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諏訪東京理科大学

Ⅰ．建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色等
１．建学の精神・諏訪東京理科大学の基本理念、使命・目的
諏訪東京理科大学（以下、
「本学」という。）は、学校法人東京理科大学が長野県をはじ
めとする諏訪地域 6 市町村と地元産業界からの要請を受け、「理学の普及を以て国運発展
の基礎とする」の東京理科大学の建学の精神を信州諏訪の地で具現して、大都市一極集中
の人の流れを変えるべく、地域の学術振興と地域に密着する中堅技術者の養成を目的に、
1990（平成 2）年 4 月に公私協力方式で設置された東京理科大学諏訪短期大学（以下、「短
期大学」という。）を前身としている。短期大学の設置にあたっては、校舎建築費、機器
備品費、図書・雑誌費、外構工事費は地元長野県及び諏訪地域 6 市町村が全額負担し、大
学の運営は学校法人東京理科大学が行うこととした。
その後、2002（平成 14）年 4 月に 4 年制大学への進学志向の高まりと、茅野市、長野
県、諏訪地域各市町村及び地元産業界からの要請と協力を得て、高度技術者・経営管理者
を育成する教育研究体制の確立を目指し、短期大学を改組転換し、公私協力方式の 4 年制
大学として設置された。
本学は、東京理科大学の伝統を引き継ぎ、建学の精神を「理学の普及を以て国運発展の
基礎とする」と定め、基本理念（設置理念）として、下記の 2 点を定めている。
諏訪東京理科大学の基本理念
１．主体性の確立した人材の育成
急速に発展する科学技術に対応し、自ら将来を開拓できる実力ある人材を育成する。
２．地域の生涯学習と地元企業の技術力・経営力の向上に貢献
地域に開かれた大学として地域に貢献するとともに、産学官連携のもとに新産業・新
技術創出の促進と経営革新活動推進に積極的に取組む。

さらに、工学と経営学を融合した研究及び応用の能力を培い、社会においてリーダーシ
ップを発揮できる人材を育成して、文化の進展・産業の興隆に寄与するために、諏訪東京
理科大学大学院（以下、「大学院」という。）を 2006（平成 18）年 4 月に設置した。
大学院では、大学の基本理念を踏まえ、下記の「諏訪東京理科大学大学院の基本理念」
を設定している。
諏訪東京理科大学大学院の基本理念
１．21 世紀の社会でリーダーシップを発揮できる人材の育成
「主体性を確立した人材」にとどまらず、時代の要求する新しい考え方、方法論、技
術を駆使して、組織の中でリーダーシップを発揮できる人材を育成する。
２．地域企業の技術力・経営力の向上に寄与し、地域産業の発展に貢献
地域に開かれた大学として産学官連携のもとに、新技術の創出、社会システムとして
の展開とこれをマネジメントする一連の流れをカリキュラムに盛り込み、人材を教育
することと先端的研究をもって地域産業の発展に貢献する。
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本学の使命・目的は、これらの建学の精神、基本理念を踏まえ、諏訪東京理科大学学則
（以下、「学則」という。）第 1 条にて、「諏訪東京理科大学は、理学及び工学並びにそれ
らの応用を教育研究するとともに、幅広い教養教育を行い、人間性及び創造性豊かで主体
性の確立した人材を育成し、地域の知の拠点として文化の進展と産業の興隆に寄与するこ
とを目的とする」として明確に定めている。
また、人材育成等に関する目的として、学則第 4 条及び諏訪東京理科大学大学院学則
（以下、「大学院学則」という。
）第 6 条において次のように定めている。
組織名

人材育成等に関する目的

工学部

工学部は、工学を足場にしながら本学の教育の特色である「工学と経営学と
の融合教育」により工学と経営学相互の視野と知識を修得させる教育を行う
ことにより、ビジネス社会との関係を理解できる技術者を育成するととも
に、急速に進む社会構造の変化に対応できる基礎学力と、それを応用できる
柔軟性、創造性及び倫理観を併せ持った社会的能力を有する技術者を育成す
る。

工学部

機械工学科は、高度化・細分化・グローバル化し、しかも急速に変化する産

機械工学科

業界にあって、確立した個として社会に貢献でき、「材料・加工学」、「ロボ
ット工学」、
「航空工学」及び「安全・環境工学」に関する専門性と倫理観に
基づいて、付加価値の高いものづくりを提案・実現できる人材、又は「設
計・製図・製作」の実務を修得し、企業の生産活動を支えることのできる人
材を育成する。

工学部

電気電子工学科は、基礎学力並びに「エネルギー、環境」、
「電気機器、電力

電気電子工学科

技術」及び「電子材料、エレクトロニクス」の専門能力を身に付けさせる過
程で、創造力、構想力及び実現力並びに世界に発信できる能力(プレゼンテ
ーション力)、意思疎通のできる能力(コミュニケーション力)及び協調性(コ
ラボレーション力)を持ち合わせた人材を育成する。

工学部

コンピュータメディア工学科は、基礎学力を十分に身に付け、コンピュータ

コンピュータ

技術をベースに、急速に変化しグローバル化する社会動向に対応できる画

メディア工学科

像・音響・情報分野、通信ネットワーク分野及び計測・制御・知能分野の技
術力、主体性及び協調性を備え、人と技術を連携できるメディア構成力を持
つ人材を育成する。

システム工学部

システム工学部は、システム工学を足場にしながら本学の教育の特色である

（平成 26 年度募

「工学と経営学との融合教育」により

集停止）

得させる教育を行うことにより、ビジネス社会との関係を理解できる技術者

工学と経営学相互の視野と知識を修

を育成する。
システム工学部

我が国の精密機械やエレクトロニクスを中心としてきた産業は、今日のハー

電子システム

ド・ソフト両面における多様化・国際化の流れの中で空洞化を含めた諸問題

工学科

に直面し、エレクトロニクス・メカトロニクスを中心にシステム化された付
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（平成 26 年度

加価値の高い製品分野への構造転換が迫られている。その中で技術者は、多

募集停止）

様な技術を集積した各種システム及びそれらの発展動向を理解し、研究開発
や運用に能力を発揮しなければならない。また、マネジメントを含めた他分
野の人とのコミュニケーションを通して、能動的に課題に取組みビジネスに
結びつける姿勢も肝要である。
電子システム工学科では、こうしたニーズに応えるべく、単に電気・電子機
器の教育にとどまらず、情報・通信や計測制御技術を取り入れた幅広い教育
研究を推進し、ビジネスを視野に入れたシステム化思考のできる人材を育成
する。

システム工学部

機械システム工学科は、幅広い学問及び技術体系からなる機械工学をさらに

機械システム

発展させた未来志向の学科である。機械に関する問題を要素ごとの問題とし

工学科

てとらえるのではなく、システムとして把握した上で、総合的でより的確な

（平成 26 年度

問題解決能力を持った人材を育成することが必要である。したがって当学科

募集停止）

は、機械工学及びシステム工学の分野の基礎的な知識や技術を教育するとと
もに、人類にとって最も重要な地球環境を守るための環境に関する教育を幅
広く教授することによって、優れた環境マインドを持ち、幅広い視野から全
ての問題に果敢に対処できる技術者を育成することを目的としている。

経営情報学部

経営情報学部は、経営学を足場にしながら本学の教育の特色である「工学と
経営学との融合教育」により、工学と経営学相互の視野と知識を修得させる
教育を行う。これにより、技術の性格や技術倫理を理解できるビジネスの専
門家を育成する。

経営情報学部

国際競争が激化する時代の中で、企業は外部環境の変化に適合した組織を築

経営情報学科

き、効果的な企業活動を達成していく必要がある。本学科は、そのために必
要な以下の資質を持つ人材の育成を目指す。それは、①技術や技術革新、環
境保全の知識とセンスを理解し、②スピーディな企業活動に必要な情報の入
手、処理、活用に関する理論と技術を修得し、③企業活動全般に関する長期
的・総合的視野を持ちながら、基本職能に関する深い専門知識と管理技術を
身につけている人材である。

工学・マネジ

（修士課程）

メント研究科

「工学と経営学の融合教育」を強化し、工学から経営学にわたる幅広い学問
領域に共通する融合教育を施すため、学部、学科の境界を取り払い、先端技
術の深耕とすべての組織活動を効果的かつ高度に行うためのマネジメントを
さまざまな社会システムや企業へ一連の流れを意図して展開させるかを理
解、修得させることを目的とする。
（博士後期課程）
絶え間ない技術革新に自立して対応できる優れた研究・開発能力と高度な知
識をもつ高度な職業人(とくに技術者)の養成と、かつ「知識基盤社会」に対
応して、国際的にも活躍できる素養を身につけた技術者を養成して、当該地
域の一層の活性化に貢献することを主たる目的とする。
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工学・マネジ

工学・マネジメント専攻は、「工学と経営学の融合教育の更なる高度化」に

メント研究科

より、学部レベルを越えた「経営がわかる技術者」「技術がわかる経営管理

工学・マネジ

者」の養成を目指す。

メント専攻

また、建学の精神、基本理念及び使命・目的を踏まえ、大学、大学院の教育理念を下記
のとおり定めている。
諏訪東京理科大学の教育理念
１．21 世紀に活躍できる高度なスペシャリストの育成
高い専門性をもつことはもちろん、社会の変化に対応できる知識・方法論・技術など
を自ら獲得していける能力と意欲を持つプロフェッショナルを育成します。
２．新しい社会の倫理に基づく人材の育成
情報通信技術に関する知識と倫理観、環境保全の重要性を踏まえ、情報化社会の課題
を解決し、21 世紀の新しいモノを創り出す力となる人材を育成します。
３．実力重視の教育の実施
本学の卒業生が社会や企業において高水準の能力を発揮し、有用な人材として認めら
れるよう真の実力を身に付けるための教育を実施します。
諏訪東京理科大学大学院の教育理念
１．「工学と経営学の融合教育」の更なる高度化
学部で実施した「ビジネス社会との関係を理解できる技術者と技術の性格や技術革新
の意味が理解できるビジネスの専門家の育成」の教育を、さらに実社会で必要とされ
るレベルまで高度化し学習できるよう教育する。
２．地域社会へ貢献できる人材育成
長野県及び諏訪地域の産業・社会構造を理解し、技術力、システム力、経営力をもっ
て地域に貢献できる人材を育成する。併せて、地域の産業界や自治体の人材を高度化
するための教育機関として、社会人学生を受け入れ、地域社会の活性化に寄与する。
３．特徴ある先端分野の教育・研究の深耕
本学の特徴ある先端領域の基礎・応用・システム研究をさらに深める研究を通じて、
高度な知識を持ち自ら研究できる人材を育成する。

建学の精神、基本理念、使命・目的及び教育理念を具現化するために、学位授与方針
（ディプロマ・ポリシー）
、教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）、入学
者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）を定めるほか、次項に記す「教育の特色」
を設定している。
これらの関連は下図のように表され、相互の繋がりが明確となっている。
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２．諏訪東京理科大学の個性・特色
本学は、１で記した建学の精神、基本理念、教育理念及び使命・目的を具体化するため、
以下 4 点を「教育の特色」として定め、ここに記載したことに基づく教育を実践している。
教育の特色
１．工学と経営学の融合教育の実施
工学部は工学を、経営情報学部は経営学を足場としながら、工学と経営学相互の視野
と知識を修得させる教育を行うことにより、ビジネス社会との関係を理解できる技術
者と、技術の性格や技術革新の意味が理解できるビジネスの専門家を育成する。
具体的には、教員・学生が全学科合同の必修科目として「フレッシュマンゼミ」、「工
学と経営」、「総合講座」及び「総合演習」を行う形式と、他学部へ提供する関連専門
科目を指定しこれらを学修する形式で教育する。
２．「情報リテラシー」と「環境保全マインド」を身に付けさせる教育の実施
情報リテラシーと環境保全マインドを共通教育及び専門教育の基底に組み込み、倫理
観・知識・技術を学ぶ一連の過程で系統的に、かつ科学技術や企業活動・経営管理と
具体的に関連付けて教育する。
３．専門基礎教育の徹底
卒業後も変化する知識と技術を自らの力で修得・高度化していくためには、専門の基
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礎となる汎用性の高い能力を身に付けておくことが重要である。専門の基礎となる分
野の教育を徹底して行い、次に続く専門教育を実り多いものとするカリキュラムを編
成している。
４．意欲や社会的能力の養成
学生の知識や技術の学習を支えるのは、学習への意欲と問題発見・解決能力、自己表
現やコミュニケーションの能力である。このような意欲と能力に支えられた学習への
態度が、卒業後のたゆみない自発的努力を生む土台となる。演習・実験やゼミ、さら
に卒業研究を通じて、「覚える教育」から「考える教育」へ、「知る喜び」に「創る喜
び」を加えた教育、時代の変化に「自ら対応できる」能力を身に付けさせる教育のた
めに、少人数教育と双方向教育を徹底して行う。

３．諏訪東京理科大学の公立大学化への状況
本学は、これからも一層教育と研究を発展させさらに地域に貢献してゆくためには公立
大学への転換が必要であると考え、2014（平成 26）年 4 月に茅野市に対して大学の維持、
発展を目的とした大学のあり方について意見交換の場を設置するよう依頼した。これを受
け、茅野市は大学、茅野市、長野県の同意のもと、諏訪東京理科大学の抱える課題と今後
のあるべき姿について意見交換を行い、2015（平成 27）年 10 月に「今後の諏訪東京理科
大学のあり方に関する報告書」を取りまとめた。
併せて、2015（平成 27）年 9 月から 10 月にかけて、学校法人東京理科大学理事長が茅
野市長、諏訪広域連合長、長野県知事あてに「諏訪東京理科大学の公立大学法人化の検討
について」の要望書を提出した。
これを受け、学校法人東京理科大学、茅野市、長野県、諏訪地域 5 市町村の代表をメン
バーとした「諏訪東京理科大学公立化等検討協議会」を設置するとともに、「諏訪東京理
科大学公立化等有識者会議」を設置し、公立化等の協議を行っている。
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Ⅱ．沿革と現況
１．沿革
年

内容

1990（平成2）年

東京理科大学諏訪短期大学開学
（電子工学科、生産管理工学科、経営情報学科）

2002（平成14）年

諏訪東京理科大学開学
（システム工学部-電子システム工学科、機械システムデザイン工学
科、経営情報学部-経営情報学科）

2003（平成15）年

東京理科大学諏訪短期大学閉学

2006（平成18）年

諏訪東京理科大学大学院開学
（工学・マネジメント研究科-工学・マネジメント専攻（修士課程））

2009（平成21）年

「機械システムデザイン工学科」を「機械システム工学科」に名称変更

2012（平成24）年

工学・マネジメント専攻に博士後期課程設置

2014（平成26）年

「システム工学部」を「工学部」に名称変更
（機械工学科、電気電子工学科、コンピュータメディア工学科）

２．大学の現況 ＜2015（平成27）年5月1日現在＞
（１）大学名

諏訪東京理科大学

（２）所在地

長野県茅野市豊平5000-1

（３）学部・研究科等の構成
学部・研究科名

学科・専攻名

入学定員

収容定員

工学部

機械工学科

65人

130人

(平成26年度設置)

電気電子工学科

65人

130人

コンピュータメディア工学科

70人

140人

システム工学部

電子システム工学科

－

200人

(平成26年度募集停止)

機械システム工学科

－

200人

経営情報学部

経営情報学科

100人

400人

工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科

工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻(修士課程)

15人

30人

工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻(博士後期課程)

2人

6人

－

－

317人

1,236人

共通教育センター
合計
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（４）学生数、教員数、職員数
＜学生数＞
学部
工学部

システム工学部

経営情報学部
合

学科

1年次

2年次

3年次

4年次

合計

機械工学科

47人

49人

－

－

96人

電気電子工学科

53人

38人

－

－

91人

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科

71人

59人

－

－

130人

電子システム工学科

－

－

87人

81人

168人

機械システム工学科

－

8人

49人

41人

98人

43人

47人

67人

101人

258人

214人

201人

203人

223人

841人

経営情報学科

計
研究科

専攻

1年次

2年次

3年次

－

合計

工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻

14人

10人

－

－

24人

研究科

(M)
1人

1人

2人

－

4人

教授

准教授

講師

助教

非常勤

工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻
(D)

＜教育職員数＞
学部・研究科

学科・専攻

教員
工学部

機械工学科

5人(0)

1人(0)

1人(0)

2人(0)

7人(0)

電気電子工学科

5人(0)

2人(0)

0人(0)

2人(0)

6人(0)

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科

5人(0)

4人(0)

0人(0)

1人(0)

0人(0)

システム工学部

電子システム工学科

9人(0)

4人(0)

0人(0)

2人(0)

0人(0)

※

機械システム工学科

6人(0)

4人(0)

1人(0)

2人(0)

0人(0)

経営情報学部

経営情報学科

8人(0)

3人(1)

3人(0)

1人(0)

9人(3)

共通教育センター

5人(1)

3人(2)

1人(0)

0人(0)

25人(7)

合計

29人(1)

13人(3)

5人(0)

6人(0)

47人
(10)

カッコ内は女性教員数
※2014（平成26）年度に募集停止したシステム工学部の教員は全て工学部と兼務している

＜事務職員数＞
専任職員

嘱託職員

パート職員

臨時職員

合計

17人

3人

1人

3人

24人
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Ⅲ．評価機構が定める基準に基づく自己評価
基準 1．使命・目的等
1－1

使命・目的及び教育目的の明確性

≪1－1 の視点≫
1-1-①

意味・内容の具体性と明確性

1-1-②

簡潔な文章化

(1) 1－1 の自己判定
基準項目 1－1 を満たしている。
(2) 1－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
本学は建学の精神を「理学の普及を以て国運発展の基礎とする」と定め、これを基に基
本理念を定めている。これらを踏まえ大学の使命・目的及び教育目標を「諏訪東京理科大
学は、理学及び工学並びにそれらの応用を教育研究するとともに、幅広い教養教育を行い、
人間性及び創造性豊かで主体性の確立した人材を育成し、地域の知の拠点として文化の進
展と産業の興隆に寄与することを目的とする」と学則に定めるとともに、学部、学科、研
究科、専攻の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学則、大学院学則に具
体的かつ簡潔に定めている。
(3) 1－1 の改善・向上方策（将来計画）
今後も本学の基本理念を基に定められた使命・目的に沿って教育、研究を実施すると共
に、必要に応じて改善し、地方創生が迫られる中でその時々の地域社会のニーズに合った
技術力、経営力を備え、主体性を持った人材を育成していく。

1－2

使命・目的及び教育目的の適切性

≪1－2 の視点≫
1-2-①

個性・特色の明示

1-2-②

法令への適合

1-2-③

変化への対応

(1) 1－2 の自己判定
基準項目 1－2 を満たしている。
(2) 1－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
本学は、長野県及び諏訪地域の 6 市町村、地元産業界からの要請と協力のもと、公私協
力方式により設置されている。
こうした設立背景をもつ本学は、教育理念に定めたとおり、「ビジネス社会との関係を
理解できる技術者」「技術の性格や技術革新の意味が理解できるビジネスの専門家」の育
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成を目指した「工学と経営学の融合教育」を教育の根幹に据えており、学部の学生には技
術とマネジメントを総合的に学ばせる「工学と経営学の融合教育」を行うなど、他に例を
みない教育を施すことを特色としている。
また、使命・目的を達成するため、2010（平成 22）年度に中長期計画検討委員会を設
置して、教育の質的転換を進めることとし、下記の取組みを行い、社会の変化に対応して
いる。
①「教育推進委員会」の設置による全学的な教学マネジメント体制の整備（平成 24 年）
②「FD 委員会」機能強化による教育の自己点検・評価および改善推進を促進する体制
の整備（平成 24 年）
③「新学部・学科設置推進委員会」による工学部学科再編体制の検討及び学部・学科再
編（平成 24 年）
④「教学 IR 委員会」の設置による教育の質保証に向けた情報活用推進体制の整備（平
成 25 年）
2013（平成 25）年度にはこれらの取組みを含めて大学改革基本方針を定め、2013（平
成 25）年度から 2015（平成 27）年度の中長期計画として推進している。加えて、2015
（平成 27）年度には、平成 30 年度以降の本学の教育研究のあるべき姿を構想すべく、「戦
略的ビジョン」の検討を開始している。戦略的ビジョン策定に当たっては、学長のリーダ
ーシップの下、中期ビジョン検討委員会による協議をベースに推進中である。
(3) 1－2 の改善・向上方策（将来計画）
本学の個性・特色を学内外の多くの人たちにさらに理解してもらえるよう、その表現方
法や周知の仕方などについては定期的な見直しを継続していく。
また、少子高齢化などの社会構造の変化やグローバル化の更なる進展など、我が国を取
り巻く社会情勢は大きく変化しており、本学においても教育基本法・学校教育法・大学設
置基準を遵守しつつ、大学に課せられた目的をさらに発揮できるよう、戦略的ビジョンを
策定し、その実現に取り組んでいく。

1－3

使命・目的及び教育目的の有効性

≪1－3 の視点≫
1-3-①

役員、教職員の理解と支持

1-3-②

学内外への周知

1-3-③

中長期的な計画及び 3 つの方針等への使命・目的及び教育目的の反映

1-3-④

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

(1) 1－3 の自己判定
基準項目 1－3 を満たしている。
(2) 1－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
大学の使命・目的は、本学ホームページのほか、「大学案内（ガイドブック）」「大学院
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パンフレット」
「学修簿」「大学院要覧」「教員ハンドブック」及び広報誌「標高 918 の風」
等に掲載し、周知するとともに、大学説明会、保護者会等の機会での周知も行っている。
使命・目的については、学長のもと、学部長、学科主任、共通教育センター主任、研究
科長、学生部長、図書館長、生涯学習センター長、教務幹事長及び事務部長をメンバーと
して月に 2 回実施される「学部長学科主任会議」及び月 1 回開催される「大学院研究協議
会」において、使命・目的に沿って教育が行われているかを検討し、必要に応じて対策を
講じている。この会議の内容及び決議事項は、教授総会を通じて各教員に周知されるとと
もに、事務部長を通じて各職員に周知されている。さらに最近では、学校法人東京理科大
学が運営するインターネットによる CENTIS も教員への標準的な周知手段となっている。
また、使命・目的を踏まえて、中長期計画である大学改革基本方針（平成 25 年度～平
成 29 年度）を策定し、取組むとともに、使命・目的を踏まえて、ディプロマ・ポリシー、
カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシーの 3 つのポリシーを策定し、ホーム
ページをはじめとした各種資料で公表している。
大学の使命・目的に基づき、工学部機械工学科、電気電子工学科、コンピュータメディ
ア工学科、システム工学部（平成 26 年度募集停止）電子システム工学科、機械システム
工学科、経営情報学部経営情報学科、工学・マネジメント研究科工学・マネジメント専攻
の 3 学部 6 学科、1 研究科 1 専攻を置くとともに、学生部、図書館、共通教育センター、
生涯学習センターを置いている。
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については、学則第 1 条の目
的に対し、第 2 条で自己点検及び評価を明記しており、第 3 条以降の教育研究組織の構成
を点検するシステムとしている。同様に、大学院の組織についても大学院学則第 2 条で自
己点検及び評価を行うことを明記している。
（3）1－3 の改善・向上方策（将来計画）
2015（平成 27）年度は、FD 委員会 5 回、教務幹事会 6 回、教学 IR 委員会を 1 回開催
し、大学の使命・目的及び教育目的である、専門教育と幅広い教養教育による主体性の確
立した人材育成と、様々な地域貢献活動についての現状把握を行い、教育推進委員会（2
回開催）において、大学としての 3 つのポリシーを決定し、各学部・学科のポリシーとも
一貫性を持たせるように見直しを行うとともに、教授総会やホームページを通じて学内外
に周知してきた。
今後も絶えず見直しを行うとともに、現在検討中の公立化の協議においては学部学科再
編の検討も含まれており、公立化が決定した際には大学の使命・目的が変わる可能性もあ
り、3 つの方針も再設定が必要となるので、協議内容の進展も踏まえつつ、新たな 3 つの
方針の検討準備も進めていく。

【基準 1 の自己評価】
使命・目的の達成のために、時代の要請に合わせた地域連携を一層推進するために、学
長の指揮の下、全学的な推進体制を整備すると共に、中長期計画に基づく具体的な方針・
目標を設定し推進しており、継続性をもって不断の努力をしていると判断している。
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基準 2．学修と教授
2－1

学生の受入れ

≪2－1 の視点≫
2-1-①

入学者受入れの方針の明確化と周知

2-1-②

入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫

2-1-③

入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持

(1) 2－1 の自己判定
現在、入学定員未充足であり、入学定員に沿った適切な学生受け入れ数の維持ができて
いないが、その他の基準項目については満たしていると判断している。
(2) 2－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
諏訪東京理科大学では、創立以来、母体である東京理科大学から受け継ぐ「理学の普及
を以て国運発展の基礎とする」を建学の精神に掲げ、「理学及び工学並びにそれらの応用
を教育研究するとともに、幅広い教養教育を行い、人間性及び創造性豊かで主体性の確立
した人材を育成し、地域の知の拠点として文化の進展と産業の興隆に寄与すること」を使
命・目的として、教育研究活動を行っている。
この使命・目的を基に、大学、学部、学科、研究科、専攻のアドミッション・ポリシー
を下表のとおりとして、大学ホームページ、募集要項に掲載するほか、オープンキャンパ
ス、キャンパス相談会、高校ガイダンス、進学相談会等において周知している。
＜大学、学部、研究科、学科、専攻のアドミッション・ポリシー＞
組織名

アドミッション・ポリシー

入学定員

大学

1．自らの目指す分野における専門知識と応用力を身に付けようとする意欲のあ

300 名

る人
2．専門分野のみならず技術と経営の両分野に渡る幅広い素養を身に付けたいと
いう意欲のある人
3．修得した知識・教養・倫理観をもとに、将来、地域においてもまたグローバ
ルにも活躍しようとする意欲のある人
工学部

本学の教育理念・目標を実現するために、本学部では以下のような人たちを

200 名

積極的に受け入れる。
1. 工学に関する分野において高度な専門知識を身につけようとする意欲のある
人を求める。
2. 実験や実習を通して問題解決能力を養い、修得した知識・教養・倫理観をも
とに、将来地域並びに広く国内外で活躍したいと願う人を求める。
3. 高等学校教育課程もしくは同等の学習内容を修了し、工学に関する分野にお
ける基礎学力を有している人を求める。
工学部

高校の教育課程で数学、物理（主に力学）、化学を修得し、これらを基礎とし

機械工

て機械工学分野での専門性を身に付け、ものづくりに様々な形態で携わること

学科

を希望する学生を求める。特に以下のテーマに興味を持つことを期待する。
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1. 環境負荷が低く、無駄の少ない優れた加工法によるものづくりに興味を持つ
人
2. 新しい、優れた性質をもった材料を使ったものづくりに興味のある人
3. ロボット・電気自動車や様々な自動化設備などの開発・制御に興味のある人
4. 航空機・流体機械の設計、環境安全・エネルギー問題への新たな取組みに興
味のある人
工学部

数学や理科、英語の基礎的な学力を持ち、次のような電気電子工学の分野に

電気電

対し、好奇心が旺盛であり、学習意欲のある学生を求める。

子工学

1. エネルギー問題や環境問題が重大な問題となっている中、新エネルギーの創

科

生に意欲のある学生

65 名

2. そのエネルギーから作られた電力の送電、配電、変電、給電を学びたい学生
3. モータや半導体など日頃の生活に欠かせない電気・電子技術を学びたい学生
4. 高効率新素材半導体デバイスの生成、開発してみたい学生
工学部

急速に変化し予測が困難な情報化社会にあって、自ら主体的にアイディアを

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

創出し、実行そして実現できる技術者の育成を目指して、次のような学生を求

ﾒﾃﾞｨｱ工

める。

学科

1. コンピュータ技術をベースに、①画像・音響・情報分野、②通信ネットワー

70 名

ク分野、③計測・制御・知能分野に興味のある学生
2. 上記の要素技術と社会ニーズを基にディジタルメディア製品やサービスを開
発する④ディジタルメディア創成に興味のある学生
3. コンピュータメディア工学に関する分野において高度な専門知識を身につけ
ようとする意欲のある学生
経営情
報学部

本学の教育理念・目標を実現するために、本学部では以下のような人たちを

100 名

積極的に受け入れる。
1. 経営学と情報システムの知識を幅広く学ぶ意欲のある人。
2. 修得した基礎知識・教養・倫理観をもとに、プロジェクトベースの教育によ
り養った実践力をもって、将来、地域並びに広く国内外で活躍したいと願う
人。
3. 高等学校教育課程もしくは同等の学習内容を修了し、経営学と情報システム
に関する分野を学ぶための基礎学力を有している人。

経営情
報学科

グローバル化や情報化が進展する社会において地域の窓から世界を望む視点

100 名

をもった人物を育成するために、具体的に次のような人を受け入れる。
1. 将来、社会の様々な分野（あらゆる業種の企業、公共団体など）で地域にお
いても、グローバルにおいても自分の力を発揮し、活躍したいと思っている人
2. 世の中の政治・経済・社会などの動きに興味や関心がある人
3. コンピュータの仕組みに興味や関心がある人

工学・ﾏ

1. 本学における特徴ある先端分野の研究をさらに深く希望する者。

修士課程

ﾈｼﾞﾒﾝﾄ

2. 工学と経営学の融合教育を理解し、積極的に学習する意欲を持っている者。

15 名

研究科

3. 先端分野の研究と工学と経営学の融合教育で培った能力や知識によって、地

博士後期
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域社会及び広く国内外の学術・産業の発展に貢献したいと考えている者。

課程
2名

これらのアドミッション・ポリシーに基づき、本学では、別表の通り、学部入学者選抜
として、センター試験利用入試（Ａ方式）、一般入試（Ｂ方式）、ＡＯ（アドミッションズ
オフィス）入試、推薦入試（指定校推薦）、推薦入試（公募制）、専門高校・総合学科特別
選抜、外国人留学生入学試験を、大学院入学者選抜として、学内選抜、一般選考、他大学
等からの推薦入学、社会人特別選抜などの多様な入試方式を整備している。
センター試験利用入試、一般入試では、アドミッション・ポリシーに掲げる、高等学校
教育課程もしくは同等の学習内容を修了した基礎学力を確認することに主眼を置いており、
その他の入試では、基礎学力に加えて意欲を確認することに主眼を置いている。
また、一般入試（Ｂ方式）、推薦入試（指定校推薦）では、本学以外にも、長野、松本、
甲府、名古屋、東京などの会場で入試を行うほか、センター試験利用入試（Ａ方式）、一
般入試（Ｂ方式）では、複数の試験日程を設けている。さらに、2014(平成 26)年度から
は工学部において同一受験料で 3 学科までの併願を可能にするなど、受験生に対して広く
門戸を開く工夫を行っている。
入試問題は、複数の教員が担当し、学習指導要領や出題範囲の確認、チェックシートを
用いた点検などを担当教員相互で行うことなどを経て、慎重に合議しながら作成している。
＜入試方式の概要及び募集定員＞
入試方式

概要

募集定員

センター試験

大学入試センター試験の中から本学が指定した科目

工学部

利用入試（Ａ

を受験し、その結果で合否を判定する入学試験。

機械工学科

方式）

前期（出願 1 月 5 日～2 月 3 日）、中期（出願 1 月 5

電気電子工学科

日～2 月 25 日）、後期（出願 1 月 5 日～3 月 15 日）

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰﾒﾃﾞｨｱ工学科

の 3 期に分けて募集を行っている。

経営情報学部

学部入試

19 名

経営情報学科

19 名

37 名

一般入試（Ｂ

本学が独自に行う入学試験。工学部は「数学」及び

工学部

方式）

「理科」「外国語」から 1 科目選択、経営情報学部は

機械工学科

「国語」「外国語／公民」「数学」から 2 科目選択し

電気電子工学科

て受験する。

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰﾒﾃﾞｨｱ工学科

前期（試験日 2 月 2 日）
、後期（試験日 3 月 15 日）

経営情報学部

の 2 期に分けて募集を行っている。

経営情報学科

志望学科への入学を第一志望とする者で、学術・文

工学部

化・スポーツ等で優れた実績をあげた者に対して、

機械工学科

書類選考及び面接にて選抜を行う入学試験。

電気電子工学科

ＡＯ入試

21 名
21 名
22 名

23 名

4名
4名

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰﾒﾃﾞｨｱ工学科
経営情報学部
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経営情報学科

5名

推薦入試（指

本学から依頼した学校長の推薦があり、本学を第一

工学部

定校推薦）

志望とし、各学科の推薦要件を満たす者に対して書

機械工学科

類審査及び面接を行う入学試験。

電気電子工学科

15 名
15 名

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰﾒﾃﾞｨｱ工学科

17 名

経営情報学部
経営情報学科

25 名

推薦入試（公

学校長の推薦があり、学部が設定した推薦要件（特

工学部

募制）

定科目の履修及び評定平均値が 3.5 以上）を満たす

機械工学科

者に対して、書類審査及び面接を行う入学試験。

電気電子工学科

指定校推薦と異なり、他大学との併願が可能。

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰﾒﾃﾞｨｱ工学科

3名
3名
4名

経営情報学部
経営情報学科

5名

専門高校・総

工業、商業、農業等専門教育を主とする学校で専門

工学部

合学科特別選

教育を主とする学科に在籍した者及び総合学科で専

機械工学科

抜

門に関する科目を 20 単位以上修得した者に書類審査

電気電子工学科

及び面接を行う入学試験。

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰﾒﾃﾞｨｱ工学科

3名
3名
4名

経営情報学部
経営情報学科
外国人留学生

日本の国籍を有さない者に、日本留学試験の結果を

工学部

入学試験

含む書類審査及び面接を行う入学試験。

機械工学科

5名

若干名

電気電子工学科

若干名

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰﾒﾃﾞｨｱ工学科若干名
経営情報学部
経営情報学科

若干名

大学院入試
学内専攻

年度末に本学学部を卒業予定の者で、本学大学院工

工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科

学・マネジメント研究科修士課程への進学を第一希

修士課程

望とする者に対して、書類選考及び面接を行う入学
試験
他大学からの

本学大学院における教育研究を熱望し、学業成績が

工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科

推薦入学

優秀であると所属学部長あるいは指導教員に認めら

修士課程

れ推薦を受けた者に対して、書類選考及び面接を行
う入学試験
一般選考

一般選抜

学部卒業程度の者に対して、書類選考、面接及び筆

工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科

記試験を行う入学試験

修士課程

修士修了程度の者に対して、修士論文の内容、関連

工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科

する専門科目及び外国語（原則として英語）につい

博士後期課程

て口頭試問を行うほか、必要に応じて筆記試験を行
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う入学試験。外国人に対しては、日本語力について
も面接を行う。
社会人特別選

原則として 1 年以上（博士後期課程は 2 年）の職業

工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科

抜

経験を持つ社会人に対して、学士（博士後期課程は

修士課程

修士）相当の学力・経験を有することを判定するた

博士後期課程

め、書類選考、面接及び小論文（博士後期課程は口
頭試問）を行う入学試験

入学定員に添った適切な学生の受け入れに向け、入試方式ごとの定員は、近年の長野県
内外の受験者数、入学者数のデータを踏まえ、県内出身者が主に占める推薦入試と、県外
出身者が主に占める一般入試の募集定員の割合を学内で検討し、決定している。
大学全体を通じては、学部の入学定員合計 300 名に対して、下表のとおり入学者が下回
る状況が続いているが、2014(平成 26)年度に工学部の再編を行ったことにより、志願者
数は増加傾向である。
工学部では、2013(平成 25)年度には学部全体の志願者数が 340 名、入学者数は 156 名で
あったが、2014(平成 26)年度に 1 学部 2 学科から 1 学部 3 学科に再編を行った結果、
2014(平成 26)年度は志願者数が 708 名、入学者数が 156 名、2015(平成 27)年度は志願者
数が 694 名、入学者数が 171 名となり、志願者は着実に増加している。入学者数も着実に
回復しつつあるが、現時点では、入学定員を充たしてはいない。
経営情報学部では、2011(平成 23)年度までは入学定員 100 名を満たしていたが、
2012(平成 24)年度は 99 名と定員割れを起こして以来、2013(平成 25)年度が志願者数 134
名、入学者数 75 名、2014(平成 26)年度が志願者数 98 名、入学者数 46 名、2015(平成 27)
年度が志願者数 102 名、入学者数 43 名と定員割れが常態化している。このことに対応す
るため、2013(平成 25)年度に高等学校における経営情報学部の教育内容の浸透も目的と
して、コース制（「ビジネスエキスパート」「会計・金融」「経営科学」「情報システム」）
を導入し、広報活動を行っている。なお、2014(平成 26)年度からは、より内容が分かり
やすいように、コース名を「企業経営分野」「会計・財務分野」「経営科学分野」「情報シ
ステム分野」に改めている。さらに、県外高校生の志願者増をめざし、現代社会のキーワ
ードである「グローバル社会」「地域大学の地元貢献」「アクティブラーニング」「課題解
決型授業」などに関連した科目として「海外ビジネス研修（短期・長期）」と「プロジェ
クト＆マネジメント」を新設した。
工学・マネジメント研究科では、修士課程の入学定員 15 名に対して、2013(平成 25)年
度まではほぼ定員を充足していたが、2014(平成 26)年度に 9 人となり定員を大きく下回
った。2015(平成 27)年度は 14 名と増加したが、まだ収容定員を充足するには至っていな
い。また、博士後期課程では、入学定員 2 名に対して、2014(平成 26)年度、2015(平成 27)
年度は 1 名となっている。
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＜志願者・入学者の推移

（上段：志願者、下段：入学者）＞

平成 23 年度

平成 24 年度

平成 25 年度

平成 26 年度

平成 27 年度

システム工学部

270

265

340

入学定員 200 名

135

146

156

工学部

708

694

入学定員 200 名

156

171

経営情報学部

181

159

134

98

102

入学定員 100 名

114

99

74

46

43

学部合計

451

424

474

806

796

入学定員 300 名

249

245

230

202

214

(3) 2－1 の改善・向上方策（将来計画）
学部、学科の特徴により、その時代の社会的・経済的状況や地域の状況を受けて志願者
数・入学者数は影響を受けており、2014（平成 26）年度に改組した工学部では志願者が
増加していることから、こうした状況を考慮しつつ、引き続き社会的・地域的要請に応じ
た学部・学科の改組・拡充を行っていく。
また、経営情報学部では、学部の概要、アドミッション・ポリシーを周知することに加
えて、入学試験において従来、受験生が得意科目で受験でき、高得点をアピールできるよ
うにしてきたが、2017（平成 29）年度入試からは、国語・数学・外国語から 2 科目を選
択可能とし評価することで、これが志願者数減少の抑止につながると考えている。また、
2014（平成 26）年度に新設した「海外研修（短期・長期）」「プロジェクト＆マネジメン
ト」については当該地域における関心も高く、今後もこれらの科目の質を高めるとともに、
成果を強く周知することで、志願者数及び入学者数を増やしていく。
さらに 2014(平成 26)年度から、本学がより当該地域に貢献し将来とも学生から選ばれ
る大学となるためにはどうあるべきかについて、公立大学化を含めた予備的な検討を関連
自治体と開始し、報道もされるようになった。これは、入学者受入れの方針に沿った学生
受入れと入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持について、改善の要因になると考え
ている。

2－2

教育課程及び教授方法

≪2－2 の視点≫
2-2-①

教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化

2-2-②

教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成及び教授方法の工夫・開
発

(1) 2－2 の自己判定
基準項目 2－2 を満たしている。
(2) 2－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
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2-2-①

教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化

【事実の説明】
本学の使命・目的に対応した人材を育成するために、大学、学部、学科、研究科に下表
のとおりカリキュラム・ポリシーを設定している。
本学のカリキュラムは主に下記の 3 つの科目に分かれており、各科目群は使命・目的に
対応するほか、教育理念、大学のカリキュラム・ポリシーに対応して体系的に設定されて
いる。
「融合教育領域科目」は、教育理念に定めた、「新しい社会の倫理に基づく人材の育成」
及び大学のカリキュラム・ポリシー「工学と経営学の融合教育や地域からの学びを通じて、
コミュニケーション力、自ら行動し問題を解決する力を養う」に対応して、工学部と経営
情報学部の 4 学科の学生による混成クラスを設け、工学と経営学の融合教育を実施してい
る。
「共通教育領域科目」は、教育理念に定めた「実力重視の教育の実施」及び大学のカリ
キュラム・ポリシー「共通する基礎科目を学ばせる」、「専門のみでない幅広い素養を養う」
に対応して基礎学力を身に付けるための教育を実施している。
また、「専門教育領域科目」は、教育理念に定めた「21 世紀に活躍できる高度なスペシ
ャリストの育成」及び大学のカリキュラム・ポリシー「各々の専門科目を学ばせる」、「全
員が卒業研究を行い、自らが学んだ知識と問題解決力を特定のテーマに結実させるととも
に、その成果を発信することを学ばせる」を行うために問題発見・解決能力を身に付ける
ため教育を行っている。
このカリキュラム・ポリシーに基づき、各学科、教養教育を行う共通教育センターにて
教育課程を編成し、実施している。
カリキュラム・ポリシーは、本学ホームページに掲載するとともに、学生に配付する
「学修簿」に記載し、広く周知している。
＜大学、学部、研究科、学科、専攻のカリキュラム・ポリシー＞
組織名

カリキュラム・ポリシー

大学

1．本学の「建学の精神」及び「教育理念」に基づき、ディプロマポリシーを達成する
ために、各学部・学科が掲げる教育目標を実現するための教育課程を編成する。
2．1、2、3 年次では、共通する基礎科目及び各々の専門科目を学ばせるとともに、工
学と経営学の融合教育や地域からの学びを通じて、専門のみでない幅広い素養とコミ
ュニケーション力、自ら行動し問題を解決する力を養う。
3．4 年次では、全員が卒業研究を行い、自らが学んだ知識と問題解決力を特定のテー
マに結実させるとともに、その成果を発信することを学ばせる。

工学部

工学部の教育課程は、融合教育領域科目、共通教育領域科目、専門領域教育科目、
自由科目からなる。1、2 年次は基礎学力養成を重視したカリキュラムとし、順次各学
科の専門分野に対応した科目に重点を移し 4 年次の卒業研究に繋げる。
1. 融合教育領域科目

18

諏訪東京理科大学

工学に立脚しながら、経営学の視野と素養を習得させる融合教育を行い、経営のセ
ンスを持ち、躍進する科学技術と地域の発展に貢献しうる技術者を育成する。
2. 共通教育領域科目
現在、我が国では、政治、経済、社会、文化、その他多方面にわたる構造的変化に
より予測困難な時代に直面している。このような時代に本領域科目を学ぶことによ
り、グローバル化や情報化に対応でき、自主的、総合的に的確に判断する教養、倫理
観、及び基礎学力を身に付けることを目的としている。また高校の教育課程との接続
を意図した導入基礎科目を配置し、大学における教育課程への繋がりを円滑にする。
3. 専門教育領域科目
専門教育においても先ず基礎専門科目により基礎を固めた後に、各分野に対応する
専門科目の学習に進み、専門に関する知識と理解を深める。また関連専門科目を設け
て、将来実社会に出たとき有効になる幅広い知識を修得させる。いずれの学科でも実
験・実習・演習を重視し、卒業研究と併せて工学的スキルと、問題発見・解決能力を
修得させる。
工学部

工学部のカリキュラムポリシーに従い、機械工学科では各教育領域科目を次のよう

機械工

に構成する。

学科

1. 融合教育領域科目
4 学科混成クラスを形成し、自分の考えを他人に理解してもらうコミュニケーション
力を養い、工学と経営の融合や技術革新がビジネスにいかに影響を与えるかを理解す
る。さらに専門分野と他分野、また、両者の共通関連分野の理解を深め、能力を身に
着ける。
2. 共通教育領域科目
グローバル化や情報化に対応でき、自主的、総合的に的確に判断する能力を身に着
けることを目的としている。また、高校の教育課程との接続を意図した導入基礎科目
を配置する。数学・物理・化学に関する基礎科目とその演習、さらに微積分学及び線
形代数学を配置する。これらは以降の教育課程の基礎であり、主に 1 年次に配置して
修得を徹底させる。
3. 専門教育領域科目
Ⅰ. 基礎専門科目
1 年次の専門科目として、機械工学全体を概観する通論と演習を配置する。また、物
理学実験とプログラミング等に関する実習を配置し、機械工学分野の学びに対する目
的意識を持たせる。
Ⅱ. 専門科目
2・3 年次に機械工学の各専門分野に共通する実験及びプレゼンテーション、及び数
学・数値解析に関する科目、機械工学の基礎となる専門科目、材料・加工学、制御・
ロボット工学、熱・流体力学・航空工学、及び安全工学・環境工学等の各専門分野の
科目を配置する。また、実務能力修得のため、設計・製図・製作に関する実習科目を
配置する。4 年次には教育課程の総括となる卒業研究を配置する。
Ⅲ. 関連専門科目及び環境関連専門科目
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他学科の専門科目の中で機械工学と繋がりの強い科目を選択必修科目として配置す
る。
Ⅳ. このように自学科で専門科目を配置する一方、関連する電気電子工学及び情報工
学分野の科目等については他学科履修制度を用意し、社会的必要性や学生の希望に応
じた柔軟な履修を実現する。
工学部

カリキュラムは融合教育領域科目、共通教育領域科目、専門教育領域科目、自由科

電気電

目から編成する。1、2 年次は基礎科目重視のカリキュラムとし、少人数制クラスを結

子工学

成、学習サポートを充実させ、きめ細かな教育指導体制を構築する。3 年次は学科のス

科

ローガンに掲げている、「エネルギー、環境」、「電気機器、電力技術」、「電子材料、エ
レクトロニクス」の 3 つの研究領域に密接に関連した専門科目を設け、4 年次の卒業研
究の選択の指針を与えるとともに、各要素技術を習得する。全学年を通じて実験、実
習のカリキュラムを充実させ、実践力、応用力を養う。また、資格支援として環境問
題への意識を高め、関連知識を身に付けるため、資格取得に向けた支援体制を充実さ
せる。さらに、「技術英語」を開講してグローバル化の進展に対応できる能力を習得す
る。
1. 融合教育領域科目
4 学科混成クラスを形成し、自分の考えを他人に理解してもらうコミュニケーション
力やコラボレーション力を養い、技術革新がビジネスにいかに影響を与えるかを理解
する。さらに、専門分野と他分野、また、両者の共通関連分野の理解を深め、能力を
身に付ける。
2. 共通教育領域科目
現在、我が国では、政治、経済、社会、文化、その他多方面にわたる構造的変化に
より予測困難な時代に直面している。このような時代に本領域科目を学ぶことにより
引き続き、グローバル化や情報化に対応でき、自主的、総合的に的確に判断する能力
を身に付けることを目的としている。また、今後、電気電子の専門分野を学ぶ上で必
要となる基礎知識を身に付ける。
3. 専門教育領域科目
「専門基礎科目」と「専門科目」、「関連専門科目」、「環境関連専門科目」で構成す
る。「専門基礎科目」では電気回路、電子回路、電磁気などを学習し、電気電子工学分
野の基礎を修得する。また、「専門科目」では、当学科のスローガンとして掲げている
「エネルギー、環境」、「電気機器、電力技術」、「電子材料、エレクトロニクス」の 3
つの研究領域の科目の他に、いずれの研究領域にも対応でき、さらに資格取得にも関
連した、「電子回路」、「半導体・材料」、「通信・情報」、「コンピュータ」、「計測・制
御」、「エネルギー」の各分野の科目も開講している。その他、「関連専門科目」や「環
境関連専門科目」をそれぞれ開講し、予測困難な社会に対応し汎用的能力を身に付け
る。

工学部

教育課程は、融合教育領域科目、共通教育領域科目、専門教育領域科目、自由科目

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

からなる。

ﾒﾃﾞｨｱ工

1. 融合教育領域科目
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学科

既存の経営情報学部経営情報学科を含めた 4 学科混成クラスを形成し、自分の考え
を他人に理解してもらうコミュニケーション力を養い、工学と経営の融合や技術革新
がビジネスにいかに影響を与えるかを理解する。さらに、専門分野に加え他分野や関
連分野の理解を深め、課題解決能力を身に付ける。科目としては、1 年次で「フレッ
シュマンゼミ」と「工学と経営」、2 年次で「総合講座」、3 年次で「総合演習」を行
う。
2. 共通教育領域科目
基礎学力を習得することを目的とする。急速に変化し予測が困難でグローバル化さ
れた情報化社会においては十分な基礎学力を身に付けることが益々重要となる。ま
た、専門分野を学ぶ上で必要となる基礎知識を身に付ける。本領域科目として、環境
基礎と情報基礎、また、一般科目の中には社会との連携分野、外国語分野、現代社会
と科学分野、人間の理解分野、文化芸術への招待分野、留学生対象分野が用意されて
いる。さらに数学、物理学などの導入基礎科目があり、これらをバランスよく学修す
ることが重要である。
3. 専門教育領域科目
プログラミングに関して基礎から応用まで講義と演習を充実したコンピュータ共通
分野を学修する。その上で①画像・音響・情報分野、②通信・ネットワーク分野、③
計測・制御・知能分野、④ディジタルメディア創成分野の４つの専門分野から構成さ
れる中で自分に適した分野を選択して重点的に系統的に習得し卒業研究につなげてい
く。実社会に役立つ実践力を養成するため、小人数のプロジェクト体制の下、自ら主
体的に考え他とのコミュニケーション力向上を目指して大学内設備であるメディアラ
ボなどを最大限活用した実験、実習、演習などを重点的に配置する。また、4 年次に
はこれまでの集大成として卒業研究を行い新たな技術の発掘にも挑戦させ専門技術の
深化とともに他とのコミュニケーション力、実践力を身に着けさせる。

ｼｽﾃﾑ工
学部

システム工学部の教育課程は、融合教育領域科目、共通教育領域科目、専門領域教
育科目、自由科目からなる。1、2 年次は基礎学力養成を重視したカリキュラムとし、
順次各学科の専門分野に対応した科目に重点を移し 4 年次の卒業研究に繋げる。
1. 融合教育領域科目
工学に立脚しながら、経営学の視野と素養を習得させる融合教育を行い、経営のセ
ンスを持ち、躍進する科学技術と地域の発展に貢献しうる技術者を育成する。
2. 共通教育領域科目
現在、我が国では、政治、経済、社会、文化、その他多方面にわたる構造的変化に
より予測困難な時代に直面している。このような時代に本領域科目を学ぶことによ
り、グローバル化や情報化に対応でき、自主的、総合的に的確に判断する教養、倫理
観、及び基礎学力を身に付けることを目的としている。また高校の教育課程との接続
を意図した導入基礎科目を配置し、大学における教育課程への繋がりを円滑にする。
3. 専門教育領域科目
専門教育においても先ず基礎専門科目により基礎を固めた後に、各分野に対応する
専門科目の学習に進み、専門に関する知識と理解を深める。また関連専門科目を設け
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て、将来実社会に出たとき有効になる幅広い知識を修得させる。いずれの学科でも実
験・実習・演習を重視し、卒業研究と併せて工学的スキルと、問題発見・解決能力を
修得させる。
ｼｽﾃﾑ工

システム工学部の教育課程に記した「融合教育領域科目」、「共通教育領域科目」、

学部

「専門教育領域科目」をそれぞれ修得して、そこで得た知識、経験を基に自主的、総

電子ｼｽﾃ

合的に的確に判断する能力を身に付ける。また、全学年通じて実験、実習のカリキュ

ﾑ工学科

ラムを充実させ、実践力、応用力を養うことに加え、実験結果を報告する機会を数多
く設け、プレゼンテーション力やコミュニケーション力を向上させる。これらを達成
するため、少人数制クラスを結成、学習サポートを充実させ、特に以下の 3 点に重点
を置き、きめ細かな教育指導体制を構築する。
1. 数学的思考力の重要性を理解するため、専門基礎分野を教育する。また、工学の実
習は現実の対象に触れる必要があるので、物理、電子工学及びコンピュータ技術の各
方面で実験・実習を教育する。
2. 異なる技術分野にまたがったシステム的思考を促すため、産業分野の各方面で活躍
してきた教員により、半導体の基礎から情報システムやエネルギーシステムまでの幅
広い専門教育を施す。学生の判断で必要と思う分野の学習に興味を持って取組むよう
指導する。さらに、グローバスな視点を養うため、融合教育の延長線上で他学科聴講
を促す。
3. 以上の集大成として卒業研究を行い、自分の力で仕事を仕上げる自己実現の喜びを
体験させる。

ｼｽﾃﾑ工

システム工学部のカリキュラムポリシーに従い、各教育領域科目を次のように構成

学部

する。

機械ｼｽﾃ

1. 融合教育領域科目

ﾑ工学科

3 学科混成クラスを形成し、自分の考えを他人に理解してもらうコミュニケーショ
ン力を養い、工学と経営の融合や技術革新がビジネスにいかに影響を与えるかを理解
する。さらに専門分野と他分野、また、両者の共通関連分野の理解を深め、能力を身
に付ける。
2. 共通教育領域科目
グローバル化や情報化に対応でき、自主的、総合的に的確に判断する能力を身に付
けることを目的としている。また、高校の教育課程との接続を意図した導入基礎科目
を配置する。数学・物理・化学に関する基礎科目とその演習、さらに微積分学及び線
形代数学を配置する。これらは以降の教育課程の基礎であり、主に 1 年次に配置して
修得を徹底させる。
3. 専門教育領域科目
Ⅰ. 基礎専門科目
1 年次の専門科目として、機械システム工学全体を概観する通論と演習を配置す
る。また、実験とプログラミング等の実習を配置し、機械システム工学分野の学びに
対する目的意識を持たせる。
Ⅱ. 専門科目
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2・3 年次に機械システム工学の各専門分野に共通する実験及びプレゼンテーショ
ン、及び数学・数値解析に関する科目、機械システム工学の基礎となる専門科目、材
料・加工学、制御・ロボット工学、熱・流体力学・航空工学、及び安全工学・環境工
学等の各専門分野の科目を配置する。また、実務能力修得のため、設計・製図・製作
に関する実習科目を配置する。4 年次には教育課程の総括となる卒業研究を配置す
る。
Ⅲ. 関連専門科目及び環境関連専門科目
他学科の専門科目の中で機械工学と繋がりの強い科目を選択必修科目として配置す
る。
Ⅳ. このように自学科で専門科目を配置する一方、関連する電気電子工学及び情報工
学分野の科目等については他学科履修制度を用意し、社会的必要性や学生の希望に応
じた柔軟な履修を実現する。
経営情

経営情報学部の教育課程は、融合教育領域科目、共通教育領域科目、専門教育領域

報学部

科目、自由領域科目からなる。1、2 年次から基礎専門領域の知識修得を重視したカリ
キュラムとし、3 年次からは応用専門領域の知識修得とビジネスラボを拠点とするプロ
ジェクトベースの実践科目に重点を置き、4 年次では卒業研究と卒業認定講座により学
生の学びの内容と水準を保証する。
1. 融合教育領域科目
経営学に立脚しながら、工学の意味を理解させる融合教育を行い、技術がわかり、
その技術をビジネスにつなげるセンスを持ち、地域の発展に貢献しうるビジネスリー
ダーを育成する。
2. 共通教育領域科目
現在、我が国では、政治、経済、社会、文化、その他多方面にわたる構造的変化に
より予測困難な時代に直面している。このような時代に本領域科目を学ぶことによ
り、グローバル化や情報化に対応でき、自主的、総合的に事象を判断できる教養、倫
理観、及び基礎学力を身に付けることを目的としている。また高校の教育課程との接
続を意図した導入基礎科目を配置し、大学における教育課程への繋がりを円滑にす
る。
3. 専門教育領域科目
基礎専門科目により基礎を固めた後に、各分野に対応する専門科目の学習に進み、
専門に関する知識と理解を深める。また環境関連専門科目を設けて、環境問題への対
応に関する幅広い知識を修得する。経営学と情報システムの知識を幅広く学び、プロ
ジェクトベースの教育により実践力（問題発見・解決能力）を養う。総括として、卒
業研究と卒業認定講座により学生の学びの内容と水準の質を保証する。

経営情

学部教育課程のポリシーを受け、学科の教育課程は、融合教育領域科目、共通教育

報学部

領域科目、専門教育領域科目、自由領域科目から構成される。経営情報学科学生とし

経営情

て修得すべき知識を教授する基本的な科目は 1 年次と 2 年次に必修科目として配当し、

報学科

3 年次以降は将来の進路実現に応じた科目を選択しつつ、海外ビジネス研修（短期・長
期）科目とプロジェクトベースのマネジメント科目で実践力を身に付ける。また、3 年
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次から各研究室のゼミに所属し、4 年次の卒業研究に備える。
1. 融合教育領域科目
「フレッシュマンゼミ」や「工学と経営」、「総合講座」、「総合演習」を通して工学の
意味や工学的センスを身に付けると同時に、工学部の学生との協学を通して異分野に
またがる創造的思考力や問題解決力、合意形成力を養い、「考えて、つくって、売る」
という総合的な実践力を育む。
2. 共通教育領域科目
① 政治、経済、社会、文化、その他多方面にわたる構造的変化により予測困難な時代
において社会や企業のニーズにふさわしい教養と国際感覚を備えるために、倫理観及
び基礎学力を身に付ける。
② グローバル社会において実用英語はコミュニケーションを図る共通言語として必須
な状況となっている。そこで、初年次にビジネス英語能力レベル評価ならびに目標設
定を行い、設定した目標に向けて 4 年間自己研鑽ができるようにする。
3. 専門教育領域科目
① 専門教育領域科目は基礎専門科目、専門科目、環境関連専門科目で構成する。
② 地域社会を担う企業等において活躍できる人材育成のベースとなる専門知識に関し
て、基礎専門科目および専門科目（経営分野と情報分野）の中から全学生必修の専門
コア科目を設置する。その上で、専攻分野（コース）に沿って専門性をさらに高める
学びが行える仕組みを構築する。
③ 実践力の育成に向けて、地域との連携により、地域での学びを教育の重点に据え、
1 年次から 4 年次に渡り系統だった教育体系を構築し、各年次において必修科目として
の学びを実施する。具体的には、1 年次の「地域産業入門」にて諏訪地域産業の特徴を
学び、2 年次の「フィールドワーク技法」にてプロジェクト管理と社会調査法の基礎を
学ぶ。さらに、3 年次には実践力の向上と卒業研究のテーマ設定を目的として、「ビジ
ネス＆マネジメント」、「海外ビジネス研修（短期）」、「海外ビジネス研修（長期）」を
選択必修とする。
④ 地域の窓から世界を望む視点によりグローバルな感性をもった人材を育成するため
に、既に海外で活躍している多くの地域企業の支援を得て、海外ビジネス研修（短
期・長期）を実施する。海外就業体験は海外で活躍する企業や企業人の生き様を直接
肌で感じ、多様化する社会や異文化の中でのコミュニケーションやスキルを磨くこと
に役立つものと期待できる。
⑤ 学びの集大成としての卒業研究を必修科目とする。卒業研究を有効に行うための 3
年ゼミでは、文献調査やフィールド調査などの研究方法や論文としての作文技術、さ
らに自身の研究内容を他者に発信することができるプレゼンテーション能力をつけ
る。卒業研究成果を公開発表することで質を保証する。
⑥ 卒業認定講座を 4 年次後期に設け、全学生必修の専門コア科目を中心にこれまでの
学びを復習し、卒業に足る学力が身についていることを保証する。
⑦ コンピュータ利用技術の習得のために、マイ PC を情報分野の教育のみならず、経
営分野の教育や学園生活でも利用するようにしている。
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⑧ 必修の演習科目は学生の理解度の把握と十分な演習効果を得るために少人数クラス
としている。
⑨ 多様な進路に応じるために、資格取得や進路に必要となる科目を設置している。
工学・ﾏ

修士課程では、地域社会で必要とされる技術と経営にまたがる幅広い知識と特定技

ﾈｼﾞﾒﾝﾄ

術の高度専門職業人を養成するためのプログラムを編成している。学部で教育研究し

研究科

てきた先端的な科学技術の分野をさらに研究として掘り下げることによって企業、社
会で役立つ高度専門職業人の養成を行う。
博士後期課程では、修士課程で養った高度な専門性を要する研究開発能力をもと
に、自立して研究開発ができる能力とその基礎となる豊かな学識を与えることができ
る教育課程を編成する。

本学の教育課程は、各学部・学科のカリキュラム・ポリシーに定めた「融合教育領域科
目」「共通教育領域科目」「専門教育領域科目」に加え、大学のカリキュラム・ポリシーに
定めた「専門のみでない幅広い素養とコミュニケーション力、自ら行動し問題を解決する
力を養う」に対応した「自由領域科目」を設定し、体系的に編成している。
共通教育領域科目はさらに「環境基礎」「情報基礎」「一般」「導入基礎」の科目に細分
され、専門教育はさらに「基礎専門」「専門」「環境関連専門」「関連専門」の科目に細分
されている。
① 融合教育領域科目
1 年次で「フレッシュマンゼミ」と「工学と経営」、2 年次で「総合講座」、「総合演習」
を行い、自分の考えを他人に理解してもらうコミュニケーション力を養い、技術の普及に
対して経営力がいかに重要か、また技術革新がビジネスにいかに影響を与えるかを理解す
る。
②共通教育領域科目
グローバル化や情報化に対応でき、自主的、総合的に的確に判断する能力を身に付ける
ことを目的としている。また今後、専門分野を学ぶ上で必要となる基礎知識を身に付ける。
本領域科目として、環境系と情報系、社会との連携分野、外国語、現代社会と科学分野、
さらに各学科で定めている導入基礎に分け学修する。
英語などの外国語科目では、複数のクラスを異なる時間に授業を設置して、どの学科の
学生でも受講が可能となっている。また、数学、物理、英語などの基礎科目では学習段階
別に少人数クラスによる授業を実施して教授方法の工夫を行っている。
③専門教育領域科目
専門教育領域科目では、融合教育領域科目、共通教育領域科目で得られた知識を基に、
4 年次に行う「卒業研究」の研究課題も考慮して、各学科、各分野の専門科目を学修する。
④自由領域科目
「共通教育領域科目」と「専門教育領域科目」において、卒業所要単位数を超えて修得
した科目や、他学部・他学科あるいは他大学で修得した科目が含まれる。大学のカリキュ
ラム・ポリシーのうち、「専門のみでない幅広い素養を養う」に該当する科目である。
卒業に要する単位は、工学部では 124 単位、経営情報学部では 128 単位に設定し、上記
25

諏訪東京理科大学

4 領域の科目を下表のとおり修得することを定めている。
＜学部・学科の卒業に要する単位数＞
融合教育

共通教育

専門教育

自由

領域科目

領域科目

領域科目

領域科目

工学部機械工学科

6 単位

39 単位

63 単位

16 単位

124 単位

工学部電気電子工学科

6 単位

39 単位

63 単位

16 単位

124 単位

工学部ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰﾒﾃﾞｨｱ工学科

6 単位

39 単位

63 単位

16 単位

124 単位

経営情報学部経営情報学科

6 単位

32 単位

82 単位

8 単位

128 単位

学部・学科

合計

各授業科目は「必修科目、選択必修科目、選択科目」に区分され、以下のとおり取り扱
う。
①必修科目
必ず履修し、単位を修得しなければならない。
②選択必修科目
選択必修科目として指定された複数の科目の中から選択し、学部学科が定めた単位数
以上を修得しなければならない。
③選択科目
選択科目の中から任意に選択し、学部学科が定めた単位数以上を修得しなければならな
い。
各学部学科の内規において、進級要件、履修順序、卒業研究の着手条件等を定めている。
工学部機械工学科のみ 2 年次から 3 年次の進級要件を設け、達しない者は 2 年原級生とな
り、その他学部学科では、卒業要件を満たさない者が 4 年原級生となる。
全学部、学科とも 1 年間の年間履修登録単位数の上限を 49 単位と定め、1 単位当たりの
学修時間の確保に努めている。ただし、2 年生以上の学生で下記の要件を満たし、学部学
科が許可した者に限り、49 単位を超えて授業科目を履修することができる。
①必修科目を含め前年度に 36 単位以上取得していること
②上記修得科目の平均がＡ評価（素点合計が 80 点）以上であること
シラバスには、授業の概要、目的、到達目標、成績評価基準や各回の授業内容に加え、
準備学修・復習を明記しており、授業時間に加えて、自習時間の学修を担保している。
また、学科ごとに科目系統図を作成し、入学時に配布する学修簿に記載して学生に明示
している。科目系統図に記載した各科目には、ナンバリングも付されており、科目の領域
や履修の時期、科目間のつながりを学生が理解できるように工夫している。
教授方法の改善・向上のため、FD 委員会を設けている。FD 委員会では、授業アンケー
トの計画と結果の解析、授業改善の方策を検討するほか、シラバスの内容の見直しなどを
行っている。

26

諏訪東京理科大学

授業アンケートは、毎学期に全教員が実施している。実施率は、非常勤講師を含めてほ
ぼ 100％である。その結果を教員及び学生にフィードバックすることで授業の改善・向上
に役立てている。さらに、アンケート結果を点数化し、評価の高い科目担当者を授業アン
ケートでの評価が高い授業「高評価授業」として表彰することで、モチベーション向上を
目指している。併せて、評価の高い科目については授業参観を実施し、各教員の教授改
善・向上の一助としている。
(3) 2－2 の改善・向上方策（将来計画）
今後、授業において ICT を利用した教育をさらに推進、拡充していく予定である。
また、全学的な教学マネジメント組織である教育推進委員会を中心に、学生の主体的な
学修を促す取組みや学修成果の可視化の取組み等について、PDCA サイクルによって、よ
り実質化を目指していく。

2－3

学修及び授業の支援

≪2－3 の視点≫
2-3-①

教員と職員の協働並びに TA(Teaching Assistant)等の活用による学修支援
及び授業支援の充実

(1) 2－3 の自己判定
基準項目 2－3 を満たしている。
(2) 2－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
本学では、教員と職員が協働して、学修支援及び授業支援を行っている。
本学の学修支援の大きな特色として、学生が円滑に授業を履修できるよう、年度初めに
修学ガイダンスを実施するほか、各学科の新入生を 8 名程度の小グループに分け、そのグ
ループを教員が担任する制度（ガイダンスグループ制度）を設けている。
ガイダンスグループを受け持つ指導教員は、それぞれグループの担任となり、各期初め
に面談を行い、単位取得状況の確認、卒業までを見据えた履修計画の策定とアドバイス、
学生の悩み事等の相談を行っている。
ガイダンスグループにおける修学指導内容を学生と教員が共有するために、学生にはポ
ートフォリオ（自己点検表）を作成させている。ポートフォリオには、学期初めに履修計
画や卒業後の夢、目標達成にやるべきことを記入させる、振り返りを行うことで、自らが
客観的に評価でき、自己の成長を実感できるツールとしている。
また、教員への質問及びコミュニケーションを容易に図るため、各教員のオフィスアワ
ーをシラバス内で公開している。
さらに、一部の科目では、学習及び授業支援の一つとして、学生の部活・サークル活動
と授業内容をリンクさせることにより授業内容をさらに高度化して学ぶ方法を実施してい
る。例えば、メディアラボを使った 3 次元模型の製作は、コンピュータメディア創造の授
業とリンクすることによりそのシナジー効果を得ている。
学科及び共通教育センターから選出した専任教員と非常勤講師による学習支援室が設置
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されており、基礎学力に不安がある学生に対応するとともに、東京理科大学への編入学や
大学院への進学希望者に対応して、更なる実力を身に付けたい者に対応した「発展学習講
座」を設けている。
さらに、一部の必修科目の不合格者に対し行われる再試験について、定期試験終了後の
なるべく早い時期に対象者を明示することで、再試験実施までに十分な期間（１ヵ月以上）
を確保するとともに、学修相談室が主体となり、対策講座を実施している。
学習支援室の利用件数は下表のとおりとなっており、年度によりばらつきはあるが、多
くの学生の学修支援に役立っている。
＜学習支援室の利用者延べ件数＞
学部学科名

平成 24 年度

平成 25 年度

平成 26 年度

91 件

70 件

33 件

208 件

359 件

195 件

工学部ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科

-

-

48 件

経営情報学部経営情報学科

41 件

23 件

23 件

合

340 件

452 件

299 件

工学部機械工学科
(ｼｽﾃﾑ工学部機械ｼｽﾃﾑ工学科)
工学部電気電子工学科
(ｼｽﾃﾑ工学部電子ｼｽﾃﾑ工学科)

計

また、実験科目や製図科目等の実技科目及び演習科目の一部においては、大学院生を
TA として採用して、学生に対して適切な指導ができる体制を整えている。実験・演習後
の質問等についても、一部 TA にも対応を任せており、これにより受講者もより気軽に質
問ができるだけでなく、TA を務める大学院生に対しても、授業補助、実技指導の訓練と
して役立っている。
併せて、保証人に対しても、毎年 9 月末に保証人懇談会を実施し、学生の学修状況、家
庭での状況などを双方が共有することで、学生の学修支援、退学者防止に役立てるととも
に、授業を一定回数以上欠席した場合には、保証人に書面で通知し、必要に応じて、学生、
保証人との 3 者面談を実施することで、学修支援を行っている。
(3) 2－3 の改善・向上方策（将来計画）
授業アンケートに基づく振り返りを今後も継続して行うことにより、次年度の授業改善
に結びつけることで、改善につなげていく。
また、「学修ポートフォリオ」をさらに充実させることで、学生自身が計画的に学修を
進めることができるようにする。

2－4

単位認定、卒業・修了認定等

≪2－4 の視点≫
2-4-①

単位認定、進級及び卒業・修了認定等の基準の明確化とその厳正な適用
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(1) 2－4 の自己判定
基準項目 2－4 を満たしている。
(2) 2－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
単位認定、進級及び卒業・修了等の基準は学則及び大学院学則において明確に定めてい
る。
1 単位は 45 時間の学修を必要とする内容をもって構成されており、講義は 15 時間の授
業時間と 30 時間の自習時間、外国語・実習・実技・演習は 30 時間の授業時間と 15 時間
の自習時間、実験は 30 時間の授業時間と 15 時間の自習時間の授業時間で構成されてい
る。また、卒業研究は必要な学修等を考慮して各学部学科で単位を定めている。
授業は、前期・後期に分かれており、実験等の一部科目と卒業研究を除き、セメスター
制としている。授業期間は、定期試験等の期間を含め、年間 35 週を確保するとともに、
単位制度の趣旨に則り、授業回数を 15 回確保している。
単位は、授業科目を履修し、試験に合格した者に付与している。ただし、実験、実習、
演習、実技、卒業研究等の授業科目については、平常点をもって試験に代えている。
成績評価は、点数が 90 点から 100 点をＳ（秀）、80 点から 89 点をＡ（優）、70 点から
79 点をＢ（良）
、60 点から 69 点をＣ（可）、59 点以下をＤ（不可）とし、60 点以上を合
格としている。
単位制度については、
「学修簿」
「履修の手引き」に詳しく記載するとともに、修学ガイ
ダンスにおいて説明するほか、ガイダンスグループの担任によるきめ細かい指導が行われ
ている。
本学では、GPA 制度を導入している。GPA 制度により、学生自らが単位修得状況だけで
はなく、学修成果の質を客観的に把握できるようにするとともに、よりきめ細かな学修指
導に役立てている。
GPA の対象科目は、原則として本学で修得した科目としている。S を 4 点、A を 3 点、B
を 2 点、C を 1 点、D 及び履修放棄を 0 点とし、その合計値から N を除く総履修単位で除
している。なお、再履修科目は、合格となった時点で以前に不合格であった科目の単位数
を GPA の計算式の分母から除外している。
進級要件は、各学部学科の履修内規で定めており、工学部機械工学科のみ、2 年次から
3 年次の進級要件を設けており、その他全学部では、卒業研究の履修条件を定めている。
このため、工学部機械工学科では、2 年次原級生が存在するが、その他学部学科では、4
年次原級生が存在している。なお、卒業研究の履修条件を満たした者に、卒業見込みの資
格を与えている。
卒業・修了の要件は、学則、大学院学則に定めるとともに、学位授与の方針としてディ
プロマ・ポリシーを下表のとおり定め、これらを学修簿にて学生に周知している。卒業の
認定については、卒業判定会議を経て、学長が行っている。
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＜大学、学部、研究科、学科、専攻のディプロマ・ポリシー＞
組織名
大学

ディプロマ・ポリシー
各学部・学科所定の単位を修得し、以下の知識、能力を身に付けた学生に対して卒
業を認定し、学士の学位を授与する。
1．自らの分野における専門家としての知識と能力を有するとともに、工学と経営学の
両分野にまたがる素養を生かすことの出来る力
2．幅広い教養と倫理観を持ち、問題を発見し解決できる力
3．「建学の精神」を身につけ、自律しながらも他者と対話・協調し、社会の一員とし
て、地域においてもまたグローバルにも活躍できる力

工学部

所定の期間在学し、本学の教育理念、各学科が定める教育目標に沿って編成された
授業科目を履修して、所定の単位を修得し、かつそれらを通して次のような能力を身
につけた学生に対して卒業を認定し、学士(工学)の学位を授与する。
1. コミュニケーション力を持ち、チームで協力し或いはリーダーシップを発揮して社
会的責任を担う社会的能力を修得している。
2. 社会情勢の変動などにより困難な課題に直面しても、的確な判断ができるための幅
広い教養と知識を修得している。
3. 環境、エネルギー、コンピューターなどの工学に関する分野において、求められる
教養と倫理観を修得している。
4. 各専門分野における専門家としての基礎及び応用的能力を修得している。
5. 専門分野に関する知識と教養をもとに、国内外で活躍できる問題発見・解決能力を
修得している。

工学部

以下の①～⑤を身に付けた学生に対して卒業を認定し、学士（工学）の学位を授与

機械工

する。

学科

① 汎用的能力と基礎学力
政治や経済、社会の構造的な変化が激しさを増し、将来の予測が困難な時代が到来
しつつある。このような状況下で活路を見出すには、想定外の困難に際して的確な判
断をするための教養や知識、経験が必要になる。そのため、工学と経営学の融合科目
や共通教育科目を習得して汎用的な能力を身に付けると共に、工学士としての基礎学
力と機械工学に関する基本的な能力を身に付ける。
② プレゼンテーション力
自身、またはグループの皆と一緒に調査、実験、研究した結果や考察、成果をまと
めて、他人に発信し、正しく理解してもらう表現力を身に付ける。口頭発表や技術文
章の作成力も身に付ける。
③ コミュニケーション力とコラボレーション力
グループ単位である目標に向かい共同作業を行う場合に必要な他人と意思が疎通で
きる能力や協調性を身に付ける。また、昨今のグローバル化に対応するため、日本語
のみではなく英語による意思疎通、協調性も身に付ける。
④ 創造力と構想力
基礎学力をしっかりと身に付け、さらに専門知識を習得して既存の技術を十分に理
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解したうえで、新たな技術革新の基となる創造力や構想力を身に付ける。
⑤ 4 つの分野の知識と実践力、応用力
「材料」、「設計・加工」、「制御・ロボット」、「流れ・エネルギー」の 4 つの分野の
うち一つを学んで専門知識を身に付ける。または機械の設計・製図や機械工作の実践
的な能力を身に付ける。
工学部

共通教育科目、電気電子工学分野の基礎科目及び「エネルギー、環境」、「電気機

電気電

器、電力技術」、「電子材料、エレクトロニクス」の 3 つの研究領域に密接に関連した

子工学

専門科目、さらに、本学の教育の主要な特徴である「工学と経営学の融合教育科目」

科

を学習し、実験、実習、研究を通して、以下の 1～5 を身に付けた学生に対し卒業を認
定し、学士（工学）の学位を授与する。
1. 汎用的能力
政治や経済、社会の構造的な変化が激しさを増し、将来の予測が困難な時代が到来
しつつある。このような状況下で活路を見出すには、想定外の困難に際して的確な判
断をするための教養や知識、経験が必要になる。そのため、工学のみではなく、工学
と経営学の融合科目や共通教育科目を習得し、汎用的な能力を身に付けている。ま
た、専門科目も上述の 3 つの分野から履修することができ、それぞれ習得することに
より専門分野内における汎用的な能力を身に付けている。
2. プレゼンテーション力
自身、またはグループの皆と一緒に調査、実験、研究した結果や考察、成果をまと
めて、他人に発信し、正しく理解してもらう表現力を身に付けている。口頭表現のみ
でなく、ポスターなどに的確にまとめる能力を養い、文章の表現力も修得している。
3. コミュニケーション力とコラボレーション力
グループ単位である目標に向かい共同作業を行う場合に必要な他人と意思が疎通で
きる能力や協調性を身に付けている。また、昨今のグローバル化に対応するため、日
本語のみではなく英語による意思疎通、協調性も身に付けている。
4. 創造力と構想力
基礎学力をしっかりと身に付け、さらに専門知識を習得して既存の技術を十分に理
解したうえで、新たな技術革新の基となる創造力や構想力を身に付けている。
5. 3 つの分野の知識と実践力、応用力
「エネルギー、環境」、
「電気機器、電力技術」、
「電子材料、エレクトロニクス」の 3
つの分野を学び専門知識を修得する。卒業後、それらの知識を基に、急務となってい
るエネルギー問題や環境問題を解決するための技術開発に携わることができる実践
力、応用力を身に付けている。

工学部

学科では「コンピュータやディジタルメディアを介してすべての人と人が温かくつ

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ながる社会を目指して環境マインドのある創造性豊かな人材を育てる」を基本理念に

ﾒﾃﾞｨｱ工

掲げ、次のような能力を身につけた学生に学士(工学）の学位を授与する。

学科

① グローバル化に対応可能な基礎学力
急速に変化しグローバル化する社会動向に対応できる基礎学力を十分備えている。
② 課題解決能力
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喫緊の課題である環境・エネルギー問題、情報化社会への対応など、社会が必要と
している問題の解決に資する能力を習得している。
③ リーダシップ、プレゼンテーション能力
融合教育、少人数による実験・実習などを通じて、グループ単位でおこなう課題作
業に対して、全体を取りまとめて周囲の意見を尊重しつつ自らの意見も取り入れた結
論を得るリーダシップと第３者に説得させるプレゼンテーション能力を習得してい
る。
④ 実社会で役立つ専門技術力
コンピュータ技術をベースに、画像・音響・情報分野、通信ネットワーク分野、計
測・制御・知能分野とそれらの要素技術と社会ニーズを基にディジタルメディア製品
やサービスを開発するディジタルメディア創成に関する能力を習得している。
ｼｽﾃﾑ

1. コミュニケーション力を持ち、チームで協力し或いはリーダーシップを発揮して社

工学部

会的責任を担う社会的能力を修得している。
2. 社会情勢の変動などにより困難な課題に直面しても、的確な判断ができるための幅
広い教養と知識を修得している。
3. 環境、エネルギー、コンピューターなどの工学に関する分野において、求められる
教養と倫理観を修得している。
4. 各専門分野における専門家としての基礎及び応用的能力を修得している。
5. 専門分野に関する知識と教養をもとに、国内外で活躍できる問題発見・解決能力を
修得している。

ｼｽﾃﾑ

共通教育領域科目、電子工学分野の基礎科目及び、「通信・情報・コンピュータ分

工学部

野」、「エネルギー・制御分野」、「材料・エレクトロニクス分野」の 3 つの専門分野の

電子ｼｽﾃ

科目、さらに、本学の教育の主要な特徴である工学と経営学の融合教育領域科目を学

ﾑ工学科

習し、実験、実習、研究を通して、主に以下の能力を身に付ける。
1. 多様の技術を集積した各種システム及びそれらの発展動向を理解し、研究開発や運
用ができる能力
2. マネージメントを含めた他分野の人とのコミュニケーションを通して、能動的に課
題に取組みビジネスに結びつける能力
このため、単に電気・電子機器の教育にとどまらず、情報・通信や計測制御技術を
取り入れた幅広い教育研究を推進し、ビジネスを視野に入れたシステム化思考のでき
る人材を育成する。さらに、教育と研究の相乗効果が発揮される教育内容や方法を追
求、実施し、基礎学力を基にして創造力、構想力を備えた人材を育成する。所定の期
間に在学し、学科が定める上記到達目標に沿って編成された授業科目を履修して、所
定の単位を修得した学生に対して卒業を認定し、学士（工学）の学位を授与する。

ｼｽﾃﾑ

以下の①～⑤を身に付けた学生に対して卒業を認定し、学士（工学）の学位を授与

工学部

する。

機械ｼｽﾃ

① 汎用的能力と基礎学力

ﾑ工学科

政治や経済、社会の構造的な変化が激しさを増し、将来の予測が困難な時代が到来
しつつある。このような状況下で活路を見出すには、想定外の困難に際して的確な判
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断をするための教養や知識、経験が必要になる。そのため、工学と経営学の融合科目
や共通教育科目を習得して汎用的な能力を身に付けると共に、工学士としての基礎学
力と機械工学に関する基本的な能力を身に付ける。
② プレゼンテーション力
自身、またはグループの皆と一緒に調査、実験、研究した結果や考察、成果をまと
めて、他人に発信し、正しく理解してもらう表現力を身に付ける。口頭発表や技術文
章の作成力も身に付ける。
③ コミュニケーション力とコラボレーション力
グループ単位である目標に向かい共同作業を行う場合に必要な他人と意思が疎通で
きる能力や協調性を身に付ける。また、昨今のグローバル化に対応するため、日本語
のみではなく英語による意思疎通、協調性も身に付ける。
④ 創造力と構想力
基礎学力をしっかりと身に付け、さらに専門知識を習得して既存の技術を十分に理
解したうえで、新たな技術革新の基となる創造力や構想力を身に付ける。
⑤ ４つの分野の知識と実践力、応用力
「材料」、「設計・加工」、「制御・ロボット」、「流れ・エネルギー」の４つの分野の
うち一つを学んで専門知識を身に付ける。
経営情
報学部

次のような能力を身につけた学生に対して卒業を認定し、学士（経営情報学）の学
位を授与する
1. 経営学と情報システムの知識において、現代社会に求められる教養と倫理観を修得
している
2. 経営学と情報システムに関する専門知識を修得し、現代社会で実践できる基本的能
力を有する。
3. プロジェクトベースとグローバル人材育成教育を通して培った知識とスキルをもと
に、地域ならびに国内外で活躍できる問題発見・提案・解決能力を兼ね備えている。

経営情

企業経営に関わる専門知識を修得し、情報通信技術（ICT）を使いこなすことで、ビ

報学部

ジネスの課題を解決できる能力を身に付けさせるという学部人材育成目標と経営情報

経営情

学部ディプロマポリシーに従って以下の条件を満たした学生に対し卒業を認定する。

報学科

1. 経営学と情報システムに関する様々な領域において、社会人としての意識、コミュ
ニケーション力、主体的に貢献できる能力を備えている。
2. 経営学と情報システムに設定された専門科目群の広範な知識と、3 年ゼミと卒業研
究などで得た専門知識を有し、自ら設定したテーマに関して、専門知識を以て科学的
に課題に取組む能力を備えている。
3. グローバル化や地域創成など広範かつ多様なビジネス環境で発生している諸問題に
ついて、自己だけでなく他人と協働して問題を発見し、分析し、解決する能力を備え
ている。

工学・ﾏ

修士課程では、研究科・専攻所定の期間在学し、教育理念、研究科・専攻が定める

ﾈｼﾞﾒﾝﾄ

教育目標に沿って編成された授業科目を履修して、所定の単位を修得し、かつ修士の

研究科

学位論文の審査並びに最終試験に合格した学生に対して修了を認定し、修士の学位を
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授与する。
博士後期課程では、研究科・専攻所定の期間在学し、教育理念、研究科・専攻が定
める教育目標に沿った研究指導を受け、かつ博士の学位論文の審査、試験、学力確認
のための試問に合格した学生に対して修了を認定し、博士の学位を授与する。

(3) 2－4 の改善・向上方策（将来計画）
GPA を卒業判定に利用するなど、GPA のより効果的な利用方法についてさらに検討を行
う。また、学習体験の促進や、授業を短期間で集中的に受講することによる教育効果の向
上等を目指す。通年の科目は卒業研究やフィールドワーク等の特別の科目を除きすでにほ
とんどないが、可能限りセメスター制の完全導入を行うとともに、学期のクオーター制に
関して検討を行う。

2－5

キャリアガイダンス

≪2－5 の視点≫
2-5-①

教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する指導のための体制の
整備

(1) 2－5 の自己判定
基準項目 2－5 を満たしている。
(2) 2－5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
本学では、学生が卒業後自らの資質を向上させ、社会的及び職業的自立を図るために必
要な能力を、教育課程の実施及び厚生補導を通じて培うことができるよう、教学組織の就
職幹事会及び教務幹事会と、事務組織のキャリアセンターが有機的な連携を図り、適切な
体制を整えている。
学生のキャリア形成の支援体制として、各学科の就職幹事とキャリアセンターで就職幹
事会を組織している。キャリアセンターでは、就職に関する相談等に常時応じるとともに、
求人情報の公開に携わっている。
また、各種支援行事は、初年次からのキャリア教育・職業教育の充実を目的に、就職幹
事会で計画・実施される。本学のキャリア支援関連科目とその内容は下表のとおりである。
＜キャリア支援関連科目＞
科目名

対象

概要

キャリア開発Ⅰ

共通教育

「自己と仕事の関わり」をテーマにして、人生における

1-2 年次・選択

仕事の意義、職業や職種等、キャリアに関する意思決定
の方法を知り様々な形で自己分析を行なう。

キャリア開発Ⅱ

共通教育

「自分を磨く」をテーマにして、社会人として仕事をし

1-2 年次・選択

ていくうえで求められる国語知識・文章理解力や数値デ
ータの処理能力を養い、就職試験の能力検査にも備え
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る。
キャリア開発Ⅲ

共通教育

「自己と環境のマッチング」をテーマにして、働く場・

1-2 年次・選択

働き方・職業を理解して「違い」を知り、自分にとって
の最適な選択を考える。

インターンシップ

電子ｼｽﾃﾑ工学科

学外での就業体験を通して、授業の内容が現場ではどの

3-4 年次・選択

ように活かされているかを認識し、学習の動機付けをす
る。併せて、社会の一員としてのマナー、責任感、厳し
さを体験することにより、自己啓発の機会を得ることを
目的にしており、インターンシップの受入れ先について
は、地元産業界の協力を得て実施している。

また、キャリア支援に関する行事として、キャリアセンターにおいて、下表の取組みを
行っている。
学年

内容

1 年次

(1)将来について考える、(2)進路ガイダンス、(3)筆記試験対策講座、

2 年次

(4)マナー講座、(5)個別面談

3 年次

【就職について考える】
(1)進路ガイダンス、(2)適正検査、(3)個別面談
【企業を知る】
(1)インターンシップ、(2)学内合同企業セミナー、(3)就職バスツアー
(5)地元企業見学会、(6)諏訪圏工業メッセ見学会
【就職試験対策】
(1)個別相談、(2)筆記試験対策講座、(3)エントリーシート、履歴書対策講
座、(4)マナー講座、(5)公開模擬面接講座、(6)公務員対策講座

4 年次

(1)進路ガイダンス、(2)模擬面接及びカウンセリング、(3)個別相談、
(4)学内合同企業説明会、企業説明会、(5)求人情報提供

さらに、資格試験に係る対策講座の開催や受検会場を本学に設定するなどの支援を行う
ほか、就職関連のホームページ（就職 WEB）を開設し就職関連の情報を学生と採用者側に
随時提供している。提供内容は、学生に対する求人票データベース、進路資料室案内、合
同企業説明会、年間行事予定、及び採用者側に対する大学案内、業務時間、求人申し込み、
学生データである。さらに卒業生を対象とした求人求職情報も提供している。
加えて、就職担当教員が学生に個別相談、企業情報を提供しており、外部から依頼され
た就職情報を就職掲示板やメール配信や直接手渡すなどの方法で速やかに展開するほか、
各研究室の指導教員が卒研指導をしながら、進路相談や応募種類作成について指導を常に
おこなっており、学生の希望にあった会社を探す手助けも行っている。
その他、地域連携センターと産学連携センターの活動がある。地域からの要望や課題を
地域の方々と教職員・学生が協働して取組むスペースとしてキャンパス内に「地域連携プ
ラザ」を整備し積極的に活用している。また、地元ハローワークと連携して学卒就職担当

35

諏訪東京理科大学

スタッフと直接面談する機会を定期的に設けている。
大学院進学に関しては主に各学科の教務幹事が情報提供などを行っており、学生が所属
する研究室の教員がこれに協力している。
（3）2－5 の改善・向上方策（将来計画）
就職行事への出席率を高めるなどの学生の就職に対する意識づけをさらに行うために、
入学式直後の早い時期から進路に関する行事の年間計画を周知し、掲示、メール、就職
WEB などを活用して各行事を実施するまえに徹底的に情報を届けるようにする。
また、就職状況を学科で共有するとともに、就職幹事が学生支援をよりしやすいように、
就職幹事への各教員によるフィードバックが頻繁になされる仕組みを構築する。
さらに、地元企業との産学連携の仕組みを構築し、学生と企業のマッチングを図るため、
地域連携センターとのつながりを活かして、インターンシップなどに活用できる方策の検
討を行う。

2－6

教育目的の達成状況の評価とフィードバック

≪2－6 の視点≫
2-6-①

教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発

2-6-②

教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての評価結果のフィードバッ
ク

(1) 2－6 の自己判定
基準項目 2－6 を満たしている。
(2) 2－6 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
本学では、教育目的の達成状況の測定のため、「授業アンケート」及び「卒業時アンケ
ート」を実施している。
「授業アンケート」は、2014（平成 26）年度以前は、教員 1 人に対して、1 科目の授業
アンケートを実施していたが、2015（平成 27）年度以降は、必修科目全て及び 1 人の教
員につき 2 科目以上の授業アンケートを実施している。また、2015（平成 27）年度から
は、成績により回答が異なると想定し、成績ごとにⅠ群、Ⅱ群、Ⅲ群と分ける工夫を行い、
成績別の回答の傾向を分析している。
2014（平成 26）年度に行った授業アンケートの結果では、86.8%は興味が増したと回答
するほか、79.0%が授業内容は良く理解できたと回答している。
授業アンケートの結果は、担当教員と学生にフィードバックし、今後の授業改善に結び
つけるほか、高い評価の授業を表彰するとともに、他教員が授業参観する制度を設けてい
る。授業参観した教員は、改善提案、参考となった手法などを「授業参観報告書」にまと
め、報告している。これら授業アンケートに関する取組みは、FD 委員会が中心となり、
実施している。
「卒業時アンケート」では、「諏訪東京理科大学の教育やカリキュラムについて、どの
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程度満足していますか」という問いに、87.8％が、全体として満足していると答えている
ほか、「学位授与方針（ディプロマポリシー）に掲げられている専門知識の知識・能力は
向上したと思いますか」という問いに対して 87.2％が「向上した」と答えている。これ
らの結果から、本学の卒業生が教育やカリキュラムに満足し、専門知識の能力が向上した
と評価していると判断している。
また、教育内容の改善に向けたフィードバックとして、前述の FD 委員会による授業ア
ンケートの実施に加え、シラバスのピアレビューを行い、担当教員に適切にフィードバッ
クを行うことで、シラバスの改善及び学習指導の改善に供している。
学生自身が学修の過程や成果を収集・蓄積し、自身の学修の振り返り、課題発見に結び
つける主体的学びのツールとして「ポートフォリオ」を導入している。
その他、教育目的の達成状況として、就職状況及び各種資格取得状況などにより確認し
ている。
就職率は、2012（平成 24）年度が 93.3%、2013（平成 25）年度が 95.2%、2014（平成
26）年度が 96.8%と高い水準を示している。また、学生の就職先の 70%以上を地元企業で
占めている。このことは、本学の基本理念である「地域の生涯学習と地元企業の技術力・
経営力の向上に貢献」に対応した結果であり、教育目的を達成しているとみなしている。
資格取得状況として、大学や高専などの教育機関および多くの企業で非常に広範に使用
されている汎用の三次元 CAD ソフトである SolidWorks の認定プログラム に 2014(平成 26)
年度は 12 名、2015（平成 27）年度は 9 名が合格し認定を受けているほか、無線従事者取
得試験免除者は、第一級陸上特殊無線技士はこれまで 227 名、第三級陸上特殊無線技士は
277 名などの実績がある。
(3) 2－6 の改善・向上方策（将来計画）
授業アンケートによる振り返りの反映、シラバスの点検により、教育方法等を改善し、
向上させていくとともに、教育効果の更なる検証にも活用するため、正課教育により取得
できる資格を増やすよう検討する。

2－7

学生サービス

≪2－7 の視点≫
2-7-①

学生生活の安定のための支援

2-7-②

学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用

(1) 2－7 の自己判定
基準項目 2－7 を満たしている。
(2) 2－7 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
本学は、学生の厚生補導に関する事項について審議するために、学生部に学生部委員会
を設置し、毎年度「学生支援方針」を定めて、様々な学生サービスの充実に努めている。
学生部委員会は、学生部長、各学科、共通教育センターから選出された専任教員及び事
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務部長が構成員となっている。
学生生活の充実に向け、入学前イベント、新入生オリエンテーション、学科ごとの合宿
形式の入学後イベント、七夕イベント、夏山自然交流会、秋のスポーツ大会、餅つき大会
などの各種イベントを行っている。
学生生活全般に関する相談窓口として、学生相談室を設けている。学生相談室では、カ
ウンセラーが学生生活全般に関する相談を受け付けており、カウンセリングを行っている。
さらに、教授総会にカウンセラーを招いて、学生の現状や対応方法などについての研修を
年数回実施することで、教員に対する学生指導の理解度を向上させている。
学生の健康保持と増進を図るため、保健管理センター、定期健康診断、傷害補償制度、
学生相談室、ハラスメント防止の体制を整備し、支援活動を行っている。
経済的支援制度として、成績優秀者に対する「授業料免除制度（特別奨学生制度）」を
2014（平成 26）年度から導入したほか、日本学生支援機構による奨学金にくわえ、本学
独自の奨学金制度として給付の「経済支援奨学金」、人物・学業が優れた者に無利子で貸
し出す「諏訪東京理科大学奨学金」、本学に在籍・卒業した家族がいる場合に給付する
「兄弟姉妹奨学金」「同窓子女奨学金」を導入している。
さらに、2014（平成 26）年度より、経済事情などで期限までに納付できない場合に
「授業料納付延滞願」を提出することにより、納付期限を延長することができる制度を新
設している。
また、2015（平成 27）年度から、オープンキャンパスの補助員等、大学の運営に関す
るアルバイトを提供する学内ワークスタディ制度として､学生が学内でも社会経験を積み
且つ経済的な支援となる制度を新設した。
学生生活に関する学生からの意見・要望の把握のために、学生部により、下表のとおり
調査を行っている。これらの調査結果は、教学 IR 委員会が分析・評価を行い、教授総会
で報告することで、改善方策の検討を行っている。また、保証人や学校法人内に本学の状
況を知って頂くための広報誌「標高 918 の風」を年に 2 回発行して、学生の活発な活動、
学内の教育研究などについての保証人への広報に努めると共に、年一回（9 月末頃）保証
人懇談会を開催して、大学全体及び各学科の説明をしている。
年度

内容

2011（平成 23）年度

全学生対象の学生満足度調査（第 2 回）の実施

2013（平成 25）年度

全学生対象の学修行動調査の実施

2014（平成 26）年度以降

入学時アンケートの実施

（毎年実施）

卒業時学生満足度調査の実施

2015（平成 27）年度以降

2、3 年生対象の学生実態調査（学生満足度調査と学修行動調

（隔年実施）

査の合体版）の実施

(3) 2－7 の改善・向上方策（将来計画）
定期的に実施されるようになった各種調査の結果を踏まえ、学生サービスのより一層の
充実を目指す。
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特に奨学金制度については、現行のものには制定後かなりの年数を経ているものもある
ので、時代の変遷を踏まえて限られた原資をより有効に活用出来るように検討し、改善案
を理事会に上申して実現させるよう務める。さらに、学生への心的､経済的支援に関する情
報を、研修会などにより全学に周知し、学生相談室（カウンセラー）・保健室・各学科・共
通教育センターが連携して対応できるよう、一層の工夫をしていく。

2－8

教員の配置・職能開発等

≪2－8 の視点≫
2-8-①

教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置

2-8-②

教員の採用・昇任等、教員評価、研修、FD(Faculty Development)をはじめ
とする教員の資質・能力向上への取組み

2-8-③

教養教育実施のための体制の整備

(1) 2－8 の自己判定
基準項目 2－8 を満たしている。
(2) 2－8 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
本学の教員構成は、専任教員 53 人（うち、教授 29 人）
、非常勤教員 47 人であり、設置
基準上必要専任教員数 53 人及び教授数 27 人を満たしている。
専任教員 53 人の年齢別構成は、30 歳代が 13 名、40 歳代が 15 名、50 歳代が 13 名、60 歳
代が 11 名、70 歳代が 1 名（学長）となっており、バランスよく構成している。
また、教員の資格基準については、「学校法人東京理科大学教育職員の資格基準に関する
規程」「学校法人東京理科大学大学院担当教員の資格基準等に関する規程」に定められてい
るとともに、教員の採用、昇任等に関しては「学校法人東京理科大学における専任教育職
員の採用及び昇任に関する規程」に定めている。
これらの各種規程を踏まえて、教育職員の人事に関する事項をまとめた「教員人事関係
取扱要項」を制定しており、学長、学部長、学科主任、研究科長、研究科幹事に公開して
いる。
採用、昇任の流れは、学科及び共通教育センターの会議にて候補者を選定の後、学長を
経て学校法人東京理科大学教員人事委員会にて審議される。本委員会で適格と認められた
候補者については学科及び共通教育センター主任に結果が通知され、学部では教授会、大
学院では研究科委員会で審議の上、学長が決定する。
＜諏訪東京理科大学の教員数（平成 27 年 5 月 1 日）＞
学部・学科

教授数

准教授

講師数

助教数

数
工学部

設置基準上必要専任

非常勤

教員数

教授数

教員数

機械工学科

5人

1人

1人

2人

8人

4人

7人

電気電子工学科

5人

2人

0人

2人

8人

4人

6人
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ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ

5人

4人

0人

1人

8人

4人

0人

工学科
ｼｽﾃﾑ

電子ｼｽﾃﾑ工学科

0人

0人

0人

0人

－

－

0人

工学部

機械ｼｽﾃﾑ工学科

1人

0人

0人

0人

－

－

0人

経営情

経営情報学科

8人

3人

3人

1人

14 人

7人

9人

5人

3人

1人

0人

－

－

25 人

－

－

－

－

15 人

8人

－

29 人

13 人

5人

6人

53 人

27 人

47 人

報学部
共通教育センター
大学の収容定員に応じて
定める専任教員数
合

計

本学は知識・技術に偏ることのない全人教育を目指し、学則第 5 条に基づき教養教育を
行うための組織として、学部・学科とは独立した組織である共通教育センターを設置して
いる。2015（平成 27）年度現在の共通教育センター所属の専任教員は 9 名であるが、多岐
にわたる分野の教養教育を系統的に施すため 24 名の非常勤講師を採用している。教養教育
のうち、数学系、物理学系の授業については、学部学科の教員も授業を担当しつつ連携を
密にしながら教育をおこなっている。
また、導入基礎科目と情報基礎関連では「学習支援室」が、グローバル化では「英語村」
も基礎教育の使命の一端を担っている。
共通教育センター主任は学長の命を受け、学部・学科と連携しながら教育目標に則った
教養教育体制を系統的に統括・運営している。具体的には、教養教育に関する案件はセン
ター会議で議論し、教務幹事会等で学科間の密な連携を行い、学部長学科主任会議に諮っ
た後、重要な案件については最終的に教授総会で審議してから学長が決定している。
教員の資質、能力向上のための取組みとして、FD に加えて、学校法人として教員の業績
評価を、教育、研究、貢献の 3 分野において、蓄積されたデータと教員からの申告に基づ
き行っている。
本学では、全学的な教学マネジメントを行う教育推進委員会のほかに、FD を推進する組
織として FD 実施委員会を設置している。教学 IR 委員会も FD に関する PDCA サイクルを担
っている。
FD 活動として、本学では主に下記の取組みを行っている。
・2005（平成 17）年度より授業アンケートを行い、授業改善に役立てている。2013（平
成 25）年度からは、授業アンケート結果の上位 20%の授業を担当する教員に、授業ア
ンケートにおいて評価の高かった授業を「高評価授業」として、学長表彰を行って顕彰
している。
・2015（平成 27）年度より、高評価授業の教員による授業参観および授業参観報告書の
提出をして授業運営の向上を図っている。
・2013（平成 25）年度よりシラバスのピアレビューを行い、すべてのシラバスに関して
記述内容の相互チェックを行っている。
・PBL(Project Based learning)型授業において、担当者教員による定期的な連絡会を実

40

諏訪東京理科大学

施し、授業改善に関する意見交換を行っている。
・卒業研究の最終発表会において、研究成果を研究室単位でピアレビューすることにより
指導方法の情報交換を行っている。
・学長保留金から旅費を支給することで、教員に大学・教育改革に関わる研究会等に積極
的に参加させ、教員の教育や大学運営に関する資質向上に努めている。
また、「学校法人東京理科大学教育職員に関わる業績評価の実施に関する規定」に基づき、
教育研究及びその他諸活動の定量評価を実施している。対象者は専任教員全員とし、評価
項目は以下の 3 点である。
・研究活動
学術論文数、学会発表件数、学会等における役職、著書数、特許出願数、科学研究費
補助金など公的機関からの研究助成金、企業等との共同研究、受託研究などの有無に
より評価。
・教育活動
講義日数、講義時間、履修学生数、卒業研究指導学生数、FD 等授業改善の内容、学
識経験活動により評価。
・学内外に対する貢献活動
学内補職、学内委員会活動、学識経験活動、メディアを通じた広報活動、社会貢献活
動により評価。これらの活動状況は 2007（平成 19）年 1 月から学校法人東京理科大
学の電子化データベース（RIDAI）により一元的に登録、管理され、教員間の啓発を
促すとともに、可能な項目については外部へも公表している。また、2008（平成 20）
年 1 月からその評価結果をもとに昇給に連動するシステムを導入している。
(3) 2－8 の改善・向上方策（将来計画）
教育の質的向上及び教育の向上については、引き続き、教育推進委員会、FD 実施委員
会、教学 IR 員会が中心となり、PDCA サイクルを回していく。今後の強化課題としては、
す で に 稼 働 し て い る LETUS(Learning Environment TUS) や VLE(Virtual Learning
Environment)を積極的に活用し、ICT による授業支援の具体的方策を教員間で共有し、授
業改善に結び付ける。また、すでに実施している PBL(Project Based Learning)の成功要
因と学習成果の関連性を分析し、より教育効果の高い授業とすることを検討していく。

2－9

教育環境の整備

≪2－9 の視点≫
2-9-①

校地、校舎、設備、実習施設、図書館等の教育環境の整備と適切な運営・管理

2-9-②

授業を行う学生数の適切な管理

(1) 2－9 の自己判定
基準項目 2－9 を満たしている。
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(2) 2－9 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
本学は、下表のとおり、校地面積 101,931 ㎡、校舎面積 24,016 ㎡であり、いずれも設
置基準上必要な面積を大幅に超えている。
＜諏訪東京理科大学の校地・校舎面積＞
区分

校地等

校舎

面積
（㎡）

校舎敷地

66,800

運動場用地

22,929

その他（借地）

12,202

合計

101,931

1 号館

学生

設置基準上

1 人あたり

必要面積

面積（㎡）

（㎡）

84.9

用途

12,000

3,434

教室、実験室
コンピュータ教室

2 号館

2,354

経営情報学部研究室、事務室

3 号館

2,199

学生食堂、売店、学生ホール

4 号館

5,655

教室、共通教育センター研究室
学生ホール、地域連携プラザ

5 号館

2,286

図書館、生涯学習センター
茅野市情報プラザ

6 号館

2,353

7 号館

3,263

8 号館

1,768

体育館

1,620

客員宿舎

495

ｾﾐﾅｰﾊｳｽ

1,085

サークル部室

530

リスク評価

108

特大教室、事務室、進路資料室
工学部研究室、オープンラボ
20.0

13,387

工学部研究室、実験室

実験棟
諏訪冷媒ガス

31

評価実験棟
合計

24,016※

※校舎面積合計からは体育館、客員宿舎、セミナーハウス、サークル部室を除いている
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諏訪東京理科大学キャンパス配置図
キャンパスは、JR 中央線の茅野駅からバスで 15 分の距離にあり、広々とした敷地、自
然豊かなキャンパス内には多彩な施設や最新設備が整っている。学生の通学は、徒歩、自
転車、バス、自動車、バイクとなる。
バス通学の場合、授業時間に合わせて茅野駅前から大学構内まで運行する路線バスが設
定されており、本学学生は「通学パスポート」（年間発行手数料 2,000 円）の利用で本路
線及び近隣路線を 1 年間利用できる。ただし、これに対して､大学及び学校法人から相当
の補助をしているのが実情である。
本学は「環境」をキーワードとしていることから、可能な限り自動車、バイクでの通学
は避け、公共交通機関の利用を促しているが、自転車の利用は道路事情からかえって危険
であるため、やむを得ない理由がある場合は自動車、バイクでの通学を許可している。
校舎は 1 号館から 8 号館に分かれており、全学共通で 29 教室、10 演習室、25 実験実習
室、11 学生自習室が配されており、授業方法に応じた適切な規模、設備を構築している。
また、大学院専用の学生自習室を 4 室配している。研究室は、個室 49 室、共同研究室 4
室を配しており、専任教員が教育、研究を行うに問題ない。また特色ある施設として、各
学科の研究室横断の実験スペースとして機械工学科では EV ラボ、電気電子工学科ではエ
ネルギーラボ、コンピュータメディア工学科ではメディアラボ、経営情報学科ではビジネ
スラボをそれぞれ設置している。
それぞれのラボでは、各学科の特長的な研究が行われている。EV ラボでは、EV 技術の
実践的な修得が行われており、学科の独自開発によるのパーソナルモビリティ（オムニラ
イドライド）が､学生も参加して開発されている。エネルギーラボでは、「燃料電池レーシ
ングカート」を導入し、次世代のエコカーとして注目を集める FCV（燃料電池車）の実現
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に向けた技術など、新しい電力・エネルギー技術の研究・開発に挑戦している。メディア
ラボでは、大型液晶やスタジオ、3 次元 CG 製作設備といったディジタルツールが揃って
おり、ディジタルメディアの可能性を探る教育と研究拠点となっている。そして、ビジネ
スラボは、学生が地域の現実を知り、課題解決に参加できる体制を築いていくために、地
域企業との連携等の拠点として活用しており、学生の問題発見力や解決能力といった実践
力を育み、地域の活性化に貢献している。
図書館は、5 号館 1 階にあり、84,124 冊の図書と 390 種の和洋雑誌を所蔵し、冊子体お
よび電子ジャーナルを合わせて 10,179 タイトルの学術論文が閲覧可能である。運営・管
理は各学科および事務部門から選出された図書委員で構成される図書館委員会が行ってい
る。閲覧室には収容定員の約 14%にあたる 167 席を配している。開館時間は平日が 9 時か
ら 20 時、土曜日が 9 時から 18 時となっている。日祝及び入試期間中は閉館するほか、授
業期間外などには開館時間を短縮している。2014（平成 26）年度利用者数は学内 21,659
人、学外 1,774 人であり、学生に加え、近隣住民の教育研究の場として活用されている。
2011（平成 23）年度には、図書館と茅野市立図書館との間で連携協力に関する覚書を締
結し、蔵書の相互利用などが可能であるが、相互貸借の実績はほとんどない。これは地理
的にも相互に近いため、直接に来館する方が便利であることによると考えられる。また、
学校法人東京理科大学に設置された 7 つの図書館に共通の蔵書検索システムを備えており、
相互に利用ができるほか、2014（平成 26）年 12 月には、県内の大学図書館での相互利用
を目指した信州共同リポジトリに参加した。
その他、医務室、事務室、会議室等の専用施設・情報処理施設等を有しており、学生が
休憩に利用する十分な場所も整備している。
授業を行う教室は、受講人数、授業の方法に応じて適切な教室を設定している。特に、
下表に示す一部科目については、クラス分けテストを実施して成績別の少人数クラスを設
けるなど、教育効果を上げるための工夫をしている。
学科名

科目名

工夫内容

全学科共通

共通教育領域科目（物理、

入学直後にクラス分けテストを実施して少人

数学、英語）

数制に配慮した 2 から 3 の習熟度別クラスを編
成している

機械工学科

微分積分 1・2、微分積分 1・

前期の成績に応じた 2 から 4 クラスの習熟度別

2 演習、線形代数 1、線形代

クラスを編成している

数 1 演習
物理学実験、機械工学実験

テーマごとに 10 人以下の班を編成し、実地作

1・2

業の指導が十分できるように配慮している

機械製図

指導の際に複数の TA を配置して、実地作業の
十分な指導に配慮している。

機械製作実習

座学と実習を含み、実習は少人数の班に分け
て、安全面に配慮して細かい実技指導を行っ
ている
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電気電子工学科

論理回路 1、電気回路 1、電

2 から 3 クラスに分割して並列講義を実施して

気回路 1・2 演習、電磁気学

いる

1 演習、電子回路 1 演習

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工

物理学実験、電気電子工学

テーマごとに 10 人以下の班を編成し、実地作

実験 1・2

業の指導が十分できるように配慮している

講義科目の一部

2 クラスあるいは 3 クラスに分割して授業を行

学科

っている
実験、実習、演習等の授業

1 クラスを少人数のサブクラスに分割している

科目
卒業研究

各研究室に均等に配分されるようにイニシャ
ルレビューを実施している

経営情報学科

アカデミックスキルズ

4 クラスに分けて授業を行っている

(3)2－9 の改善・向上方策（将来計画）
各学科の特色ある施設である、各ラボの設備を充実させ、一層の利用促進を目指してい
く。
また、図書館については、図書館委員会を中心に、ラーニングコモンズとしての機能充
実のための環境整備を検討する。

【基準 2 の自己評価】
入学者数が入学定員を充足していないことから、入学定員に沿った適切な学生数の受け
入れは維持できていないが、学修や教育環境については基準を満たしていると判断してい
る。
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基準 3．経営・管理と財務
3－1

経営の規律と誠実性

≪3－1 の視点≫
3-1-①

経営の規律と誠実性の維持の表明

3-1-②

使命・目的の実現への継続的努力

3-1-③

学校教育法、私立学校法、大学設置基準をはじめとする大学の設置、運営に
関連する法令の遵守

3-1-④

環境保全、人権、安全への配慮

3-1-⑤

教育情報・財務情報の公表

(1) 3－1 の自己判定
基準項目 3－1 を満たしている。
(2) 3－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
3－1－①

経営の規律と誠実性の維持の表明

学校法人東京理科大学の目的は、
「学校法人東京理科大学寄附行為」の第 4 条において、
「この法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、理学及びその応用を教授研究する学校
を設置することを目的とする。
」として明確に定めている。
諏訪東京理科大学の建学の精神「理学の普及を以て国運発展の基礎とする」は、1881
（明治 14）年に設立された東京物理学講習所の建学の精神を受け継いだものである。創
立者たちはこの建学の精神を掲げ、理学の普及に大きく貢献した。諏訪東京理科大学は、
この建学の精神に基づき、基本理念及び教育理念を定めている。
法人の中長期計画は、「東京理科大学の中長期計画」に解説も含めて詳細に記述されて
いる。中長期計画をもとに法人と大学の実行計画を策定し、年度計画として「学校法人東
京理科大学事業計画書（以下「事業計画書」という。）」に記述されている。事業計画書は、
法人のホームページに掲載し、広く一般に公開している。事業計画書の実行結果は、予算
執行結果とともに「学校法人東京理科大学事業報告書（以下「事業報告書」という。）」に
記述されている。事業報告書は、法人のホームページに掲載し、広く一般に公開している。
経営の規律と内部統制の有効性を高めるために、理事会直属の組織が行なう「内部監
査」、公認会計士が行なう「会計監査」、独立監査人や監査役が行なう「監査役監査」の三
様監査が連携を強化し、積極的な情報交換が行われている。独立監査人の監査報告書は、
大学のホームページに掲載し、広く一般に公開している。
「学校法人東京理科大学寄附行為」をはじめ、諸規程が適切に整備されており、本学教
職員向けホームページに公開している。
また、本学では、2007（平成 19）年 11 月に研究行動規範として諏訪東京理科大学「研
究行動憲章」を定め、大学の理念、目的、教育目標等とともに、全教育職員及び事務職員
に配付する教員ハンドブックを通じて周知している。
3-1-②

使命・目的の実現への継続的努力

本学は、2012（平成 24）年度に全学的な教学マネジメントを進めるために教育推進委
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員会を設置して、大学の使命・目的実現のための推進体制を整備した。また、2013（平成
25）年度には、大学改革基本方針を定めて、2017（平成 29）年度までの 5 ヵ年に本学が
取組むべき重点目標等を策定した。これを踏まえて、毎年度の事業計画を策定している。
本学の基本理念の一つである地域貢献を進めるために、2014（平成 26）年度には、産
学連携、地域連携、生涯学習をより円滑に行えるよう、地域からの総合窓口として地域連
携センターを設置し、その活動の場として、地域連携プラザを設置した。また、学内の教
学面においては、教育推進委員会が策定した方針に基づき、各部局、会議体がより具体的
な諸課題について審議し、改善に向けた施策を実行している。具体的な施策の策定・実施
に当たっては学部長学科主任会議で各部局間の調整、意思統一を図ったうえで、教授総会
において審議又は報告される。教授総会の資料は全教員に WEB 上で公開しているが、2015
（平成 27）年度からは教授総会の構成員に助教を加えて、全ての専任教員が参加する場
とし、より確実な施策の推進体制を整備した。
3-1-③

学校教育法、私立学校法、大学設置基準をはじめとする大学の設置、運営に関

連する法令の遵守
法人運営・大学運営は私立学校法及び関係法令に基づき、適切に行われている。
学内諸規程は「学校法人東京理科大学諸規程基本規程」に基づき整備、運用されている。
関係法令等の改正等により、学内諸規程の制定及び改廃の必要が生じた際は、上記規程の
規定に基づき、事務部において発議・立案し、管理主管課（総務部総務課）による条文審
査を経た後、規程の区分や内容に応じ、必要な意思決定プロセスを経て、最終的に制定権
者である理事長の決裁によりこれを行っており、大学院博士後期課程の設置、工学部の再
編に当たっては大学院設置基準、大学設置基準等に基づき必要な設置手続きを行い、設置
後も履行状況調査に誠実に対応している。
また、会計処理等については、「学校法人会計基準」に則り、「学校法人東京理科大学経
理規程」「学校法人東京理科大学固定資産及び物品の契約事務取扱規程」及び「学校法人
東京理科大学固定資産及び物品管理規程」を定め、監査法人の指導の下に適切な会計処理
を行っている。
研究活動については、研究活動に関する不正を防止するため、「学校法人東京理科大学
研究活動コンプライアンス委員会規程」「学校法人東京理科大学公的研究費不正使用調査
委員会規程」「学校法人東京理科大学における公的研究費に係る物品購入等契約の取引停
止等に関する取扱規程」を整備している。
さらに、学校法人では毎年度「公的研究費不正防止計画」を作成し周知している。諏訪
東京理科大学では、上記に加えて諏訪東京理科大学「研究行動憲章」「研究活動における
不正防止ガイドライン」を定めて教員に周知し、研究活動が適切に行われるよう組織的に
取り組んでいる。
なお、研究倫理教育を推進するため、2015（平成 27）年度に文部科学省指定教材
「CITIJapan プロジェクト e-learning」を導入し、学長から全教員に活用を指示し、2014
（平成 26）年度末ですでに専任教員の 83.6％が修了している。日本私立大学協会の私立
大学経営問題協議会をはじめ、文部科学省の説明会等に積極的に参加し関係法令等の理解
を深めている。
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3-1-④ 環境保全、人権、安全への配慮
本学では、教育の特色として「環境保全マネジメント」を身に付けさせる教育を実践す
るとともに、環境教育と地域への貢献の両立を目指し、環境方針を定め、環境マネジメン
トシステムをスタートさせる「環境宣言」を行っている。
諏訪東京理科大学

環境方針

【基本理念】
本学は、自然豊かな地域に存在し、環境に恵まれているとともに、地域からは自然環境を含めた
環境保全の推進の鍵となることが望まれている。このような現状に鑑み、本学の教育の特長である
“環境”と“情報”の２つの柱を実現することを目的に、環境マネジメントシステムを確立し、環
境教育の充実および地域への貢献を両立することが不可欠であると考える。

【環境方針】
・環境側面に関連して適用可能な法的要求事項および本学が同意するその他の要求事項を順守しま
す。
・環境汚染の予防、省資源、省エネルギー、廃棄物の発生抑制、および周辺環境への配慮等を実施
します。そして、本学の環境教育を推進します。
・全員参加を基本とし、環境マネジメントシステムおよび環境パフォーマンスの継続的改善に努め
ます。
・この環境方針は、一般の人々が入手できるものとします。

この環境方針に基づき、本学では省エネルギー・地球温暖化問題等の環境保全活動を推
進するため、下図の通り環境委員会をはじめとした組織を設置している。
環境委員会では、環境に配慮した省エネルギー活動や花いっぱい運動、地域でのボラン
ティア活動である上川アダプトプログラム等の教職員・学生が一体となった実践活動を実
施して、環境保全マインドを育成している。
また、校舎の空調設備についても、予算の許す範囲で順次計画的に省エネルギー効果の
高い設備に更新するほか、学内にエネルギー使用量を把握するためのモニターを設置し、
使用量削減に向けた指標とするとともに、学生・教職員・来校者への環境保全意識を植え
付けている。
学生のハラスメント行為や不法行為が生じた場合には、学生の人間的な成長・社会的な
発達を促すための教育的な配慮として、学生に対する指導・懲戒を行っている。大学にお
いては、学生の人権を保障し、ハラスメントが起きることのないよう十分に配慮している。
教職員に対しては、就業規則により一切のハラスメント行為を禁止しており、「学校法人
東京理科大学における職員の懲戒に関する規程」において、教職員のハラスメント行為を
戒告・減給・停職・諭旨解雇・懲戒解雇のレベルで処罰の対象としている。また、「学校
法人東京理科大学ハラスメントの防止等に関する規程」により、ハラスメント事案が発生
した際の措置について定めている。学生のセクシュアル・ハラスメントの防止について
「学園生活」、ホームページ、パンフレットを通じて周知している。ハラスメントの被害
48

諏訪東京理科大学

者及び発見者の相談・受付の学外相談窓口として、通報を容易にするため、外部窓口を設
置している。
また、本法人では、コンプライアンス遵守のため、「学校法人東京理科大学における公
益通報に関する規程」を定め、教職員又は学生からの組織的又は個人的な法令違反等の不
正行為を早期に発見するために、通報及び相談に係る適正な処理に関し必要な事項を定め
ている。
建築物の安全管理については、建築基準法に基づく建築設備等定期点検、特殊建築物点
検を実施しているほか、学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック(改訂版)に基づき点
検等を行っている。点検・調査の実施と実施後の対応等に当たっては、適宜本部管財課の
専門職員から指導を受けている。火災、地震その他の災害の予防並びに人命の安全を期し、
理事長に具申を行うために、諏訪東京理科大学防災管理委員会規程により防災管理委員会
を設置して必要事項を審議し、定期的な防災訓練の実施、防災倉庫の整備、防災に関する
啓発活動等を実施している。
学生・教職員の安全を確保するために、全員に名刺大の「諏訪東京理科大学大地震対応
マニュアル」を配付し、常時学生証や職員証とともに携帯するよう周知するとともに、学
生・教職員全員を対象に、特に学生のクラブ活動の安全研修として部長等を対象に AED 利
用講習会も実施している。
また、茅野市とは災害時等における避難者支援等に関する覚書を結び、災害時の相互協
力支援体制を整備している。
3－1－⑤

教育情報・財務情報の公表

教育情報は大学の公共性に鑑み、社会に対する説明責任を果たすため、学校教育法施行
規則で定められた内容に加えて、授業アンケート結果など、大学が主体的に公表すべき項
目を選択して大学のホームページで公開している。
財務情報についても学校法人のホームページへのリンクにより公表しており、予算情報、
決算情報のほか、事業計画、事業報告を掲載している。
2014(平成 26)年度からは大学ポートレートにも参加し、他大学と共通の枠組みの中で
の情報公表も積極的に行っている。
(3) 3－1 の改善・向上方策 (将来計画)
本学の基本理念である、地域からのグローバル化に対応する教育を進めることにより、
今後学生・教職員が海外に出る機会が増加する。現在の安全管理、危機管理体制の実効性
を確認するとともに、一層の整備に努める。

3－2

理事会の機能

≪3－2 の視点≫
3-2-①

使命・目的の達成に向けて戦略的意思決定ができる体制の整備とその機能
性

(1) 3－2 の自己判定
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基準項目 3－2 を満たしている。
(2) 3－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

建学の精神、基本理念、教育理念及び使命・目的を実現すべく、本学の管理運営に関わ
る主な会議体として、法人のもとに理事会、常務理事会、評議員会、大学運営協議会等を、
大学のもとに学部長学科主任会議、教授会及び教授総会、大学院研究科会議等を、事務総
局のもとに事務部局長会議、全地区合同課長会議等を置いている。
理事長は理事会、常務理事会、評議員会等を主宰しており、理事会は法人運営上におけ
る重要事項を審議し、意見調整を図り、最終的な意思決定を行っている。また、理事会に
おいては担当理事制を導入しており、多様化、複雑化する本学の課題に迅速かつ的確に対
応するため、理事が各々特定の分野の業務を担当し、理事長を補佐している。
さらに、法人の意思決定は、原則として、各業務を主管する事務部署において、実施案
を企画・立案し、財務委員会、教員人事委員会等の各種分野に応じた委員会等での議を経
て、原則毎週開催している常務理事会に諮り、最終的な意思決定機関である理事会におい
て、決定している。
また、「学校法人東京理科大学寄附行為（以下「寄附行為」という。）」第 16 条に規定す
る事項については、評議員会での同意の議決を得る、又は意見を聴いた上で理事会におい
て最終決定している。すなわち、理事会は法人組織における最終的な意思決定機関として、
経営に関する権限と責任を有している。
学長は、大学の最高責任者であり、「学校法人東京理科大学業務規程」において、「学長
は、校務に関する最終決定権を持ち、所属の職員を統督する。」と定められており、大学
を代表して教学全般をつかさどり、所属職員を統括する。具体的には、学長は、教授会及
び教授総会の議長として、本学の学部及び大学院における教育研究･予算･人事･将来計画
等に関する重要事項に関して、最終決定をする。すなわち、大学は教育研究に関する権限
と責任を有している。
なお、2015（平成 27）年 4 月の学校教育法の改正に伴い、適切な学長ガバナンス体制
を構築するため、学則、大学院学則の改正を行うとともに、学長が決定する事項で、教育
研究に関する重要な事項で、教授会及び教授総会、研究科会議及び研究科委員会の意見を
聞くことが必要なものとして、学長が定めた事項をまとめた「諏訪東京理科大学教授会及
び教授総会における審議事項について」「諏訪東京理科大学大学院研究科会議及び研究科
委員会の審議事項について」
（学長裁定）を制定した。
法人の組織は、理事 14 名以上 16 名以内、監事 2 名の役員で構成され、法人の業務の決
定機関である理事会、法人を代表しその業務を総理する理事長、法人の業務及び財産の状
況等を監査する監事、理事長の諮問機関である評議員会からなる。法人の管理運営役員に
ついては、寄附行為において役員等の選任に関する規定を定め、理事長、理事及び監事を
置いている。法人の設置する大学の学長のほか、評議員及び有識者から理事を選任し、理
事から理事長を選任する。監事の選任は、寄附行為により、学校法人の役員、職員又は評
議員以外の者で理事会において選出した候補者について、評議員会の同意の議決を経て、
理事長が選任し、評議員の選任は、寄附行為及び学校法人東京理科大学寄附行為施行細則
により選任する。なお、監事は理事、評議員又は本法人の職員を兼ねておらず、私立学校
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法において規定する役員に関する条項に違反する事実はない。役員及び評議員並びに学長
の選任は、理事会の審議決定事項とされており、候補者の人選及び適格審査等については
寄附行為細則に基づき実施されている。また、理事会は、寄附行為に別段の定めがある場
合を除き、理事総数の 3 分の 2 以上の理事が出席しなければ、会議を開き、議決をするこ
とができない。ただし、理事会に付議される事項につき書面をもってあらかじめ可否の意
思表示をした者は、出席者とみなしている。
(3) 3－2 の改善・向上方策（将来計画）
法人ガバナンス、学長ガバナンスをより的確に発揮できる体制づくりを今後とも進めて
いく。

3－3

大学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップ

≪3－3 の視点≫
3-3-①

大学の意思決定組織の整備、権限と責任の明確性及びその機能性

3-3-②

大学の意思決定と業務執行における学長の適切なリーダーシップの発揮

（1）3－3 の自己判定
基準項目3－3 を満たしている。
（2）3－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
3-3-①

大学の意思決定組織の整備、権限と責任の明確性及びその機能性

本学は、学則、大学院学則において、大学の校務に関する最終的な決定権は学長にある
ことを定めている。また、学長の決定を行うにあたり審議機関として、教授会及び教授総
会、研究科会議及び研究科委員会を設置するとともに、学生の厚生補導にあたる学生部を
設置するなど、下記のとおり必要となる組織体を整備している。
①学部長学科主任会議
「諏訪東京理科大学学部長学科主任会議規程」に基づき、学長、学部長、学科主任、共
通教育センター主任をもって組織する。大学の円滑な運営を図るため研究科長、学生部長、
図書館長、生涯学習センター長、教務幹事長及び事務部長も出席している。学長の諮問に
応じて教育研究に関する基本方針、教授会及び教授総会での議案の予備審査、助教及び
非常勤講師等の採用に関する事項等を審議する。

②教授会及び教授総会
「諏訪東京理科大学教授会及び教授総会規程」に基づき、学長と専任教授で教授会を、
学長とすべての専任教育職員で教授総会を組織し、学生の入学及び卒業に関する事項、学
位の授与に関する事項及びその他「諏訪東京理科大学教授会及び教授総会における審議事
項について（諏訪東京理科大学学長裁定）」に定めた事項を審議し、意見を述べ、それら
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に基づいて学長が決定している。
③学科等会議（4 学科と共通教育センターをまとめて学科等と呼ぶ）
学科等の専任教育職員をもって組織し、教授総会から付託された事項等や各学科等独自
の事項を審議する。
④学生部委員会
「諏訪東京理科大学学生部委員会規程」に基づき、学生部長、学科等から選出された専
任教育職員及び事務部長をもって組織し、学生の生活や勉学、課外活動等に関する事項に
ついて支援し指導する。
⑤図書館委員会
「諏訪東京理科大学図書館委員会規程」に基づき、図書館長及び学科等から選出された
教育職員をもって組織し、図書館の運営に関する重要事項を審議する。
⑥地域連携センター
学外からの様々な依頼事項、地域情報等を総合的に受け付け、産学連携センター、生涯
学習センター、学生部等の学内組織等と調整し、本学における地域連携の拠点となる。
⑦生涯学習センター
「諏訪東京理科大学生涯学習センター規程」に基づき、出前授業など地域の多様な学習
意欲に応える活動を通して、地域社会に貢献する。
⑧産学連携センター
産学官連携事業や共同研究施設の利用等に関する事項について審議する。
⑨教育推進委員会
学長が委員長となって大学の教育に関する基本的な事項を審議し、担当する委員会や部
会に学長を通して指示している。また、その履行状況についても検討し必要に応じて見直
しを行っている。
⑩教務幹事会
学科等から選出された教務幹事、研究科幹事及び事務部学務担当職員をもって構成し、
教育に関連した事項を審議する。
⑪就職幹事会
学科から選出された就職幹事及び事務部就職担当職員（非常勤の就職アドバイザーを含
む）をもって構成し、就職に関連した事項を審議する。
⑫学生募集委員会
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「諏訪東京理科大学学生募集委員会規程」に基づき、安定的な入学者数の確保を目的と
して、学部長、学科等主任、学科等から選出された専任教育職員、理事長推薦及び学長指
名による専任教育職員、及び事務部長をもって組織し、学生募集戦略、入学者選抜基本方
針及び選抜方法、学生募集広報に関する事項等について審議する。
⑬研究科委員会及び研究科会議
「諏訪東京理科大学大学院学則」及び「諏訪東京理科大学大学院運営規程」に基づき、
大学院に研究科委員会及び研究科会議を置き、「諏訪東京理科大学学長裁定」に掲げる区
分に従って、大学院学則第 7 条に定める学生の入学及び課程の修了に関する事項、学位の
授与に関する事項及びその他「諏訪東京理科大学大学院研究科会議及び研究科委員会の審
議事項について（学長裁定）
」に定める事項について審議し、意見を述べる。
(3) 3－3 の改善・向上方策（将来計画）
学長がリーダーシップを発揮すべき組織体制は十分整っている。一方で、学長が将来を
見通して対処すべき事項はますます広範囲になってくることから、小規模大学の限られた
スタッフであるが、分野ごとに情報を収集してその方向性を学長に具申する補佐体制を整
えて行くことを検討する必要がある。

3－4

コミュニケーションとガバナンス

≪3－4 の視点≫
3-4-①

法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門の間のコミュニケーションによ
る意思決定の円滑化

3-4-②

法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンスの機能性

3-4-③

リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営

(1) 3－4 の自己判定
基準項目 3－4 を満たしている。
(2) 3－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
本法人は、「学校法人東京理科大学寄附行為」、「学校法人東京理科大学寄附行為施行細
則」、「学校法人東京理科大学常務理事会規程」及び「学校法人東京理科大学業務規程」等
に基づいて運営されており、理事会が最高の意思決定機関としての役割を担っている。
理事会は原則月 1 回開催し、学長は教学の長としての職務に加え、法人の理事と評議員
を兼ねており、理事会と評議員会に出席して教学の立場から意見を述べ、議決権を行使す
る。
また、大学においては学長が校務に関する最終決定者となるが、学長を補佐するため、
前述の各種会議体を設置している。
大学の運営に関する主要な事項は、隔週を基本とする学部長学科主任会議及び月一回の
教授総会において審議し、それに基づいて学長が決定している。なお、法人全体に影響の
あるものや大幅に予算を費やすものに関しては、あらかじめ、担当理事を通して 常務理
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事会又は理事会の承認を得たうえで実施しており、学内の管理運営システムの構築ならび
に機能は適切に果たされている。
また、学科及びセンターに関する事項は、隔週を基本とする教室会議において検討され、
その結果は学部長学科主任会議において報告され、重要な事項は月一回開催される教授総
会において審議される。
さらに、人事案件に関する運用に際しては、法人に設置された 3 大学共通で制定されて
いる「学校法人東京理科大学教育職員の資格基準に関する規程」に基づき行われており、
大学、法人の相互チェックにより実施している。
なお、大学院の研究教育に関わる意思決定機関は学長、研究科委員会、研究科会議の順
で組織し、また、研究科長は学部長学科主任会議に出席して学部との連携を図っている。
大学院の研究科と学部の各基盤学科は、一体的に運営されており、教育研究組織について
の検証は、学部教授会及び研究科会議における日頃の教育研究活動を通して行い、検証結
果は必要に応じ学長に報告されている。学長は、これらの意見・要望等を踏まえ、教学
側・経営側それぞれの立場で検証を行っている。また、法人運営に関して、外部有識者で
構成する理事長の助言機関である特別顧問会議を年 1 回程度開催しており、教育研究のあ
り方等についての意見交換を行っている。
(3) 3－4 の改善・向上方策（将来計画）
学長のガバナンス体制は整備されたが、今後は学部・学科、また各教員と学長の意見交
換の機会を十分に確保することが、今後一層重要になるため、その点に一層注意して運営
を行う。

3－5

業務執行体制の機能性

≪3－5 の視点≫
3-5-①

権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置による
業務の効果的な執行体制の確保

3-5-②

業務執行の管理体制の構築とその機能性

3-5-③

職員の資質・能力向上の機会の用意

(1) 3－5 の自己判定
基準項目 3－5 を満たしている。
(2) 3－5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
3-5-①

権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置による業

務の効果的な執行体制の確保
3-5-②

業務執行の管理体制の構築とその機能性

事務組織は、「学校法人東京理科大学事務組織規程」に基づき、法人及び法人の設置す
る大学に関する事務を行うため、事務総局のもとに、法人・大学業務を支援する体制を整
えている。
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事務総局全体の機能向上を目指すことを目的とした事務職員個々の基本姿勢として、
「大学の発展に貢献する『力のある組織』」を目標に掲げ、全事務職員に求められる職員
像として「TUS-JIM になろう」を定めている。「TUS-JIM になろう」では、全事務職員に、
信頼、貢献、専門知識、協働、革新・改善、マネジメントの 6 つの能力を身に付けること
を求めている。
なお、本学に関する事務組織として、「学校法人東京理科大学事務組織規程」「学校法
人東京理科大学事務分掌規程」に基づき、諏訪東京理科大学事務部が置かれ、事務部長の
下に、1 人の事務部次長及び 3 人の係長を配置し、各所掌に係る業務を統括している。諏
訪キャンパスに配属されている職員は、2015（平成 27）年 5 月現在 25 名で、内訳は専任
職員 21 名、臨時職員 3 名、パート職員 1 名である。この他に校医(非常勤 1 人)が学生及
び教職員の健康面での支援を行い、学生相談室には、専門カウンセラー(非常勤 4 人)が学
生の生活面・メンタル面での支援を行っている。
事務部長は、法人全体の事務に関する重要事項を審議し、部局長間の連絡調整を図るた
めの事務部局長会議の構成員であり、これらの決定事項及び報告・連絡事項等は、会議後
速やかに事務部全職員に周知される。また、事務部局長会議の配付資料は、学内ネットシ
ステムである CENTIS に当日公開され、全職員が閲覧可能となっている。
また、事務部局における人員配置については、「学校法人東京理科大学事務総局におけ
る職員の人事に関する細則」に基づいている。各部署の業務との関係や質・量を勘案しつ
つ、事務総局運営会議で人材のあり方(効率的な配置・育成)を検討、審議し、必要に応じ
て理事会に上申し、決定している。
業務執行にあたっては、文書の取扱いは学校法人東京理科大学文書取扱規程に基づき行
われ、文書の決裁については、学校法人東京理科大学文書決裁規程により定められており、
管理体制が整備されている。また、業務の効率的運営及び責任体制の確立を図るため、学
校法人東京理科大学文書決裁に係る専決及び職務権限の委任に関する規程を定めて、事務
部長に権限を一部委譲することで、業務を迅速に進めることができている。
2013（平成 25）年度から法人全体で「電子決裁システム FASE」を導入しており、文書
決裁や意思決定に要する時間とコストの大幅削減を実現している。
3-5-③

職員の資質・能力向上の機会の用意

事務総局の目標である「大学の発展に貢献する『力のある組織』」を実現するためには、
「力のある」事務職員の育成が必須である、との考えから、事務職員の能力開発に対する
具体的な取組みを行っている。職員研修は、「学校法人東京理科大学事務系職員研修規程」
に基づき、事務職員の職務遂行において必要な専門的能力及び幅広い識見を養成するとと
もに、人格の向上を促すことを通じて、法人に寄与できる事務職員を育成することを目的
として実施している。
とくに、若手事務職員の育成には周囲の事務職員のサポートが不可欠であるとの考えか
ら、2009（平成 21）年度以降、新入職員の所属部署には管理職とともに、育成の中心人
物となる OJT リーダーへの育成研修を積極的に行い、部署が一体となって業務に取組む組
織風土の醸成に努めている。また、従来行ってきた下表に記す階層別・業務別の学内研修
に加え、外部機関（文部科学省、日本私立学校振興・共済事業団等）の実施する研修への

55

諏訪東京理科大学

職員派遣制度や、自己啓発研修援助金の支給等を積極的に行って、職員のスキルアップ、
資質の向上を図っている。また、自己啓発研修の一環として「通信教育講座」（日本能率
協会マネジメントセンターより提供）の受講できる制度を実施している。
本学では、2015（平成 27）年度、本学と県内 2 大学とで「スタッフ・デベロップメン
トに係る連携協定」を締結し、「学生支援」や「地域連携」等をテーマとした意見交換会
に参加した。
研修種別

概要

普通研修

事務総局において企画及び運営するもの
階層別研修

人事統括部人事課において企画立案し実施する研修

業務別研修

事務総局運営会議において審議検討し実施担当部署を定めて実施を依頼す
る研修

特別研修

職員個々及び各部署の企画及び申請に基づき実施するもの
自己啓発研修

年 3 回の募集期間中に職員個人から申請のあった実施計画について審査を
経て採択された研修対象者が実施計画に基づいて自ら実施する研修

学外研修

学外団体が主催する研修等への参加に関して、各部署の所属長の推薦に基
づき事務総局長が決定する研修

職務に対する適正及び希望等について、職員自らが申告することにより、職員の資質、
勤務能率及びサービスの向上を図るとともに適正配置の参考資料とすることを目的に、
2010（平成 22）年度から、
「自己申告制度」を実施している。
（3）3－5 の改善・向上方策（将来計画）
大学の発展に貢献する「力のある組織」を目指して、事務総局が一体となった運営を行
える組織体制を整備し、業務の効果的な執行体制が確保できているが、諏訪東京理科大学
が地方にあって今後も存続・発展していくために、職員の専門性を一層高め、教職協働を
進める必要がある。

3－6

財務基盤と収支

≪3－6 の視点≫
3-6-①

中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立

3-6-②

安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保

(1) 3－6 の自己判定
基準項目 3－6 を満たしている。

(2) 3－6 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
本学は、学校法人東京理科大学が設置した 3 大学（本学、東京理科大学、山口東京理科
大学）の一つであり、本法人は、「世代間公平性のもと健全経営を堅持し、充実・発展す
る大学であり続ける」という大学事業経営の基本方針を定めている。
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この基本方針のもと、法人全体として、2015（平成 27）年度は①学生定員数の増加に
伴う学生納付金収入の増加、②URA 体制を強化し、さらに収益事業を行う子会社（TUS イ
ンベストメントマネジメント）を活用した外部資金獲得額の増収を図る、③年 7％リター
ンの安定した資産運用収入の増加を目指す、④IT 活用の小額寄付募集の強化を実施して
いる。
法人の財務状況は、各種財務比率からみても全国私立大学平均以上の水準を確保してお
り、法人傘下 3 大学の教育研究目的を達成するために必要な財政基盤を有し、収入と支出
のバランスを考慮した健全な運営がなされていると判断する。一方、本学は、学部の入学
者数が入学定員を割り、帰属収入の中で占める割合の大きい学生納付金収入が減少してい
る状況であり、法人の内部補填で本学の経営が成り立っているという現状である。
今後は、入学者の確保に努め学納金をはじめとした収入の多様化を図るとともに、教育
研究への影響を考慮しつつ、より一層業務の経費削減を図る必要がある。
(3) 3－6 の改善・向上方策（将来計画）
本学単独でみた場合、現在の教育研究費を維持していくには、厳しい財務状況となって
おり、十分な帰属収入を得ることができていない状況である。今後は学生定員の確保、競
争的資金の獲得等に力を入れ、自立した経営基盤を確保することが大きな課題である。さ
らに、2014(平成 26)年度から、本学がより当該地域に貢献し将来とも学生から選ばれる
大学となるためにはどうあるべきかについての予備的な検討を関連自治体と開始した。

3－7

会計

≪3－7 の視点≫
3-7-①

会計処理の適正な実施

3-7-②

会計監査の体制整備と厳正な実施

(1) 3－7 の自己判定
基準項目 3－7 を満たしている。
(2) 3－7 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
会計処理においては、
「学校法人会計基準」に則り、「学校法人東京理科大学経理規程」
「学校法人東京理科大学固定資産及び物品の契約事務取扱規程」「学校法人東京理科大学
固定資産及び物品管理規程」に基づいて、監査法人の指導のもとに適切に行っている。
学校法人東京理科大学では、財政の健全化を図るとともに、安定した財政基盤を確立し、
もって法人の維持発展に資することを目的として理事会に財務委員会を設置し
①

中長期財政計画に関すること

②

予算及び決算に関すること

③

財源の確保に関すること

④

財務に関する諸規程の制定及び改廃に関すること

⑤

その他財政に関すること
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を審議している。
諏訪東京理科大学の予算編成は、毎年理事会から示された予算編成方針に基づき各部局
によって策定された予算計画書に対して、必要に応じて財務担当理事を含めた予算ヒアリ
ングを各部局の責任者（「以下「予算単位責任者」という。」)に対して実施し、その適切
性を審議している。ヒアリングの結果に基づき財務部経理課において予算要望の整理・集
計を行い、法人全体の予算案について、1 月中旬から 3 月下旬にかけて財務委員会、常務
理事会、評議員会の議を経た後、理事会において最終的な審議、承認が行われている。
予算執行においては、各部局の予算単位責任者が教育研究計画及び事務局の職務をそれ
ぞれ遂行する責任と権限をもっており、決定された予算の執行の責任を負い、予算の実施
状況を随時把握するという学校法人東京理科大学経理規程等に従った予算を執行すること
となっている。予算単位区分責任者は当該予算区分に配分された予算執行に留意し、伝票
作成においては担当者及びその責任者が認印を押印し、かつ、その取り扱いが正当で計算
が正確であることを証する証憑を添付する他、高額の予算執行については決裁を受け契約
書を締結することが義務付けられており、適切な会計処理をしなければならないルールを
周知徹底している。
監査は、「学校法人東京理科大学経理規程」に規定されており、経理及び一般業務につ
いて誤謬脱漏を防止するとともに、経営能率の向上を図ることを目的としている。大別し
て内部監査と外部監査があり、内部監査は監事（2 人）又は監査室（2 人）が実施し、外
部監査は監査法人が実施している。
監査は、主として
・法人運営の基本である合規的執行を確保するため、関係法令や規程に準拠した処理が
行われているか。
・法人の資産について適正かつ効率的な管理運営の確保を図っているか。
・事業の実施にあたり予算の効果を高めるための経済的、効率的及び効果的な執行を図
っているか。
・同種又は類似の事業について部局間の実態を把握し、所要の整合性がとれているか。
について確認することを目的としている。いずれも定期に監査を実施し、その結果につい
ては報告書又は意見書が理事長に提出され、理事長は適宜対応している。
(3) 3－7 の改善・向上方策（将来計画）
魅力ある大学を実現するためには、不断に財政状況を検証し財政基盤の安定化を図りな
がら、教育研究環境の更なる充実を目指す。

［基準 3 の自己評価］
監査法人、監事、監査室の連携により、健全な法人運営を目的とした監査体制が確立し
ており、基準を満たしていると判断している。
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基準 4．自己点検・評価
4－1

自己点検・評価の適切性

≪4－1 の視点≫
4-1-①

大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価

4-1-②

自己点検・評価体制の適切性

4-1-③

自己点検・評価の周期等の適切性

(1) 4－1 の自己判定
基準項目 4－1 を満たしている。
(2) 4－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
本学の使命・目的は学則第１条において「諏訪東京理科大学は、理学及び工学並びにそ
れらの応用を教育研究するとともに、幅広い教養教育を行い、人間性及び創造性豊かで主
体性の確立した人材を育成し、地域の知の拠点として文化の進展と産業の興隆に寄与する
ことを目的とする。
」と明示している。さらに学則第 2 条において「本学は、その教育研
究水準の向上を図り、本学の目的及び社会的使命を達成するため、本学における教育研究
活動の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表する。」と定めている。
この学則に則り、「諏訪東京理科大学自己点検及び評価実施規程」を定めており、学長、
理事長が指名する理事、学部長、研究科長、共通教育センター主任、学生部長、図書館長、
生涯学習センター長、事務部長及び学長が指名する者で構成される諏訪東京理科大学自己
点検・評価委員会を設置している。
自己点検・評価委員会は、学長を委員長とし、委員長が必要に応じて招集する。委員会
での審議事項は、自己点検・評価の計画、自己点検・評価の実施、改善、公表に関する事
項である。自己点検・評価に必要となる具体的事項については、学生部や FD 委員会が実
施する授業アンケート、年１回の学生行動調査などの結果を基に調査結果を自己点検・評
価委員会に報告し、公表している。
(3) 4－1 の改善・向上方策（将来計画）
本学の目的及び社会的使命を達成するためには、社会からの要請や学生のニーズの変化
に柔軟に対応していくことが重要であり、現状に留まることなくこれまで以上に自己点
検・評価委員会を中心とした適切な自己点検・評価を行うとともに、改革・向上に寄与す
る自己点検・評価の実施を検討する。

4－2

自己点検・評価の誠実性

≪4－2 の視点≫
4-2-①

エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価

4-2-②

現状把握のための十分な調査・データの収集と分析

4-2-③

自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表

(1) 4－2 の自己判定
基準項目 4－2 を満たしている。
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(2) 4－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
学校法人東京理科大学では、自己点検・評価に相当する活動として、1968（昭和 43）
年から隔年で「東京理科大学の現状と課題」（以下、「理大白書」という。）を編纂し、
法人及び法人が設置する大学の実績と現状を社会に公開し、諸活動の改善を図ってきた。
現在は、自己点検・評価と重複する内容であることから、2012（平成 24）年度を最
後に理大白書の発刊を取りやめ、データに関する箇所のみを「東京理科大学のデータ集」
と改め毎年公表している。
自己点検・評価においては、東京理科大学のデータ集をはじめとして、各種データに
基づき自己点検を行うとともに、自己点検・評価委員会は教育職員役職者と事務職員役
職者を配置し、エビデンスの確保を容易にしている。
自己点検・評価のための調査・データ分析については、教務関連では授業アンケート、
学生関連では学生行動調査、就職先アンケートを収集し、IR 委員会を中心として分析
している。
自己点検・評価の結果は会議等で報告することで教職員に周知するとともに、大学ホ
ームページに公開することで、広く社会から本学の自己点検・評価の現状を把握するこ
とを可能にしている。
第三者評価として 2010（平成 22）年度に日本高等教育評価機構によって認証評価を
受審しており、その結果は全教職員に周知を図るとともに、大学ホームページにも公開
し広く社会に公表している。
(3) 4－2 の改善・向上方策（将来計画）
エビデンスに基づいた、より誠実性の高い自己点検・評価を行うためには、学生アンケ
ートを含めさらなるデータの蓄積を行うとともに、時系列での傾向分析も含めた有益な情
報の獲得の工夫の整備を図る。

4－3

自己点検・評価の有効性

≪4－3 の視点≫
4-3-①

自己点検・評価の結果の活用のための PDCA サイクルの仕組みの確立と機能
性

(1) 4－3 の自己判定
基準項目 4－3 を満たしている。
(2) 4－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
自己点検・評価に関する事項は、諏訪東京理科大学自己点検・評価委員会で行われ、そ
の結果は学部長学科主任会議、教授総会等において共有される。
改善すべき事項については、これらの会議体において、IR 委員会を中心として分析を
行った結果も踏まえて改善方策が検討され、適宜実行される。
実行した結果は、自己点検・評価が行われ、改善が適切に行われたかを確認することで、
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PDCA サイクルを回している。
(3) 4－3 の改善・向上方策（将来計画）
本学における自己点検・評価については自己点検・評価委員会と関連する学部長学科主
任会議、教授総会など組織体との一層の緊密な関係を構築し、教職員の自己点検・評価に
対する意識の向上と積極的な改善提案に結び付けて行く。

［基準 4 の自己評価］
自己点検・評価委員会で分析した内容を、教職員が共有し、それぞれの課題認識と自主
的な改善への取組みを図り、その結果を検証して、学内外に公表している。
課題の改善や規程の見直しなど、適時意思決定しており、自己点検・評価委員会を中心
に、教学・事務局の各部署で PDCA サイクルを機能させている。
以上から、基準 4 を満たしていると判断している。
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Ⅳ．大学が使命・目的に基づいて独自に設定した基準による自己評価
基準 A．実践力を育む教育の推進
A－1

工学と経営学の融合教育

≪A－1 の視点≫
A－1－①

幅広い視野と実践力を育成する教育

(1) A－1 の自己判定
基準項目 A－1 を満たしている。
(2) A－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
【事実の説明】
本学は、教育の特色として工学と経営学の融合教育を行っていることを挙げている。
システム工学部は工学を、経営情報学部は経営学を足場としながら、工学と経営学相互
の視野と知識を修得させる教育を行うことにより、ビジネス社会との関係を理解できる技
術者と、技術の性格や技術倫理を理解できるビジネスの専門家を育成している。具体的に
は、教員、学生が 3 学科合同でフレッシュマンゼミ、工学と経営、総合講座、総合演習を
行う形式と他学部へ提供する関連専門科目を指定し、これらを学習させる形式で実施して
いる。
以下、それぞれの科目について説明する。
① フレッシュマンゼミ
（1 年次，必修科目，1 単位，受講者数工学部 200 名・経営情報学部 100 名(定員数)）
フレッシュマンゼミでは、自分で「テーマを見つける」「考える」「調べる」「発表する」
といった積極的な学習態度と、知的関心の異なる仲間の中で「自分の考えを言葉にする」
「他人の言葉に耳を傾け理解する」「一緒に協力してまとめ、発表する」といった態度の
育成を目指している。その中で、工学と経営学の融合の第一歩 として、４学科の学生を
混成したチーム作りを行い、教員の指導を受けながら、学生がテーマを設定し、調査、実
験等を行い発表している。
1 年生とはいえ、所属する学科ごと価値観や考え方などの違いを体感する良い機会とし、
これ以降の融合教育のきっかけとしている。
② 工学と経営
（1 年次，必修科目，2 単位，受講者数

工学部 200 名・経営情報学部 100 名(定員数)）

「工学と経営」では、大学における学びが本格化する 1 年次後半において、本学の母体
である東京理科大学の歴史、ならびに本学の理念などを説明し、本学で学ぶことの意義、
目的を確認している。
本学が教育の特長として掲げる融合教育を 1 年次後期において実践する科目であり、工
学系と経営学系の教員がオムニバス形式で、実社会において工学と経営学の融合がいかに
重要であるかを理解させる科目である。
具体的には、一連の講義により、以下の能力を身につけさせることを目的とする。
(a) 大学で学ぶ一般教養、専門知識、専門的スキル等が、実社会に出た後どのように各
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自の力となるのかを理解し、将来設計を構想する足がかりを得ること。
(b) 電子工学と機械工学を例に、その発達の歴史を回顧し、科学・技術の発展には技術
者のみならず優れた経営者の存在があり、工学と経営学が融合して初めて発達が可
能となることを理解すること。
(c) 経営学とはどのような学問であるか、その本質を理解し、工学と経営学を融合させ
ることの必要性を理解すること。
(d) 大学で学ぶ科目を各自の将来設計に投影して選択する素養を身に付けることができ
ること。
(e) 科学・技術の発達の歴史を学び、社会的インパクトの大きい開発には技術者だけで
なく優れた経営者の関与があり、経営者が技術者の努力をどのようにして結実させ
るかを知ること。
(f) 融合教育という側面から経営学を学ぶことにより、一般教養科目とは異なる切り口
で文系科目の知識を通して技術者としての視野を広げること。
③ 総合講座
（2 年次，必修科目，2 単位，受講者数

工学部 200 名・経営情報学部 100 名(定員数)）

総合講座は、本学が教育の特長として掲げる融合教育を 2 年次において実践し理解を深
める科目であり、工学部に所属する教員（複数）が交替で経営情報学部の学生に、経営情
報学部に所属する教員（複数）が交代で工学部の学生に講義している。
講義では、工学部の学生に対して科学技術発展の歴史を展望し、その社会的インパクト
と企業発展の推移を学ぶ。経営情報学部の学生に対して経営者がどのように技術を捉えビ
ジネスとして展開してきたかを学ぶ。この結果、技術すなわち工学と企業経営すなわち経
営学は、社会や企業発展の両輪であることを導き工学と経営学の融合の重要性を理解させ
る。
具体的には、一連の講義により、以下のことを事例に基づき理解させる。
(a) 科学・技術が社会に貢献するためには、経営者による適切なマネジメントが必要で
あること。
(b) 社会ニーズを捉え、適合した技術開発を行ってビジネスに繋げるには、経営者が技
術の本質を掴んでいることが必要であること。
(c) 科学・技術開発において、技術者の努力を社会に貢献するものとして結実させるた
めには、経営者による適切なマネジメントが重要であり、それが経営者の責任であ
ること。
(d) 経営者は、技術の本質を掴むとともに、常に社会ニーズを捉え、適合した技術開発
を行ってビジネスに繋げることが必要であること。
(e) 文系・理系の枠を越えて工学と経営学の深い素養を身に付けること。
④ 総合演習
（3 年次，必修科目，2 単位，受講者数

工学部 200 名・経営情報学部 100 名(定員数)）

「総合演習」は、工学と経営学の融合教育における総合的な授業として、他学科の学生
らとチームワークを通して、与えられた課題に応じたビジネス、テクノロジー、社会シス
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テムなどの企画開発力、提案力を養う全学必修の授業であり、各学科を混成した約 10 名
のチーム活動を基本として進めている。
課題は複数のチーム毎に共通とし、他チームを意識しながら独自のアイディア創出に取
組む。調査・研究を経てアイディアを企画としてまとめ上げ、プレゼンテーションを行い
その企画力・提案力を競い合う。最終的に一般公開の場で発表を行い、自らのアイディア
が他者にどの様に伝わり評価されるか学ぶ。
授業では教員がファシリテータとなり、他学科の学生との議論を深めていくことで、２
年間で学んだ自らの専門分野の知識に他の分野に関する理解が加わり、他分野の意見を聞
きながら幅広い視野を身につけている様子がうかがえる。プレゼンテーションによる成果
発表では、教員評価のみでなく、聴衆からの得票やコメントも評価としている。各チーム
は得票による評価や頂いたコメントを分析し、主張を伝える難しさや、伝わるポイントな
どを学んでおり、この反省は社会へ出たときの糧となっていると考える。
総合演習では、実践力の育成に関連して次の 3 つを到達目標としている。
(a) 自分たちを取り巻く社会の様々な課題に対して説得力のある解決策を提案できる力
を身に付けること。
(b) 各自の役割に責任を持ち、積極的にチーム活動に参加し、チーム全体で成果を作り
上げる能力を身に付けること。
(c) 課題に関する調査学習を通して、現代社会の課題に関心を持ち敏感になること。
また、2012（平成 24）年度からは積極的に諏訪地域の関係者より頂いた課題に取り組
んでいる。このことが依頼主の要望にこたえるという意欲につながり、また問題の当事者、
あるいは視察、調査対象が地域内であることから、そこを複数回訪問するなど、必要に応
じた調査活動計画を実施し、課題解決力の実践的な育成に効果をあげている。
チームワーク力は現代社会が求める能力であり、高等教育における個人の専門知識の高
度化のみならず、他者と対話しながら仕事を進める能力の育成に注力している。学生らは
始めて顔を合わせる者同士がほとんどであり、授業当初の相互の会話もままならない段階
から、授業回数を経ることで十分な対話ができる状態に到達し、積極的なコミュニケーシ
ョンの必要性を学んでいる様子がうかがえる。また成果物の作成には、調査、立案、スラ
イド作成など取組む作業量が多く、分業の必要性を理解し、授業外での情報交換や共有方
法を自ら工夫し、期限内に完成させるための実践力が身に付いている。
（3）A－1 の改善・向上方策（将来計画）
上記のとおり、その内容は時代と共に変化させているが、今後もさらに時代に即した内
容に改定して行く必要がある。教育方法についても、IT の活用等、同様である。

A-2

アクティブラーニング

≪A－2 の視点≫
A－2－①

授業科目としての取組み

A－2－②

学外での取組み

(1) A－2

の自己判定
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基準項目 A－2 を満たしている。
(2) A－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
本学は、教育の特色として意欲や社会的能力の養成を挙げている。
知識や技術の学習を支えるのは、学習への意欲と問題発見・解決能力、自己表現やコミ
ュニケーションの能力である。意欲と能力に支えられた学習への態度が、卒業後のたゆみ
ない自発的努力を生む土台となる。そのため、ゼミや演習・実験や卒業研究を通じて、
「覚える教育」から「考える教育」へ、「知る喜び」に「創る喜び」を加えた教育、時代
の変化に「自ら対応できる」能力を身に付ける教育のために、少人数教育と双方向教育を
徹底して行っており、双方向教育の一環として、アクティブラーニングを重要な教育方法
と捉えている。
また、基本理念等で、地域に開かれた大学を掲げていることから、アクティブラーニン
グにおいても学外との連携を図り実施している。
本学では、これらに該当する科目として、「総合演習」「プロジェクト＆マネジメント」
「地域産業入門」を実施している。以下、それぞれの科目について説明する。
① 総合演習
（2 年次，必修科目，2 単位，受講者数

工学部 200 名・経営情報学部 100 名(定員数)）

総合演習は、与えられた課題に応じたビジネス、テクノロジー、社会システムなどの企
画開発力、提案力を養う全学必修の授業である。授業は各学科を混成した約 10 名のチー
ム活動を基本として進める。課題は複数のチーム毎に共通とし、競争的な環境でユニーク
な企画立案に挑む。教員からは、企画の立案に際して、独自の調査や試作などの裏付けを
要求している。学生らは、各自の学びの専門の立場を取り、他学科の学生との議論を深め
ていく中で、2 年間で学んだ自らの専門分野の知識と合わせながら、プランニングを進め
ていく必要がある。授業担当教員は、チームワークの進行に関して学生らより報告を受け
助言する監督的な役割を主に行うとともに、中間審査、最終審査では、課題立案のプロセ
ス、立案内容の妥当性を評価し、学生へフィードバックする。すなわち、総合演習の授業
課題を達成するためには、学生らで話し合い、計画し、行動に移していくという高度に主
体性を発揮させる必要のある授業となっている。
2012（平成 24）年度からは積極的に諏訪地域の関係者より提案して頂いた課題に取り
組んでいる。このことが依頼主の要望にこたえるという意欲の増進につながり、また課題
の当事者、あるいは視察、調査対象が地域内であることから、そこを頻繁に訪問するなど
が行われ、学生らによる主体的な学びの姿勢につながり、学習成果物の質向上にも効果を
あげているといえる。
例えば、地元小学校からの依頼課題では、学生らは小学校の教育現場を訪問し、児童達
と一緒に過ごす中から現場の教員が抱える業務量の多さを知り、当初まとまりかけた自ら
のプランを根底から見直すなどが行われた。また下諏訪町の観光課題では、現地を訪問す
ることで、学生達としては“何もないと思っていた町”に、見所が多数あることや、町の
人々との対話の中から新たな発見が得られたなどの感想が多数報告されており、文献調査
や机上の議論では足りないことを学んでいる。その他、学内でのアンケート実施や、中学
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校を訪問してのアンケート調査、駅前での観光資源認知度調査などが自主的に計画、実施
されており、課題解決にあたり必要な情報を積極的に取りに行くなどの行動がみられ、本
授業での取組みは高い学習効果につながっているといえる。
② プロジェクト＆マネジメント
（3 年次，選択必修科目，2 単位，受講者数約 60 名）
「プロジェクト＆マネジメント」は、本学の基本理念「主体性の確立した人材の育成」
および教育理念「実力重視の教育の実施」を受けて、2014（平成 26）年 4 月にスタート
した地域課題を扱う PBL（プロジェクト・ベースド・ラーニング）科目である。
地域連携センターやビジネスラボ等に寄せられる様々な地域課題を、経営情報学科の教
育職員で構成するビジネスラボ運営会議において課題提供者と協議して各プロジェクトテ
ーマを設定し、経営情報学科の 1 年生から 4 年生までの学生がプロジェクトチームを結成
して地域課題の解決に取り組んでいる。
2014（平成 26）年度は、7 テーマ中 6 件（①(株)諏訪菜、②コスモス工業(株)、③茅野
商工会議所、④長野県寒天水産加工業協同組合、⑤諏訪圏青年会議所、⑥茅野・産業振興
プラザ）が学外の課題提供者であり、各プロジェクトの遂行過程で地元工場や農家の視察、
地域イベント企画・運営およびアンケート調査、地元飲食店でのテストマーケティング等
を実施した。
2015（平成 27）年度は、8 テーマ中 7 件（①(株)諏訪菜、②コスモス工業(株)、③茅野
商工会議所、④諏訪圏青年会議所、⑤茅野市、⑥上諏訪温泉朝市の会・諏訪地方事務所、
⑦茅野・産業振興プラザ）が学外の課題提供者であり、各プロジェクトの遂行過程で地元
企業との意見交換会、地域イベントの企画・運営およびアンケート調査、テストマーケテ
ィング等を実施している。
③ 地域産業入門
（１年次，必修科目，2 単位，受講者数 100 名(定員数)）
本科目は、経営情報学部経営情報学科において「地域」と「グローバル」を教育の明確
な視点として位置付けて抜本的に改定し、2014(平成 26)年度から実施した教育カリキュ
ラムのひとつであり、4 年次までつながる地域から学ぶ一連の授業科目の初年次配当科目
である。
具体的には、地域の産業についてその歴史的背景ならびに現状と課題について学び、ア
クティブラーニング方式の地域課題解決を図ろうとする科目「プロジェクト＆マネジメン
ト」等への導入としての位置づけである。
本授業科目の構成に当たっては、地域の諸機関・企業に理解と協力をいただき、課外講
座の受入と対応、また地域企業 5 社から特別講師として本学における座学の授業を実施し
ていただいている。
諏訪地域はかつて世界一のシルクのメッカと言われた地域であり、その産業の「かつて」
の姿や産業遺産を学ぶため、岡谷蚕糸博物館と片倉館を訪ね、それぞれ館長から講話いた
だいている。
また、諏訪圏工業メッセを見学することにより、地域の産業の「今」を学ぶ。学生は非
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常に熱心に興味深く各ブースを見て回っており、教育効果は高いものと言える。
受講生にとっては、与えられた課題に関して自ら事前学習をして、課題を提供してくれ
た地域や企業の方から話を聞き、積極的に質問やディスカッションできる場としてよい刺
激となるなど概ね好評価が得られている。
（3）A－2 の改善・向上方策（将来計画）
授業担当者や FD 実施委員会などが協働しアクティブラーニングの評価方法を開発する
ことで、教育効果のより一層の向上を目指す。

A-3

グローバル人材の育成

≪Ａ－3 の視点≫
A－3－①

海外に接する環境の整備

A－3－②

英語力向上への基本方針

(1) A－3

の自己判定

基準項目 A－3 を満たしている。
(2) A－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
理工系専門分野の習得に加えて、英語の運用能力をもつ一定数の人材育成がグローバル
化社会には喫緊の要事である。英語を得意としない学生を多く抱えている本学は、学習の
動機付けと能力の伸長が自分で確認できる定点観測ツールとして、実用英語技能検定（英
検）と TOEIC を学期ごとに実施し、希望者には事前対策講座等を個別に行って合格率を常
に高く保っている。実際、英検 3 級と準 2 級での 1 次試験通過者の 2 次試験合格率は対策
講座履修者の場合、過去十年の平均で 99％である。このようにして、学生に学習の継続
を促している。
学力向上を可視化する方策の一つとして、実用英語検定試験などの検定試験による評価
も取り入れている。入学時点で 3 割以上存在する 3 級合格未満の学生数が 1 年後に 1 割前
後に減じる成果をあげている。
また、2014（平成 26）年度より、ネイティブスピーカーの外国人の助けを借りて、英
語のみでコミュニケーションをとる「英語村」を開催している。毎回数十人の学生の参加
があり、実践的な英語に触れさせて運用能力を向上する工夫をしている。
さらに、2013（平成 25）年度から、茅野市の地域興しプロジェクトの一つである「縄
文文化の紹介」 を、茅野市尖石縄文考古館にて英語で紹介文を作成する、および観光客
に英語で紹介することを目的とした授業を展開している。
経営情報学科では、2014(平成 26)年度より「海外ビジネス研修（短期）」2 単位と「海
外ビジネス研修（長期）」12 単位を正規科目に組み込んでいる。いずれも、日本企業が海
外に進出する意味と意義を理解し、グローバルな視点を持った人材となることを目的とす
る。
教員は、海外ビジネス研究の目的を達成するために、90 分×6 回の事前学習を行い、研
修先の地域の文化、社会情勢、産業構造、日本とのかかわりなどを教育する。また、短期
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研修では学生と同行し、学生の疑問に答えたり質問を投げかけるなどの学習行動を支援す
る。
なお、学生の費用負担を軽減し、より多くの学生が参加できるよう、教員の理解の元に
大学独自の奨学金制度を新設して、語学の資格や成績上位の学生に、語学研修及び海外ビ
ジネス研修で必要な渡航費・宿泊費の半額（最大 20 万円）を給付している。
各科目の概要は下記のとおりである。
① 海外ビジネス研修（長期）
海外で 3 か月程度の研修を行い、日本企業が海外オペレーションをどのように行ってい
るのか、その方法や問題点・課題について理解を深め、言葉や文化・風土など含め海外で
実際に活躍している日系企業と赴任者の姿勢や姿を理解する。および、研修を通して海外
で働くこと、生活し生き抜くことを実体験することを到達目標とする。
2014（平成 26）年度は、1 名が参加し、9 月 16 日～12 月 14 日にベトナムビンズン省の
Takashi Vietnam にて 90 日間の研修を行った。なお、海外研修に先立ち、海外での生活や
ビジネスを知るために、8 月 20 日～26 日に高島産業諏訪工場にて、国内研修も行った。
海外研修期間における様々な体験による成長には、顕著なものがあった。
② 海外ビジネス研修（短期）
海外で 2 週間程度の研修を行い、地方に本拠地があっても社会において活躍する場は世
界にあるという認識を持たせたい。また、現地企業見学などを通じ、海外で働くことにつ
いての見識を深めてもらうことを目的とする。
2014（平成 26）年度は、4 名が参加し、8 月 27 日から 9 月 3 日に台湾 2 社、中国 1 社、
香港 1 社にて研修した。なお、海外でより学習効果が上がるように、国内での事前学習を
6 日間行った。期間は短期であっても、多様な企業の海外進出の実態に触れることにより､
大きな成長が見られた。
(3) A－3 の改善・向上方策（将来計画）
海外研修については、研修先や期間について今後も改善を続けると共に、海外における
法人を巻き込んだ事件も発生しているので、海外研修中の安全について、研修先とはさら
に綿密な打ち合わせの元で研修を行っていく。
英語教育については、実践的な英語力を伸ばすための取組みとして、正課内では小人数
クラスの実現に加え英語を母語とする教員による授業数を平成 27 年度から拡大している
が、当該授業科目の割合を今後さらに増やし内容の充実を図りながら実践的な英語力の獲
得を目指す方向である。縄文を現地で学ぶ経験学習の機会は維持しつつ、地域に根差す文
化や産業に関しても、正課内および正課外では英語村を活用しながら実践的な学びの機会
に繋げる検討をする。

A-4

地域志向教育

≪A－4 の視点≫
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A－4－①

地域と連携した取組み

A－4－②

学外での取組み

(1) A－4 の自己判定
基準項目 A－4 を満たしている。
(2) A－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
本学では、基本理念として、「地域の生涯学習と地元企業の技術力・経営力の向上に貢
献」を掲げ、地域志向の教育を実施している。
地域志向教育として位置づけられている科目は「地域に学ぶ」「フレッシュマンゼミ」
及び「地域産業入門」である。以下、それぞれの科目について説明する。
① 地域に学ぶ
（1・2 年生対象、通年授業、土曜日集中授業）
本科目は、大学の地域志向の科目として 2014（平成 26）年度に新設された。
授業の概要は、諏訪地域の「歴史・文化」「自然」「産業」「行政」に関する基礎知識を
学び（講義）、現地視察によって体験学習をする。授業の目的・目標は、講義で学んだ内
容を現地視察によって自分の目で確認しさらに理解を深めるとともに、地域から学ぶこと
の大切さを実感し、地域から学ぶ姿勢を身に付けることを目指している。
2014（平成 26）年度は、下記の 4 テーマを実施した。
・地域の歴史・文化から学ぶ…茅野市の縄文文化の基礎知識を知り、縄文遺跡を見学して、
縄文文化の現代的意義を考える。
・地域の自然から学ぶ…小泉山の里山再生活動とオオムラサキの保護活動を学び、現地視
察をする。
・地域の産業から学ぶ…ものづくり産業が集積する諏訪地域の産業の歴史と現状と課題を
学び、「諏訪圏工業メッセ」を見学する。
・地方自治の意義と仕組みを学ぶ…地方自治（住民自治）とは何か、また茅野市における
「パートナーシップのまちづくり」の考え方を学ぶ。
② フレッシュマンゼミ
フレッシュマンゼミでは、自分で「テーマを見つける」「考える」
「調べる」
「発表する」と
いった積極的な学習態度と、知的関心の異なる仲間の中で「自分の考えを言葉にする」「他人
の言葉に耳を傾け理解する」「一緒に協力してまとめ、発表する」といった態度の育成を目指
している。そこで４学科の学生を混成し、教員の指導を受けながら、学生がテーマを設定し、
調査、実験等を行い発表する。2015（平成 27）年度からは地域指向性を高めるため、地域の
方々のプレゼンテーションを聞いた上でテーマ設定を「地域」に限定する試みを始めている。

③ 地域産業入門
（1 年次，必修科目，2 単位，受講者数 100 名(定員数)）
諏訪地域はかつて世界一のシルクのメッカと言われた地域であり、その産業の「かつて」
の姿や産業遺産を学ぶため、岡谷蚕糸博物館と片倉館を訪ね、それぞれ館長から講話いた
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だいている。また、諏訪圏工業メッセを見学することにより、地域の産業の「今」を学ぶ。
学生は非常に熱心に興味深く各ブースを見て回っており、教育効果は高いものと言える。
(3) A－4 の改善・向上方策（将来計画）
本講座は開始したばかりであるので、今年度の経験を踏まえて、テーマ設定、外部講師
の選定、現地視察の方法等の改善を図る。

［基準 A の自己評価］
「実践力を育む教育の推進」は、本学が開学当初から重点を置いてきた教育目標であり、当初
からアクティブラーニングの要素を取り入れ、積極的に推進してきた。この間中心に置く内容は、
環境、エネルギー等時代と共に変化させてきており、最近では、地域に学ぶ教育に重点を置いて
いる。これらの教育の成果は、学生達の声からも十分に上がっていると自己評価している。
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基準 B.
B-1

地域連携・貢献

生涯学習

≪B－1 の視点≫
B－1－①

公開講座等の実施による支援・貢献（科学啓発活動）

B－1－②

社会人の生涯学習への対応

(1) B－1 の自己判定
基準項目 B－1 を満たしている。
(2) B－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
本学の生涯学習に関わる取組みは、「生涯学習センター」の組織構成により、広く対外
的な活動を行ってきており、小学生から高校生・一般までの広範な年代階層を対象として
いる。本センターの主たる活動は以下の二つある。
① サイエンス夢合宿の実施
県内全小学校から小学生とその保護者のペア 40 組を対象に、年 1 回夏季恒例の「サイ
エンス夢合宿」を実施している。学内セミナーハウス宿泊形式により 2 日間の日程で実施
し、本学教員がいくつかの講座を設ける他、各種イベントも計画し、親子で楽しく理科に
触れる得難い経験として好評を得ている。
なお、東京理科大学の事業として実施している全国の女子高校生を対象とした「科学の
マドンナ」の開催が本学を会場として実施している。本学の教員が各種講座を設けて指導
に当たっており、参加者から好評を得ている。
①

出前授業の実施
本学教員がそれぞれの専門分野で学外の人を対象に知見を深めるための講座を公開する

もので、要請に応じて出前授業を実施している。対象は、小学生から成人・高齢者まで全
階層に渡っている。例年 40 件程度の依頼に応えて実施している。なお、高校生対象の出
前授業はその重要性に鑑み、2015（平成 27）年度から、大学で協力できる教育内容と高
校のニーズをマッチさせ効果的な学習成果を得られるよう、高大連携センターを組織化し
て専門的に対応することとなった。
(3) B－1 の改善・向上方策（将来計画）
中央教育審議会「我が国の高等教育の将来像（答申）」（平成 17 年 1 月 28 日）におい
て、大学の使命として教育・研究機能と並び、第三の機能としての「社会貢献」の重要性
が強調されている。新しい時代にふさわしい大学の位置づけや役割に鑑みれば、教育・研
究機能の拡張として地域社会の人々に対して生涯学習機能の強化を通じて大学開放の更な
る推進を図っていく必要があるものと考える。
本学の立地する地域社会は極めて勉強心旺盛の風土があり、また全国トップの長寿県で
あり高齢者・シニアのウェイトも高いことから、これまで実施してきた活動を継続すると
ともに、高齢者・シニアに向けての講座開発などについても力を入れるべきものと考える。
とくに当該地域は全国的にも別荘の多い地域で、高いスキルを持ったシニア層あるいは二
地域居住の現役層が多く居住している。これらの方々のスキルを借りまた大学を活動の場
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として利用してもらうことは、CCRC（Continuing Care Retirement Community）の観点か
らも重要な寄与となり得る。

B-2

高大連携

≪B－2 の視点≫
B－2－①

高校と連携した人材育成

B－2－②

高校教員との意見交換会の実施

(1) B－2 の自己判定
基準項目 B－2 を満たしている。
(2) B－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
本学では創立以来、生涯学習センターが中心となり、出前授業や実習などの高大連携事
業を実施してきた。事業を推進していく中で、本事業の目的や内容を明確にし、より積極
的に、また効率的に推進していくため、2015（平成 27）年 4 月に「高大連携推進センタ
ー」を設立した。
本センターの目的は、本学の地域創生活動の一環として、高等学校教育と大学教育との
円滑な接続と移行によって、長野県で必要とされる人材を高等学校と諏訪東京理科大学が
連携して育成することである。全 25 テーマからなる「高大連携出前実習」を冊子にまと
め、高校に呼びかけて連携を推進している。
主な事業としては、8 月初旬の夏休み中に本学にて 1 泊 2 日の合宿形式で「サイエンス
体験プログラム in SUWA」を開催している。また、2 月に駒ヶ根市で開催される「全国も
のづくり高大連携発表会＆マッチングフォーラム in 駒ヶ根」に参加して、高大連携事例
として成果発表や前述の「出前実習」内容の展示、説明を行っている。その他、高校ごと
の訪問やインターンシップを受け入れたり、教員が高校に出向き、設置趣旨に沿って、高
校での授業内容が大学で学ぶどの系統や分野の講義に活かされるのか、また、大学の講義
や研究で得られた知識が企業でいかに活かされるのかを明らかにし、連携事業を実施して
いる。
本学では、定期的に行われる長野県内の各分野の部会長を務める校長先生と県内大学の
高大連携担当者との意見交換会や、各高校の進路指導担当教員との懇談会などに積極的に
参加し、県内高校とその生徒の現状や大学に対する要求など情報収集を行い、本学におい
て、より効率的で中身のある高大連携事業を推進し、取組むために参考にしている。
また、高大連携事業参加引率教員と情報交換を実施し、連携事業のテーマが高校の要求
に沿ったものか、また生徒が興味を示す内容か、レベル的に十分かなど、今後の事業実施
計画も含め参考にしている。
これまで高校と単独で実施してきた模擬授業や実習、インターンシップなどを今後も継
続的に、また内容もより充実した連携事業を実施し、高校と本学との関係を密にするため、
2015（平成 27）年度には、近隣の工業高等学校三校と連携協定を締結した。
(3) B－2 の改善・向上方策（将来計画）
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2015（平成 27）年 4 月に設立した「高大連携推進センター」の活動をより推進し、効
率的に、中身の伴ったものにしていくため、高校の先生と意見交換を大切にし、そのよう
な機会があれば、上述の懇談会、意見交換会以外にも積極的に参加していく。また、高校
との関係をより強固にし協力して、高校教育と大学教育との円滑な接続と移行、長野県で
必要とされる人材を育成していくため、高校と連携協定を締結する。また、平成 30 年に
長野県で開催予定の全国高等学校総合文化祭では本学は工業部門の会場となる予定であり、
本文化祭が必ず成功するように積極的に協力していく予定である。

B－3

産学連携

≪B－3 の視点≫
B－3－①

地域産業の活性化支援・貢献

B－3－②

企業との連携実績

(1) B－3 の自己判定
基準項目 B－3 を満たしている。
(2) B－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
本学は、地域企業との連携・交流を重要視しており、長野県経営者協会会員登録を行い、
学長自ら産業界との交流を活発にしようとの姿勢を打ち出している。また、地元の茅野市
の精密工業連合会との交流も活発に行っている。また、設立以来産学官連携を重要視し、
東京理科大学科学技術交流センターの下部組織として諏訪東京理科大学科学技術交流セン
ター機能を設置し、その促進を図ってきた。2014(平成 26)年度に東京理科大学の組織改
革の一環として、科学技術交流センターが東京理科大学研究戦略・産学連携センター
（URA）に発展的に改組された。これを受けて、本学では産学官連携による地域産業の活
性化に向けた支援体制を強化すべく、URA との連携を維持しつつ本学独自組織として産学
連携センターを立ち上げた。
産学連携センターでは、産学連携の促進に向けて、本学教員の有する研究・技術シーズ
を地域企業に活用してもらえるよう産学連携センターの活動形態を紹介する「パンフレッ
ト」ならびに「一技（ひとわざ）シーズ」の冊子を作成し公開している。また、学内には
開放型の産学公交流スペースとして「アセンブリーホール」を設置している他、アクセス
の良い茅野駅ビルに「茅野・産業振興プラザ」を設置し、多目的利用ができるスペースを
確保している。また、本学と複数の産学官（現在 7 団体）との間で「連携協定」を結び、
産学官連携事業を促進するためのベースとなるしくみを構築している。
産学連携センターのもと、地域産業の活性化に資する具体的な活動として、民間企業・
自治体等からの「受託研究」および「共同研究」を本学研究職員が積極的に行っているほ
か、茅野・産業振興プラザとの共同プロジェクトとして、「QC 検定対策講座」、「経営管理
基礎講座」、「メカトロニクス講座」など各種講座を地域の企業人向けに実施、「サイエン
スフェスタ」や「親子ものづくり教室」といった小中高向けの講座の実施などを積極的に
行ってきている。
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(3) B－3 の改善・向上方策（将来計画）
中央教育審議会「我が国の高等教育の将来像（答申）」（平成 17 年 1 月 28 日）におい
て、大学の使命として教育・研究機能と並び、第三の機能としての「社会貢献」の重要性
が強調されている。これは、大学が地域社会・経済社会・国際社会等広い意味での社会全
体への発展に寄与すべきであるとの意である。
本学の立地する地域社会は多くの中小企業が集積する日本を代表する産業地域であるこ
とから、本学は地域企業・地域社会から、産学連携等を通じたより直接的・具体的また実
効性のある貢献が期待されている。従って、本学はこの期待に応えるべく、教育・研究機
能を磨きつつ、地域企業との相互連携を強化して地域産業の振興に更なる貢献ができるよ
う進めていく必要があると考える。

B－4

地域社会及び地方自治体との連携

≪B－4 の視点≫
B－4－①

地域課題解決に向けた取組み

B－4－②

地域連携センターの活動

(1)B－4 の自己判定
基準項目 B－4 を満たしている。
(2) B－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
本学は開学以来、基本理念である「地域の生涯学習と地元企業の技術力・経営力の向上
に貢献」に従って、地域貢献を使命とする開かれた大学として下表に記すように、様々な
地域課題の解決に向けた取組みをしている。
年月

内容

2003（平成 15）年 7 月

諏訪東京理科大学地域コンソーシアム推進協議会設置
自治体（岡谷市･諏訪市･茅野市・下諏訪町･富士見町･原村）の支援の
もと、本学を核として各種フォーラム開催等の活動をしている。

2006（平成 18）年 3 月

「諏訪東京理科大学と諏訪圏ものづくり推進機構との連携に関する協
定」を特定非営利活動法人諏訪圏ものづくり推進機構と締結
諏訪地域における産学公連携や新事業の創生、人材育成等に関する事
業を展開している。

2007（平成 19）年以降

公益社団法人諏訪圏青年会議所の委員として教育職員を派遣し、諏訪
地域のまちづくり活動や青少年育成活動に企画から実施まで関与して
いる。

2009（平成 21）年 4 月

「茅野市、茅野商工会議所及び諏訪東京理科大学との連携に関する協
定」を茅野市および茅野商工会議所と締結
「茅野・産業振興プラザ」を拠点として地域産業に資する各種事業に
取り組んでいる。
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2010（平成 22）年 10 月

茅野市と包括協定を締結
教員職員の委員派遣だけでなく、地域の学術・文化の発展に資するた
めに、図書館の相互連携や社会人大学院生の受入など、人的交流を通
じた地域課題の共有と解決に取り組んでいる。

2013（平成 25）年 11 月

「産学連携協力に関する協定」を諏訪信用金庫と締結
中小企業支援、人材育成、教育支援に関する活動を相互に連携して実
施している。

また、2013（平成 25）年 9 月、地域の多様な相談を整理して産学連携センターや生涯
学習センターなどの専門窓口につなぐために、総合的な窓口として地域連携センターを新
設し、兼任の事務職員と専任のコーディネーターを学内の地域連携プラザに配置している。
相談内容に応じて CLASS（学内イントラネット）による案件の学内周知や協力者募集、
あるいは解決につながる学校法人内の教育職員や本学の学生団体等の紹介を行っている。
(3) B－4 の改善・向上方策（将来計画）
今後も地域との連携を組織的に拡大・強化し、本学の人的・物的資源を地域の課題解決
に有効に活用するように努める。

[基準 B の自己評価]
以上より、
「生涯学習」
「高大連携」「産学連携」「地域社会及び地方自治体との連携」の
諸活動とその評価から、基準 B「地域連携・貢献」に関する自己点検・評価の適切性、誠
実性、有効性は担保されていると判断する。
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