。 

（2）5－3の改善・向上方策（将来計画） 

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。
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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。

特に、各学科において継続的にカリキュラムを検討し、改善を行っているが、より実質

的に PDCAサイクルを実現して内部質保証につなげる取組が、今後必要になってくる。三
つのポリシーと各学科のカリキュラムがどのように結びついているか、学修成果をどのよ

うに評価するか、教育課程の内外を通じて学生が在学中にどのようなことを身に付けたか

どうかを検証して改善に結びつけることが求められており、学外者を含めた大学関係者に

よる意見聴取や IRデータの活用など、効果的な方法を検討して、実行につなげていく。
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。

 また、日常的な PDCA サイクルの他に、中長期的な計画を策定しているところであり、
この計画に係る PDCAサイクルも、計画の中に盛り込むよう検討している。
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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 

本学は、以下のとおり産学連携を通じた研究成果の社会貢献の方針として公表して

いる。 

本学の研究成果を通じた社会貢献は、永年にわたり様々な形で行われてきたが、社会の

ニーズの多様化に対応するとともに、より効果的に公開・公表し、産学官金との連携を強

化するため、平成 28(2016)年 4月に研究支援本部を組織し取組を開始した。
研究支援本部の下には、総合技術研究所、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を置き、さらに大学院、学部と連携を図っている。

これらの研究支援業務を一元的に実施するために、総合技術研究所内に社会連携室を設

けて、産学連携の推進、競争的資金の拡充、地域連携の支援などの業務を行っている。

            図 6-1-1 本学の研究支援体制図

● 組織・体制

① 研究支援本部

ア 目的：総合技術研究所、耐震実験センター、地域防災研究センター、エコ電

力研究センターの運営を統括するとともに、産学連携を推進し社会への研究成果

愛知工業大学では、総合技術研究所・研究センターが大学院・学部と連携

して工学、経営学、情報科学に関する研究に意欲的に取り組み、学術的に

貢献するだけでなく、産業界や公的機関との連携を通じて研究成果を広く

社会に還元することを目指しています。 

さらに、その成果が愛知工業大学に還元され、愛知工業大学で学ぶ学生た

ちに学習・研究のモチベーションを高める機会を得たいと努力しています。
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の公開を推進する。

イ 組織：本部長１名（教員が兼務）、事務職員４名（うち 1名兼務）
ウ 審議機関：研究支援委員会（構成員 9名）

a本学における職務又は研究に関連する発明等に係る知的財産に関する事項
b 各研究施設の予算に関する事項
c 各研究施設の連絡及び調整に関する事項
d 研究支援に係る対外的な対応に関する事項

② 総合技術研究所

ア 教育・研究活動の国際化・先端化・多様化を支援するとともに、全学の教員が

行う産学官連携研究及び文部科学省私学助成の研究の拠点として、地域を中心とし

た産業の技術発展に貢献する。また、研究所内に新エネルギー技術開拓拠点の研究

組織を置いている。

イ 組織：所長 1名（教員が兼務）、産学連携コーディネーター2名、
事務職員 3名

ウ 審議機関：総合技術研究所運営委員会（構成員 12名）

③ 耐震実験センター

ア 目的：各種構造物の耐震実験及び関連する基礎実験において本学の教育・研

究活動及び地域社会の耐震工学、構造工学の技術向上と発展に寄与する

 また、橋梁などの耐震性向上や免震装置の開発などを目指して、数々の産学協

同研究を進め、耐震工学、構造工学の技術向上と発展に寄与している。

イ 組織：センター長１名（教員が兼務）、PD1名、技術員 1名、事務職員 1名
ウ 審議機関：耐震実験センター運営委員会（構成員 8名）

④ 地域防災研究センター

ア 目的：「地震情報活用防災拠点形成による地域防災力向上技術開発」の拠点」

として、地震危険度の最も高い地域に日本有数の産業が集積する東海地域に

立地する企業の防災力を「産学連携」によって向上される研究を行う。

イ 組織：センター長１名（教員が兼務）、PD2名、事務職員 3名
ウ 審議機関：地域防災研究センター運営委員会（構成員 12名）

⑤ エコ電力研究センター

ア 目的：「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

実施するため、産・官・学の連携によるプロジェクト「次世代型電力供給シ

ステムコンソシアム」を組織し、地球規模の環境問題、エネルギー問題の解

決に向けた研究課題に取り組んでいる。

イ 組織：センター長１名（教員が兼務）、事務職員 2名
ウ 審議機関：エコ電力研究センター運営委員会（構成員 8名）
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● 社会への公開（公表）

平成 28(2016)年度に設置した研究支援本部における社会への公開（公表）により産
学連携を通じた社会貢献の取組は下図のとおりである。

図 6-1-2 産学連携を通じた社会貢献の取組
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●シーズ発信の取組（社会への公表（公開））

  本学は、自動車産業を中心としたものづくり産業が盛んな地域にあることと、ものづ

くりを教育研究の指標としていることから、工科系大学としての特色を活かしながら教

員の研究資源を幅広く公表する取組として以下の事業を行っている。一方、多様化する

産業、技術等に応えるため従来の方法に加え、地元の金融機関と協定を締結し、さまざ

まな情報を収集するとともに本学の研究シーズの普及にも力点をおいている。

① 愛工大テクノフェア

       総合技術研究所はじめ耐震実験センター、地域防災センター、エコ電力研究セ

ンター、大学院及び学部の産業技術に関する研究ポテンシャルを企業や地域社会

に公開し、産学連携や共同研究に活かすことを目的に 2年に 1回開催している。
       過去の実績を下表に示す。

              表 6-1-1 愛工大テクノフェア開催実績
開催日 出展ブース数 講演会内容

平成 24年

12月 7日（金）

42ブース 【特別講演】 

・末永 康仁（情報科学部情報科学科教授） 

テーマ「早期診断と安全治療のための多次元医用画像処理」

・遠藤 守信（工学部応用化学科客員教授） 

テーマ「カーボン・イノベーションへの期待」 

【講演会】 

・一柳 勝宏（工学部電気学科教授） 

テーマ「平常時のエコ電力供給と災害時に強いインフラ設

備 

～スマートグリッドによる電力供給システム～ 」 

・井上 眞一（工学部応用化学科教授） 

テーマ「バイオ燃料：セルロースの糖化とその応用」 

・戸伏 壽昭（工学部機械学科教授） 

テーマ「形状記憶合金の力学的特性とその応用」 

・青木 徹彦（工学部都市環境学科教授） 

テーマ「耐震実験センターにおける最近の研究と今後の課

題」 

・尾形 素臣（工学部建築学科教授） 

「国産材を使った新しい木造建築の開発」

平成 26年

11月 21日（金）

46ブース 【特別講演】 

・正木 和明（工学部都市環境学科教授） 

テーマ「南海トラフ地震に備えた地域防災力の向上技術」

～緊急地震速報を企業地域防災研究センター対策にどう活

用するのか～ 

【講演会】 
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・青木 道宏（工学部電気学科教授） 

テーマ「やわらかい通信ネットワーク 」 

・森田 靖（工学部応用化学科教授） 

テーマ「ポストリチウムイオン二次電池への挑戦：有機化

合物が持つ多電子レドックス能を活用した分子スピン電

池」 

・今野 彰（工学部機械学科教授） 

テーマ「宇宙開発分野に求められる技術シーズ」 

・河路 友也（工学部建築学科教授） 

テーマ「空気調和システムの省エネルギー」 

・中條 直也（情報科学部情報科学科教授） 

「ＩＴが支える自動車と今後の課題」

平成 28年

11月 18日（金）

43ブース 【特別講演】

・松本 洋（㈱豊田自動織機 常務役員）

テーマ「モータースポーツの夢」

・藤村 俊夫（工学部機械学科教授）

テーマ「エンジン技術の動向と将来の車」

【講演会】

・鳥井 昭宏（工学部電気学科教授）

テーマ「フレキシブルマイクロメカトロニクスのためのア

クチュエータ」

・手嶋 紀雄（工学部応用化学科教授）

テーマ「流れ分析法による溶液ハンドリングの自動化と環

境・臨床分析への応用」

・呉 承寧（工学部土木工学科教授）

テーマ「産業副産物のフェロニッケルスラグ骨材を用いた

コンクリートの特性」

・鈴木 敏志（工学部建築学科講師）

テーマ「免震構造を対象とした構造安全性への取組み」

・北坂 孝幸（情報科学部情報科学科准教授）

テーマ「開腹手術映像の知的アーカイブシステムの開発」
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② ＡＩＴテクノサロン

年 2回特定の分野に関する研究成果・技術シーズについて講演し、関心のある企業、地
域企業の方々との交流の場を提供している。

  過去の実績を下表に示す。

表 6-1-2 ＡＩＴテクサロン開催実績
開催日・場所 全体テーマ 講演内容

平成 23年

12月 20日（金）

本山キャンパス

・澤木 宣彦（総合技術研究所所長）

 テーマ「窒化物半導体の光デバイス応用について」

・落合 鎮康（工学部電気学科教授）

 テーマ「有機薄膜太陽電池について」

・山田 英介（工学部応用化学科教授）

 テーマ「熱可塑性エラストマーコンポジットについて」

・奥川 雅之（工学部機械学科准教授）

 テーマ「レスキューロボットとボルト緩み評価診断シス

テムについて」

平成 24年

6月 8日（金）

本山キャンパス

・古橋 秀夫教授（工学部電気学科教授）

 テーマ「エンターテイメントロボットの開発とセンサ技

術」

・渡辺 修教授（工学部機械学科教授）

 テーマ「自律走行二輪車及び一輪車の開発」

・道木 加絵（工学部電気学科准教授）

 テーマ「知的システムの制御技術と応用例」

・北川 一敬（工学部機械学科准教授）

テーマ「災害探査用飛行ロボットの研究と開発」

・西山 禎泰（エクステンションセンター客員講師）

 テーマ「愛工大の教育とロボットミュージアム」

平成 25年

6月 14日（金）

本山キャンパス

・正木 和明（地域防災研究センター長）

 テーマ「緊急地震速報を活用した高度地震対策」

・鈴木 森晶（耐震実験センター教授）

 テーマ「見えざる敵から水を守れ、長周期地震動に対す

る貯水槽の備え」

・中村 栄治（情報科学部情報科学科教授）

 テーマ「3次元計測データを活用した防災対策」

平成 25年

11月 14日（木）

八草キャンパス

スマートグリッド

時代における電力

機器・電気機器・

電気絶縁技術

・大久保 仁（工学部電気学科教授）

テーマ「電気機器絶縁技術の現状と将来動向」

・村瀬 洋（工学部電気学科教授）

 テーマ「最近の電力機器絶縁診断技術の動向」

・箕輪 昌幸、依田 正之（工学部電気学科教授）
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 テーマ「雷現象の新しい展開と雷害防止技術の実際」

平成 26年

6月 17日（火）

八草キャンパス

自動車を取り巻く

環境への取組～エ

ネルギー効率、安

全性、快適性の向

上に向けて～

・藤村 俊夫（工学部機械学科教授）

 テーマ「自動車を取り巻く環境とエンジンの将来動向」

・谷本 隆一（工学部機械学科教授）

 テーマ「自動車の安全性と愛工大におけるものづくり教

育」

・神谷 恵輔（工学部機械学科教授）

 テーマ「振動低減設計・制振デバイス開発への取り組み」

平成 27年

7月 17日（金）

八草キャンパス

新素材・エネルギ

ー・環境負荷低減

に貢献する応用化

学

・大澤 善美（工学部応用化学科教授）

 テーマ「CVD/CVI法を利用した高機能材料の合成と応

用」

・平野 正典（工学部応用化学科教授）

 テーマ「機能性セラミックスの材料設計」

・手嶋 紀雄（工学部応用化学科教授）

 テーマ「流れ分析を用いるスケールダウンされた水質評

価法」

・森田 靖（工学部応用化学科教授）

 テーマ「有機物を活用したポストリチウムイオン二次電

池への挑戦」

平成 27年

12月 8日（金）

八草キャンパス

～人と国を守る土

木技術～

・鈴木 森晶（工学部土木工学科教授）

 テーマ「50年供用した橋をさらに 50年使うために耐震

性能を考える」

・岩月 栄治（工学部土木工学科准教授）

 テーマ「コンクリート構造物の劣化診断と維持管理に関

わるモニタリング手法について考える」

・小池 則満（工学部土木工学科准教授）

 テーマ「企業防災力向上に向けた愛工大の取り組み―あ

いぼう会活動を通じて―」

・赤堀 良介（工学部土木工学科准教授）

 テーマ「河道の樹林化に関する近年の取り組み」

平成 28年

7月 21日（木）

八草キャンパス

建築を取り巻く環

境問題と構造安定

性～環境負荷低減

への取組み～

・山田 和夫（工学部建築学科教授）

 テーマ「建築分野が目指す環境負荷低減への取組み」

・佐野 泰之（工学部建築学科准教授）

 テーマ「建築物の騒音・振動に関わるクレーム問題への

取組み」

・瀬古 繁喜（工学部建築学科教授）

 テーマ「水質浄化および微量な空気質の環境改善への取
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③ 技術シーズ集の発行

  本学の最新の研究資源として取りまとめた「技術シーズ集」を発行し、愛工大テク

ノフェア、ＡＩＴテクノサロンはじめ産学官が交流する展示会において配布するとと

もに、愛名会（学校法人名古屋電気学園後援会）の加盟企業にも配布し、研究成果を

公表することによって産学官の連携に繋げている。この「技術シーズ集」は、ホーム

ページで公開するとともに平成 28(2016)年度まで隔年で冊子にしていたが、主として
企業からのニーズも高いことと、研究成果を積極的に公開することから平成 29(2017)
年度から毎年冊子として発行することとした。

④ 研究報告の発行

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。

組み」

・薩川 恵一（工学部建築学科教授）

 テーマ「建築構造用部材の断面開発に関する取組み」

・鈴木 敏志（工学部建築学科講師）

 テーマ「免震構造を中心とした構造安全性への取組み」

平成 29年

7月 21日（金）

八草キャンパス

情報科学とＡＩ ・伊藤 雅（情報科学部情報科学科教授）

 テーマ「コンピュータ囲碁の最前線」

・鈴木 晋（情報科学部情報科学科教授）

 テーマ「自然言語処理と情報検索」

・伊藤 暢浩（情報科学部情報科学科教授）

 テーマ「人工知能と RoboCup」

平成 28年

12月 21日（木）

本山キャンパス

これからの付加価

値創造

・小林 富雄（経営学部経営学科教授）

 テーマ「食品ロスと世界のフードビジネス」

・田村 隆善（経営学部経営学科教授）

 テーマ「製品品質向上と生産効率の向上」

・後藤 時政（経営学部経営学科教授）

 テーマ「「ものづくり」と「価値づくり」による付加価値

の創造」
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  これらの事業は、総合技術研究所、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が引継ぎ、毎年、その成果を研究報告としてとりまとめ社会に公

表している。 

⑤ 産学官交流の場への出展

   本学は、ＪＳＴ（国立研究開発法人科学技術振興機構）他が主催する「イノベーシ

ョン・ジャパン 2017 ～大学見本市＆ビジネスマッチング～」はじめ、近隣の自治体

が開催する研究シーズを公開する場にも積極的に出展し、研究成果の公開を行うとと

もに産学官の連携にも繋げている。

以上の取組を実施し、最新の研究成果を幅広く公表することによって、産官学との連携に

繋げ、我が国の技術開発、産業の発展に寄与している。また、平成 28(2016)年度に設置し

た研究支援本部において、株式会社大垣共立銀行（担当豊田支店）、豊田信用金庫と産学連

携協定、包括連携協定を締結し、自動車産業が集積する本地域に拠点を置く企業にも研究

成果を公表する場を設けるなど、更なる研究成果の公開を促進している。

●研究成果の社会貢献（活用）度 

〇ニーズに応える取組（社会からの要望に応える公開）

  本学では、企業、自治体など社会からの要望に応えるため次の制度を整備している。

 ①共同研究・・・企業などと本学教員が共同して、企業などの提案の研究を実施

 ②受託研究・・・本学教員が企業などから委託された研究を実施し、研究成果を報告

 ③受託試験・・・企業などの依頼により、愛知工業大学の設備を用いて材料や製品など

の分析・試験などを教員などが行い、結果を報告

 ④奨学寄附・・・大学または学科などの組織や教員の教育・研究活動の支援のため、企

業などや個人からの寄付金

⑤技術相談・・・企業などの研究開発などにおける問題解決のため教員が技術相談を実施

⑥プロジェクト共同研究

 本学独自の制度として実施しており、本プロジェクトを通じて、更なる共同研究、受託研

究等に繋がることが期待される。

・独自のマッチングファンドで、本学が共同研究を助成

・プロジェクト共同研究（A）では、企業から提供された研究経費（直接経費）と原

則同額を担当教員に支給 

・プロジェクト共同研究（B）では、企業提供の研究経費の有無に関わらず、研究経

費を支給 

・A研究、B研究の成果は、原則として、総合技術研究所シンポジウムの講演及び愛

知工業大学総合技術研究所研究報告の論文などで公表 
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  以上の取組を実施しており、本学独自のプロジェクト共同研究は、審査制度により研究

内容などを精査し、精度の高い取組としている。

過去 5 年間のプロジェクト共同研究の実績を下表に示す。

表 6-1-3 プロジェクト共同研究の実績（過去 5 年間）

年度 区分 テーマ 

平成 29 年度 研究(Ａ) 有機 EL デバイス製造プロセスにおける微量金属汚染の影響に関する研究

研究(Ａ) 電子デバイスの純水スプレー洗浄工程における静電気発生防止技術の開発

研究(Ａ) A1/Ni 多層膜の自己伝播発熱反応接合の研究

研究(Ａ) 自己伝播発熱素材と光技術によるウエハ総合技術開発とその応用

研究(Ａ) AI とハイパースペクトルカメラを利活用した建設材料性状の自動評価システ

ム構築

研究(Ａ) コンクリート躯体の施工の信頼性向上技術の研究

研究(Ａ) ライフログや環境データを活用した状況認識手法に関する研究

研究(Ａ) 環境水質指標の定量分析に有用なマルチチャンネル分光光度計の開発

研究(Ｂ) 超音波振動を用いた次世代半導体洗浄技術に関する研究

研究(Ｂ) 調査点検ロボット用マニピュレータの開発

研究(Ｂ) 超音波振動を用いたコンクリート構造物の検査に関する研究

研究(Ｂ) センチメータ級測位補強サービスを利用した舗装点検システムの開発

研究(Ｂ) 格子型制振壁システムの繰返し性能に関する基礎的研究

研究(Ｂ) 農業用農作物自動収穫ロボット開発のための基礎検討

研究(Ｂ) FA 機器の高機能化および高信頼化に関する基礎検討

研究(Ｂ) 発光化学電気セルを用いた高輝度感圧塗料に関する研究

研究(Ｂ) FA 機器の保守管理に関する基礎検討

平成 28 年度 研究(Ａ) 有機 EL デバイス製造プロセスにおける微量金属汚染の影響に関する研究

研究(Ａ) 直流・交流混在送配電網における故障時の保護に関する研究

研究(Ａ) A1/Ni 多層膜の自己伝播発熱反応接合の研究

研究(Ａ) コンクリート躯体の施工の信頼性向上技術の研究

研究(Ａ) オフィスワーカ向けヘルスケアおよびシステム高信頼化の研究

研究(Ａ) エンタテイメント・広告・教育分野におけるインタラクティブデジタルコンテ

ンツの実用化に関する研究

研究(Ａ) ライフログを活用したデジタルサイネージシステムに関する研究

研究(Ａ) 周辺環境センシングに基づくコンテンツ提示手法の検討

研究(Ａ) 量子触媒を用いた消臭・抗菌・防汚・高機能繊維製品の研究開発

研究(Ｂ) エレクトロスプレー成膜法を用いた積層式有機 EL デバイス製造に関する研究

研究(Ｂ) 有機ペロブスカイト太陽電池の作製・封止技術開発に向けた基礎研究
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研究(Ｂ) 液相で動作する二次電池デバイスの開発を目指したトリオキソトリアンギュレ

ンの設計と合成

研究(Ｂ) 近赤外光応答半導体材料を目指した D-π-A 型有機色素の設計と合成

研究(Ｂ) TiNi 形状記憶合金における新規製造プロセスの開発

研究(Ｂ) 強地震動下における給水タンクのスロッシングおよびバルジング振動対策に関

する研究

研究(Ｂ) ドローンを活用したコンクリートのひび割れ調査

研究(Ｂ) 小型無人航空機による空撮映像を用いた画像マップ生成技術の基礎開発

平成 27 年度 研究(Ａ) トンネル内調査（災害・点検）を目的とした受動適応クローラロボットを中心

とする災害調査システムの研究開発

研究(Ａ) 多視点画像を活用した治山ダム設置検討システムの開発

研究(Ａ) ヒューマンプローブを活用した自律型データベースに関する研究

研究(Ａ) ライフログを活用したデジタルサイネージシステムに関する研究

研究(Ａ) 量子触媒剤を用いた消臭・抗菌・防汚機能タイルの研究開発

研究(Ｂ) 交流信号と直流信号が重畳している電流の検出技術に関する研究

研究(Ｂ) 指向性スピーカーの音場制御

研究(Ｂ) 有機ペロブスカイト太陽電池の低温作製技術開発

研究(Ｂ) 電力系統におけるエネルギーストレージとしての EV/PHV に関する研究

研究(Ｂ) 半導体精密加工のためのレーザー照射シリコンの結晶欠陥評価

研究(Ｂ) 溶液プロセスによるデバイス化を目指した可溶性トリオキソトリアンギュレン

の合成

研究(Ｂ) フィルム型感圧塗料の開発による適用範囲の拡大

研究(Ｂ) 地震時における給水タンクのスロッシングおよびバルジング対策に関する研究

研究(Ｂ) PBL 接合部を対象とした繰返し載荷試験による残存耐荷性能評価に関する実

験的研究

研究(Ｂ) 建築のコンクリート工事における情報化施工技術に関する研究

研究(Ｂ) 小型水槽における魚の位置と動きに対応した映像提示システムの構築

研究(Ｂ) イヤホンからの音漏れの音響特性の解明とその応用に関する研究

平成 26 年度 研究(Ａ) 有機 EL 素子の部材開発と評価

研究(Ａ) 太陽光発電装置のための蓄電装置を有したインテリジェント型系統連系装置の

開発

研究(Ａ) 高軸力対応座屈拘束ブレースの耐力評価に関する研究

研究(Ａ) ヒューマンプローブを活用した自律型データベースに関する研究

研究(Ａ) 企業の抱える問題点抽出のための分析・可視化システムに関する研究

研究(Ａ) 多孔体担持型化学蓄熱材の開発、及びこれを用いる化学蓄熱・化学ヒートポン

プの開発

研究(Ｂ) 交流信号に重畳している直流成分の検出法の開発

研究(Ｂ) アナログ融合回路を用いた高性能 LSI の開発

研究(Ｂ) 高齢者の運動機能の維持・向上を促進するための運動情報提示システムの構築
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研究(Ｂ) 有機二次電池および太陽電池への応用を志向した可溶性安定有機中性ラジカル

の合成

研究(Ｂ) 社会インフラ調査点検ロボットの開発

研究(Ｂ) オープンソースを活用した環境情報データベースの構築

研究(Ｂ) 環境性能を高めた景観配慮型自動販売機のための土壁化粧パネルの開発

研究(Ｂ) CATV 伝送路障害箇所探索手法の開発

平成 25 年度 研究(Ａ) 量子触媒を用いた抗菌・消臭繊維製品の研究開発

研究(Ａ) 超臨界分散システムの装置化研究

研究(Ａ) 管路内消音技術の研究

研究(Ａ) 探査用飛行体の空中安定性の高度化に関する研究

研究(Ａ) 太陽光発電装置のための蓄電装置を有したインテリジェント型系統連系装置の

開発

研究(Ａ) 多孔体担持型化学蓄熱材の開発、及びこれを用いる化学蓄熱・化学ヒートポン

プの開発

研究(Ａ) ヒューマンプローブを活用した自律型データベースに関する研究

研究(Ａ) リアルタイム制御用ディペンダブルなソフトウェアの実現及びネットワーク応

用システムへの展開

研究(Ａ) 有機デバイス用キャリア注入電極の改良のための基礎研究

研究(Ｂ) 有機薄膜太陽電池の高効率化および実用化に向けての基礎研究

研究(Ｂ) ツアーガイドロボットの開発

研究(Ｂ) 環境を主題とする地理空間情報のリアルタイム自動文書化

研究(Ｂ) 自閉症児のためのスケジュールアプリ「はなまる」の電子黒板用（Windows 版）

への改変

（2）6－1の改善・向上方策（将来計画） 

● 組織・体制

平成 28(2016)年度に設置した研究支援本部は本部長（教員が兼務）、職員が 4 名（内

1 名が兼務）と、他の業務と合わせて総合的に分析すれば十分とは言えないが、総合

技術研究所の産学連携コーディネーターと連携し、さまざまな視点で研究成果の公

表場所、公表方法、公表内容等を検討し実施することとする。研究支援本部の下に

おく各研究センターもセンター長（全て教員が兼務）、職員 2 から 4 名で行っており

十分とは言えないが、PD や研究員を積極的に活用することとする。

● 社会への公開（公表）

 社会への公開・公表は、愛工大テクノフェアやＡＩＴサロンを充実すること、技

術シーズを広く公表することを検討している。具体的には、愛工大テクノフェア、

ＡＩＴサロンへの積極的な参加を促すことを第一義とする。現在、行っている周知

のツールに加え、包括連携協定を締結する豊田市、平成 29(2017)年度に締結した株

式会社大垣共立銀行、豊田信用金庫と連携し、一般市民や金融機関の顧客（企業）
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に対しても広く周知することは有効な手法であると考えている。そのためには、企

業が要望するニーズを汲み上げることが重要である。平成 29(2017)年度に愛名会に

対して企業アンケートを行ったが、この取組を同金融機関の顧客である企業に対し

ても行うことも検討している。

 平成 29(2017)年度には、協定締結記念セミナーと題して大垣共立銀行の顧客に対

して本学の各学科からそれぞれ講演を行ったが、今後は分野を特定したセミナーを

定期的に開催することも検討している。そのためには企業アンケートは有用なもの

であると考えている。

 一方で、自治体、さまざまな団体からのシーズ展示の要望が多様化しており、社

会への公表にばらつきがある。教育と研究の境界線にある依頼については取扱いが

定まっていない場合もある。例えば近年、技術の発展が著しいロボット関連では、

教育的要素と研究的要素が入り混じっており、学内でも外部からの対応が統一され

ていない。そのため、外部からの要請に基づく事項について一元化するための組織

作りを検討している。

● 研究成果の社会貢献（活用）度 

    研究成果の社会貢献度については、受託研究、共同研究、受託試験などの件数が

主となるが、特定の分野に関する研究を行う各研究センターを除き、現在は教員個

人に資する部分が多い状況にある。愛工大テクノフェアやＡＩＴサロンに参加した

企業と如何にマッチングさせるかが課題である。また、企業からの技術相談の場合

も各教員の専門分野と如何にマッチングさせるかも今後の課題である。そのため産

学連携コーディネーターを増員するなどの方策を検討するが、当面、総合技術研究

所を兼務する教員が学内の教員の研究分野とのマッチング作業を担当することとす

る。

研究成果を社会に貢献するためには先ずは本学の研究資源、技術シーズを広く周

知することが重要であり、また、学問の最高学府である大学という壁を取り除き、

中小企業にも活用される大学作りが必要である。
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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 28 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 29 年度実績）

 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 29 年(2017)年度は 846 人（うち保護者 467 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 29 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

鉛筆で描いたコースに触れないで進む電子ゲーム

装置をつくろう
92 名 119 名

グラスハープで探る音のふしぎ 28 名 35 名

スパンコールリボンを使った『くるくるレインボー』を作ろう 16 名 21 名

Mac を使ってオリジナルＴシャツを作ろう 45 名 49 名

３D プリンターデモンストレーション 14 名 13 名

ペットボトルで簡単ロケットを作ろう 13 名 19 名

ロボットカーをつくろう 37 名 43 名

鉛筆の芯の電気抵抗の変化で発振音が変わる

シンセサイザーをつくろう
55 名 80 名

蛍光分子を調べよう

－光合成を行うクロロフィルの蛍光と分子の形－
16 名 16 名

紙を使って丈夫な橋をつくってみよう 19 名 25 名

からくり玩具を作ろう 16 名 20 名

プログラミングを体験しよう 18 名 16 名

厚紙を使って立体ハザードマップを作ろう 10 名 11 名

●AIT サイエンス大賞の実施（平成 29 年度実績）

 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」「ものづくり部門」「社会科学・地域づくり部門」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、グループで取り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 29 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

名古屋経済大学市邨高等学校 

（愛知県） 
音色を探る 

明和高等学校（愛知県） 重力レンズと等価な光学レンズ 

春日井高等学校（愛知県） キノコの酵素活性についての研究 

向陽高等学校（愛知県） 竜巻のメカニズムの研究 

名古屋商業高等学校（愛知県）
マレーシアにおけるインスタントコーヒーの製造方法

に関する研究と輸入 

佐織工業高等学校（愛知県） 太陽光エネルギーの研究 

稲沢高等学校（愛知県） 食の安全と生物多様性に関する研究 

一宮西高等学校（愛知県） ペットボトルクーラーを実験してみて 

一宮高等学校（愛知県） 割れる直前のシャボン膜はなぜ黄金色や白色を呈すのか

刈谷高等学校（愛知県） 劣化したシャトルコックの軌道 

岡崎高等学校（愛知県） キイロショウジョウバエの発生に対する光の影響 

時習館高等学校（愛知県） ピカッと増えるビタミン C 

豊橋東高等学校（愛知県） フタバガキの種子の滞空時間に関する研究 

多治見北高等学校（岐阜県） 多治見の局地気象研究 川を上る風 

岐山高等学校（岐阜県） 
月齢 15.0 は満月ではない 

～観測から導く月の満ち欠けシステム～ 

羽島高等学校（岐阜県） 酸・塩基指示薬に関する実験 

大垣東高等学校（岐阜県） 月も青かった ～静かの海が青い原因～ 

不破高等学校（岐阜県） 「南宮山」に生息するニホンジカに関する生態学的研究

静岡理工科大学静岡北高等学校

（静岡県） 
葉色変化における光合成色素の関係性と紅葉の再現化

東海大学付属静岡翔洋高等学校

（静岡県） 
自然海浜環境保全のための基礎研究 

エクセラン高等学校（長野県）
長野県東信地域の山菜とコケから検出されるセシウム

の生態系循環について 
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【ものづくり部門】

学校名（県名） テーマ

愛知総合工科高等学校（愛知県） 投影式万華鏡づくり 

瀬戸窯業高等学校（愛知県） 教室の採光を考えたブラインド 

春日井工業高等学校（愛知県）
孫が作る高齢者向け電子ゲーム機器の組立キットの開発（6） 

～水準器を使って操作性を向上させた「共同作業ゲーム」～ 

豊田工業高等学校（愛知県） ソーラーバイクの製作 

豊田工業高等学校（愛知県） ゼロからつくるゴーカート 

向陽高等学校（愛知県） 高度測定器具の製作 ～積乱雲の高度を求めて～ 

愛知工業大学名電高等学校 

（愛知県） 
『コエカタマリン』プロジェクト 

愛知工業大学名電高等学校 

（愛知県） 
外部電源に頼らない可動式太陽光パネルの開発 

名古屋商業高等学校（愛知県） 美濃和紙を使用した紙布と商品開発 

瑞陵高等学校（愛知県） あったかホカホカ発酵熱 vol.2 

半田高等学校（愛知県） 飛行機の安定性を求めて ―尾翼の形状から― 

一宮高等学校（愛知県） SQM フードの改良 

一宮高等学校（愛知県） 自作した積分球を用いた透過率測定 

刈谷高等学校（愛知県） 風洞装置の製作と性能実験 

刈谷高等学校（愛知県） 
蒸気機関発電機に使用する火室の製作 

～バーミキュライトを用いた断熱材の性能評価～ 

岡崎工業高等学校（愛知県） 設計技術から学ぶ単環縫いミシンの製作 

時習館高等学校（愛知県） 
ゼオライトを用いた繊維及びクエン酸入りにおい取り

紙の製作 

時習館高等学校（愛知県） 導電性ポリマーを用いたはんだの代替材料 

大垣工業高等学校（岐阜県） VR 空間を活かしたインターフェースシステムの開発 

恵那高等学校（岐阜県） ペイロード搭載型モデルロケットの製作 

科学技術高等学校（静岡県） CAD/CAM システムによる加工特性の研究 
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【社会科学・地域づくり部門】

学校名（県名） テーマ

名古屋商業高等学校（愛知県） 街のみんなで創る私たちの自由ヶ丘 

名古屋商業高等学校（愛知県） 出前授業で小中学生に伝えること 

稲沢高等学校（愛知県） 稲わら技術の保存と活用 

一宮高等学校（愛知県） ヘイケボタルの死亡原因について 

佐織工業高等学校（愛知県） 
工業高校生の「地域ものづくり教室」 

─ 伝えよう・広げよう「ものづくり」─ 

立木曽川高等学校（愛知県） 
国の天然記念物「イタセンパラ」の保護と広報活動 

（私たちにできることは何か？） 

時習館高等学校（愛知県） 津波の疑似体験システムによる防災意識の向上 

時習館高等学校（愛知県） 時習館植物園計画 

岐阜工業高等学校（岐阜県） ものづくりを通した地域連携の分析 

岐山高等学校（岐阜県） 地域の生物多様性を守る活動 

武義高等学校（岐阜県） 
美濃和紙を通して考える 

～伝統を残すためにできること～ 

刈谷高等学校（愛知県） 
生物多様性調査 

～刈谷市及び周辺地域の在来種をのぞいて～ 

新城高等学校（愛知県） 学校堆肥の流通に関する研究 

新城高等学校（愛知県） 
小学生と農業で交流明日へつなぐ愛知の和牛生産 

～牛づくりは、人づくり～ 

エクセラン高等学校（長野県） 里山再生をエネルギー活用から考える 

エクセラン高等学校（長野県）

地域とつながる河川の保全活動 その２ 

～地域の方の共感を得られる調査データの整理と啓発

活動の在り方～ 

●高大連携の推進（高大連携プログラム平成 29 年度実績）

 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。
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 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。

 平成 29 年度に実施した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 東海ブロック大会」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

ことを通して思考能力の向上と知的好奇心を抱かせること協調性を培うことを目的として

開催している。
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●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。

●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、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 29 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

特別講座 2017 年 最強の開運法則

地域防災研究センター講座 私の記憶に残る大災害

「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

インドのヒンドゥー建築の歴史について

「がん」の仕組みとその治療法

「生活を楽しむ技術」講座 パソコン講座（入門）（初級）（Ｗｏｒｄ中級）

レンズを通して視る生活

「人と町の地域学」講座 名古屋の俳諧・連句・川柳

地域共創講座 2017 
｢大学と地域社会との連携による地域の活性化｣を考える

古民家再生のための活動講座

語学楽々講座 英会話講座（基礎）（応用） 

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

木工講座 －からくり玩具作り－

釣魚悠遊講座

初歩からのデッサン教室（午前）（午後）

木版画講座

水墨画入門講座 －墨に五彩あり－

書道講座

篆刻講座

「健康・スポーツ」講座 東洋医学講座

現代的養生術ノススメ

地域連携講座 中国語会話講座（中級）（中上級）（上級総合）

ホタルの観察

少年少女のための講座 天文教室（1 教室）

科学ものづくり教室（2 教室）

ロボット教室（2 教室）

科学おもしろ教室（3 教室）

ぶりんぐ UP サイエンス（1 教室）

プログラミング体験教室（1 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 3 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、卒業生並びに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 29 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

デジタル折紙の建築デザイン
岐阜

岐阜グランドホテル

91 名

ロボット技術の現状と未来
三重

四日市都ホテル 

104 名

ヒトパピローマウイルスと子宮頸がん
静岡

ホテルクラウンパレス浜松

117 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 29 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

理工系啓蒙プログラム

本学主催の ロボカップ Jr 愛知工業大学ノード大会

社会貢献事業 ロボカップ Jr 東海大会

名古屋学園ロボット交流会

公的機関と連携した 名古屋少年少女発明クラブ 千種教室（1 期）（2 期）

社会貢献事業 とよた科学体験館（中級サイエンスクラブ）

とよたサイエンスクラブⅠ

とよたものづくりフェスタ 2017 
「ものづくり創造拠点」特別講座「科学＆ものづくり」（豊田市）

わくわく体験リニモツアーズ 2017 
愛知県生涯学習推進センター「親子科学教室」

セト・ティーチャーズ・アカデミー ２０１７

子ども大学にっしん

刈谷市「科学ものづくり教室」

ヒノキの椅子を自分で作ってみよう！（刈谷市教育委員会）

おおぶアカデミー

愛知県生涯学習推進センター「親子科学教室」

員弁教育研究会主催「親子科学教室」

学校関係と連携した あいわ幼稚園ロボット＆サイエンスショー

社会貢献事業 名古屋市立宮根小学校「科学実験教室」

名古屋市立春日野小学校（サイエンスフェスタ 2017) 
名進研小学校「サマースクール」

専門研修 ５５－A 理科講座小学校コース・中学校コース

一般団体への わくわく発明工作教室（岐阜県発明協会関市支会）

社会貢献事業 とよしん子供参観日

大学コンソーシアム 小学校出前授業 8 回

せと協力事業 瀬戸市立古瀬戸小学校 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
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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。

 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 28(2016)年度で 15 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(2015)年度には、機能及び活動をより充実させるため、新 2 号館オープンし、ロ

ボットミュージアムを設置した。

 平成 29(2017)年度には、応用化学科バイオ環境化学実験棟をオープンし、さらなる教

育・研究の場を充実させた。

 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。


