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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
[建学の精神]
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(以下「本法人」
という。)が茅野市を中心とした諏訪地域6市町村及び長野県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
訪の地で具現化し、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、平成2(1990)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、外構工事費は諏訪地域6
市町村と長野県が全額負担し、大学の運営は本法人が行うこととした。
その後、平成14(2002)年4月に4年制大学への進学志向の高まりと、諏訪地域6市町村及
び長野県並びに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すため、短期大学を改組転換し、公私協力方式により4年制
大学として設置された。
本学は、前述の経緯で設置した大学として、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」と定めている。
[基本理念]
本学の基本理念として、下記のとおり定めている。
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。
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。

1

諏訪東京理科大学

[使命・目的]
本学の使命・目的は、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条と、「諏訪東京理科大学大学院学則(以下「大学院学則」とい
う。)」第5条に明確に定めている。
大学の使命・目的
本学は、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。
大学院の使命・目的
○修士課程は、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こ
とを目的とする。
○博士後期課程は、技術革新に自立して対応できる高度な研究開発能力及び技術経営
に関する幅広い素養を持ち、国際的に活躍できる豊かな学識を身に付けた人材を育
成することを目的とする。
[教育理念]
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。
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
等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する。
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する。
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する。
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。
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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。
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、使命・目的及び教育理念を具体化するた
め、授業科目、授業方法等の「教育の特色」を下記の4点に定め、これに基づく教育を実
践している。
教育の特色
１．工学と経営学の融合教育
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、全学科必修科目として「フレッシュマンゼミ」、「工学と経営」、「総
合講座」及び「総合演習」を中心に教育する。
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
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づけて教育する。
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．学習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法人化への状況
近年の少子化の影響を受け、特に地方の私立大学は全国的にも入学定員の確保が大変
厳しい状況にあり、本学も入学者の定員割れが続き厳しい大学運営に直面したことから、
平成26(2014)年4月に、本法人から茅野市に対して、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、本学及び長野県の3者で、本学の抱える課題と今後のあるべき姿
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について意見交換を行い、平成27(2015)年10月には、本学が一層教育と研究を発展させ、
さらに地域に貢献していくためには公立大学への転換が必要であるとの方向性を「今後
の諏訪東京理科大学のあり方に関する報告書(以下「報告書」という。)」として取り纏
めた。
この報告書を受け、平成27(2015)年12月、諏訪地域6市町村、本法人及び長野県の代表
で構成する「諏訪東京理科大学公立化等検討協議会」を設置し、さらにその下に「諏訪
東京理科大学公立化等検討有識者会議」を設置して検討を行ってきた。
これらの協議を経て平成28(2016)年8月、諏訪地域6市町村と本法人で、公立化に関す
る基本協定を締結し、現在、「公立大学設立準備委員会」を設置して、平成30(2018)年4
月の公立化移行に向け、具体的な内容について準備を進めている。
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Ⅱ．沿革と現況
１．本学の沿革
年

内

平成2(1990)年

容

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、経営情報学科の3学科構成)

平成14(2002)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－経営情報学科の2学部3学科構成)

平成15(2003)年

東京理科大学諏訪短期大学閉学

平成18(2006)年

諏訪東京理科大学大学院設置
(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＞)

平成21(2009)年

システム工学部の「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

平成24(2012)年

工学・マネジメント専攻に「博士後期課程」設置

平成26(2014)年

「システム工学部」を「工学部」に改組
(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の
3学科構成)

２．大学の現況 ＜平成29(2017)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番地1

(３)学部・研究科等の構成

(単位：人)

学部・研究科名

入学定員

収容定員

機械工学科

65

260

電気電子工学科

65

260

コンピュータメディア工学科

70

280

経営情報学部

経営情報学科

100

400

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

30

工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻(博士後期課程)

2

6

317

1,236

工学部

学科・専攻名

合

計
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(４)学生数、教育職員数、事務職員数
＜学生数＞
学

(単位：人)

部

学

工学部

システム工学部

経営情報学部

1年次

2年次

3年次

4年次

合計

機械工学科

85

64

39

45

233

電気電子工学科

73

49

45

31

198

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科

93

76

66

47

282

電子システム工学科

－

－

－

10

10

機械システム工学科

－

－

－

8

8

経営情報学科

114

53

36

59

262

365

242

186

200

993

1年次

2年次

3年次

－

合計

14

9

－

－

23

2

0

1

－

3

合

科

計

研究科

専攻

工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研

工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻

究科

(修士課程)
工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻
(博士後期課程)

※システム工学部は、平成26(2014)年度から募集停止
＜教育職員数＞

(単位：人)

学部
工学部

経営情報学部

学科

教授

准教授

講師

助教

非常勤教員

機械工学科

5

3

0

2

7

電気電子工学科

7

1

0

2

9

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科

5

2

1

1

3

経営情報学科

8

1

5

2

6

4

3

2

0

19

29

10

8

7

44

共通教育センター
合

計

＜事務職員数＞

(単位：人)

専任職員

臨時職員

パート職員

派遣職員

合計

20

2

1

3

26
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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」と東京理科大学と
同様に定め、地域からの要請と協力を得て公私協力方式により設置した大学として、
「主
体性の確立した人材の育成」と「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」を基本理念として定めている。
これらを踏まえ大学の使命・目的を、Ⅰ-1.[使命・目的]でも記載したとおり、「諏訪
東京理科大学学則(以下「学則」という。)第1条と「諏訪東京理科大学大学院学則(以下
「大学院学則」という。)第5条に下記のとおり示している。
＜学部＞
○本学は、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。
＜大学院＞
○修士課程は、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こ
とを目的とする。
○博士後期課程は、技術革新に自立して対応できる高度な研究開発能力及び技術経営
に関する幅広い素養を持ち、国際的に活躍できる豊かな学識を身に付けた人材を育
成することを目的とする。
さらに、学部・学科、共通教育センター及び専攻に係る人材育成等に関する目的とし
て、学則第4条、第5条及び「諏訪東京理科大学大学院研究科細則」第3条において明確に
定めている。
上記のとおり、本学の使命・目的は、その意味・内容を、学則及び大学院学則で簡潔
な文章で具体的に明文化している。
【エビデンス集・資料編】
【資料1-1-1】諏訪東京理科大学学則
【資料1-1-2】諏訪東京理科大学大学院学則
【資料1-1-3】諏訪東京理科大学大学院研究科細則
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(3) 1－1の改善・向上方策(将来計画)
本学の建学の精神、及び基本理念に基づいた使命・目的を学則に定めるとともに、学
部学科、共通教育センター及び大学院においても人材育成等に関する目的を定めており、
この使命・目的に沿って教育、研究を実施するとともに、地方創生が迫られる中で継続
して点検し、その時々の地域社会のニーズに合った見直しを行い、技術力と経営力を備
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、茅野市を中心とした諏訪地域6市町村及び長野県と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た背景から、人材育成等に関する目的に「ビジ
ネス社会との関係を理解できる技術者」、「技術の性格や技術倫理を理解できるビジネス
の専門家」の育成を目指した、工学と経営学相互の視野と知識を修得させる「工学と経
営学の融合教育」を行うことを明示し、特色ある教育を実施している。
使命・目的は、前述のとおり学則第1条と大学院学則第5条に定めており、また、社会
情勢の変化や地域社会のニーズを把握し、教育組織の改組も行う等対応していることか
ら、学校教育法83条及び99条に適合していると言える。
【エビデンス集・データ編】
【表3-2】法令等の遵守状況
(3) 1－2の改善・向上方策(将来計画)
今後も、本学の基本理念を踏まえ、使命・目的の定期的な検討・見直しを継続してい
く。
また、少子高齢化等の社会構造の変化やグローバル化の更なる進展等、社会情勢は大
きく変化しており、本学においても地域のニーズを的確に把握するために、産業界との
連携を一層緊密にし、本学の教育の特色の柱である「工学と経営学の融合教育」の取組
みをさらに発展させるよう、教育方法についての見直しを「教育推進委員会」で実施し
ていく。
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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)
使命・目的に準じた教育が行われているかを確認し、学長のもと、学部長、研究科長、
学科主任、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、教務幹
事長及び事務部長を構成員とした「学部長学科主任会議」(2回/月)と、
「大学院研究科会
議」(1回/月)を開催し、教育に係る諸施策を講じている。この会議の内容及び決議事項
は、助教以上が出席する「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
を通じて事務職員に周知されており、最近では、本法人が運営する教職員ポータルサイ
ト「CENTIS」によって教職員に周知を行っている。
また、使命・目的は本学ホームページのほか「学修簿」、「学園生活の手引」、「大学院
要覧」、「教員ハンドブック」に掲載するとともに、保証人懇談会等の機会でも周知して
いる。
平成25(2013)年度には、5ヵ年の中期計画の位置づけとして、建学の精神と基本理念の
一層の具現化を目指した下記の「大学改革基本方針」を定め、
①システム工学部改編と経営情報学部の教育研究の充実
②実践力のある学生を育成するための教育の質的転換の推進
③ラボ開設による教育と研究の活性化
④地域の課題解決のための「地(知)の拠点」機能の充実
重点目標の方針を達成すべく、平成26(2014)年度にシステム工学部2学科を工学部3学科
に改組し、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つの方針を新たに策定し、ホームページをはじめとした各種媒体
で公表している。
また、平成27(2015)年度には、平成30(2018)年度以降の本学の教育研究のあるべき姿
を構想すべく、学長のガバナンスの下、
「中期ビジョン検討委員会」において「中期ビジ
ョン」を策定し、平成30(2018)年度に現行の2学部4学科を工学部2学科へ再編すべく、現
在準備を進めている。
使命・目的を達成するための教育研究組織の構成は、図1-3-1のとおり、2学部4学科、
1研究科1専攻を置くとともに、学部の教養教育を行う共通教育センターを設置して、学
則第2条で明記した自己点検及び評価により、第1条の目的と第3条以降の教育研究組織の
構成と整合性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。
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図1-3-1

基本組織図

東京理科大学

修士課程
工学・マネジメント研究科
工学・マネジメント専攻

大学院
評議員会

学校法人
東京理科大学

博士後期課程

理事会

機械工学科

諏訪東京理科大学

監事

電気電子工学科

工学部

コンピュータメディア
工学科

学部

経営情報学科

経営情報学部

共通教育センター

また、図1-3-2のとおり、時代の変化により専門的に対応するため、学生部、図書館及
び本学の基本理念にある地域との交流を目的別に対応するため、生涯学習センター、産
学連携センター、地域連携センター及び高大連携推進センターを設置している他、学部
長学科主任会議の構成委員に、ファカルティ・ディベロップメント実施委員会(以下「FD
実施委員会」という。)委員長と学習支援室長を加えた「教育推進委員会」を設置し、本
学の教育施策の企画と教育活動の継続的な改善の推進を行うことで、教育の充実と質的
向上を諮っている。教育推進委員会が立案したFD活動方針に関してその実施はFD実施委
員会が行い、実施結果を「教学IR委員会」で分析し、教授総会を通じて全学的に周知し、
改善活動に繋げている。
図1-3-2

運営組織図
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自己点検・
評価委員会

教育推進
委員会

研究科
会議

教授総会
教授会

FD実施
委員会

教学IR
委員会

情報委員会

防災管理
委員会

学生募集
委員会

入学者選抜
小委員会

工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
研究科

工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
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工学部
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工学科
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図書館
委員会

生涯学習
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運営委員会

産学連携
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地域連携
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運営委員会

高大連携
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運営委員会

学習支援室
運営委員会
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運営委員会

機械工学科
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工学科
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【エビデンス集・資料編】
【資料1-3-1】教職員ポータル(CENTIS)について
【資料1-3-2】学修簿(平成28(2016)年度)
【資料1-3-3】学園生活の手引(平成28(2016)年度)
【資料1-3-4】大学院要覧(平成28(2016)年度)
【資料1-3-5】諏訪東京理科大学教員ハンドブック(平成28(2016)年度)
【資料1-3-6】諏訪東京理科大学大学改革基本方針
【資料1-3-7】諏訪東京理科大学平成30年度以降の中期ビジョン
【資料1-3-8】諏訪東京理科大学教育推進委員会要項
(3) 1－3の改善・向上方策(将来計画)
FD実施委員会、教務幹事会において、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、教育推進委員会において大学としての3つの方針を再確認し、各学部・
学科の方針とも一貫性を持たせるように見直しを行う。
また、現行の工学部と経営情報学部の2学部から、長野県中南信地域唯一の工学系大学
として教育と研究をさらに充実させ、地域産業・文化の振興に取組み一層地域に貢献す
る大学として、その特色をより鮮明化させるため、工学部2学科へ改組すべく、準備を進
めている。

【基準1の自己評価】
大学の使命・目的を学則と大学院学則に明確に定め3つの方針にも反映しており、教
職員と学生に浸透させるよう教員ハンドブック、学修簿等の様々な媒体を通じて周知し、
学外にもホームページ等で周知している。
また、社会の要請に合わせた地域連携を一層推進するために、学長のガバナンスの下、
全学的な推進体制を整備し中期ビジョンに基づく具体的な方針・目標を実施しており、
地域の知の拠点となる大学として継続性をもって不断の努力していることから基準1を
満たしていると自己評価する。
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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
基準項目2-1を満たしている。
(2) 2－1の自己判定の理由(事実の説明及び自己評価)
本学では、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
を定め、大学ホームページ、募集要項等に掲載するほか、オープンキャンパス、キャン
パス相談会、高校内ガイダンス、進学相談会等において広く周知している。
表2-1-1

大学のアドミッションポリシー

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
これらのアドミッションポリシーに基づき、本学では、表2-1-2のとおり、学部入学者
選抜方法として、一般入試(A方式)、一般入試(B方式)、AO入試、推薦入試(指定校制)、
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
学者選抜方法として、学内選考、一般選考(博士後期課程においては一般選抜)、他大学
等からの推薦入学、社会人特別選抜等の多様な入試方式を行っている。
一般入試(A方式)、一般入試(B方式)ではアドミッションポリシーを踏まえ、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学習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)では、本学以外にも、長野、甲府、名古屋、東京等の会場で入
試を行うほか、一般入試(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。
入試問題は、複数の本学教員が作成を担当し、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等、担当教員相互で慎重に合議しながら作成している。
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表2-1-2 入学試験の概要(平成29(2017)年度入試)
入試方式

概

要

学部入試
一般入試

大学入試センター試験の中から本学が指定した科目を受験し、その

(A方式)

結果で合否を判定する入学試験。
前期、中期、後期の3期に分けて募集を行っている。

一般入試

本学が独自に行う入学試験。

(B方式)

(前期試験)
工学部は「数学」及び「理科」、「外国語」から1科目選択。
経営情報学部は「国語」、「外国語」、「数学」から2科目選択。
(後期試験)
工学部は「数学」1科目のみ。
経営情報学部は「国語」、「数学」から1科目選択。
上記の2期に分けて募集を行っている。

AO入試

志望学科への入学を第一志望とする者で、
①課外活動、学術・文化、スポーツ等で優れた実績をあげた者
②技術・技能で高度な資格を有している者
に対して、書類選考及び面接にて選抜を行う入学試験。

推薦入試

本学から依頼した学校長の推薦があり、本学を第一志望とし、各学

(指定校制)

科の推薦要件を満たす者に対して書類審査及び面接を行う入学試
験。なお、工学部は口頭試問(数学)を課している。

推薦入試

学校長の推薦があり、学部が設定した推薦要件(特定科目の履修及び

(公募制)

評定平均値が3.5以上)を満たす者に対して、書類審査及び面接を行
う入学試験。
指定校推薦と異なり、他大学との併願が可能。なお、工学部は口頭
試問(数学)を課している。

専門高校・総合

工業、商業、農業等専門教育を主とする高等学校もしくは中等教育

学科特別選抜

学校で専門教育を主とする学科に在籍した者、及び総合学科で専門
に関する科目を20単位以上修得した者に書類審査及び面接を行う入
学試験。なお、工学部は口頭試問(数学)を課している。

外国人留学生入

日本の国籍を有さない者に、日本留学試験の結果を含む書類審査及

学試験

び面接を行う入学試験。
大学院入試(修士課程)

学内選考

当該年度に本学学部を卒業予定の者で、本学大学院工学・マネジメ
ント研究科修士課程への進学を第一希望とする者に対して、書類選
考及び面接を行う入学試験。

一般選考

学部卒業程度の者に対して、書類選考、面接及び筆記試験を行う入
学試験。
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他大学からの推

本学大学院における教育研究を熱望し、学業成績が優秀であると所

薦入学

属学部長あるいは指導教員に認めら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。
大学院入試(博士後期課程)

一般選抜

修士修了程度の者に対して、修士論文の内容、関連する専門科目及
び外国語(原則として英語)について口頭試問を行うほか、必要に応
じて筆記試験を行う入学試験。外国人に対しては、日本語力につい
ても面接試験を行う。
大学院入試(修士課程)、大学院入試(博士後期課程)共通

社会人特別選抜

原則として1年以上(博士後期課程は2年)の職業経験を持つ社会人に
対して、学士(博士後期課程は修士)相当の学力・経験を有すること
を判定するため、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、主に県内出身者が占める推薦入試と、主
に県外出身者が占める一般入試の募集定員の割合を「学生募集委員会」が設置した「入
学者選抜小委員会」で検討し、学長が決定している。
大学全体を通じては、表2-1-3のとおり学部の入学定員合計300人に対して、入学者が
下回る状況が続いていたが、平成26(2014)年度に工学部の再編を行ったことにより、志
願者数は増加傾向となった。また、平成30(2018)年4月の公立大学法人化に向けた基本協
定の締結とその発表を受け、平成29(2017)年度入試は志願者1,600人、入学者365人とな
り、すべての学部・学科で定員を充足した。
表2-1-3 志願者・入学者の推移
学

部

(単位：人)

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

工学部

－

708

694

731

1,202

入学定員200人

－

156

171

202

251

システム工学部

340

－

－

－

－

入学定員200人

156

－

－

－

－

経営情報学部

134

98

102

122

398

入学定員100人

74

46

43

57

114

学部合計

474

806

796

853

1,600

入学定員300人

230

202

214

259

365

※上段：志願者、下段：入学者
システム工学部では、平成25(2013)年度には学部全体の志願者数が340人、入学者数は
156人であったが、平成26(2014)年度に「システム工学部」2学科から「工学部」3学科に
再編を行った結果、志願者数708人、入学者数156人、平成27(2015)年度は志願者数694
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人、入学者数171人と志願者は倍増し、平成28(2016)年度は志願者731人で入学者数202
人となり入学定員を充足するに至った。平成29(2017)年度は公立大学法人化に向けた基
本協定の締結とその発表を受け、志願者1,202人、入学者251人とさらに志願者が増加し
た。
経営情報学部では、平成20(2008)年度までは100人の入学定員を満たしていたが、平成
21(2009)年度に志願者数156人、入学者数95人と定員割れとなった。平成22(2010)年度か
ら再度入学定員を満たしていたが、平成24(2012)年度に志願者数159人、入学者数99人と
定員割れとなって以降、平成25(2013)年度が志願者数134人、入学者数74人、平成26(2014)
年度が志願者数98人、入学者数46人、平成27(2015)年度が志願者数102人、入学者数43
人、平成28(2016)年度が志願者数122人、入学者57人と定員割れが続いた。このことに対
応するため、2013(平成25)年度に経営情報学部にコース制(「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、高等学校における広報活動の
際に、その教育内容の浸透を図っている。なお、平成26(2014)年度からは、コース名か
らより内容をイメージしやすいように「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」に名称を改めている。さらに、県外高校生の志願者増加を
目指し、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」等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。平成29(2017)年度は
これら取組みに加え、公立大学法人化に向けた基本協定の締結とその発表を受け、志願
者398人、入学者114人と入学定員を充足するに至った。
工学・マネジメント研究科では、表2-1-4のとおり修士課程の入学定員15人に対して、
平成25(2013)年度まではほぼ定員を充足していたが、平成26(2014)年度に9人となり定員
を大きく下回った。平成27(2015)年度14人、平成28(2016)年度8人、平成29(2017)年度14
人と、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人に
対して、平成27(2015)年度1人、平成28(2016)年度0人、平成29(2017)年度2人となってい
る。
表2-1-4 大学院入学者の推移
研究科

(単位：人)

平成25年

平成26年

平成27年

平成28年

平成29年

度

度

度

度

度

17

9

14

8

14

2

1

1

0

2

工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科
(修士課程)
入学定員15人
工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科
(博士課程)
入学定員2人
【エビデンス集・資料編】
【資料2-1-1】志願者・入学者一覧(過去5年間)
【資料2-1-2】入学者選抜小委員会議事抄録
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【エビデンス集・データ編】
【表2-1】学部・学科別の志願者、合格者、入学者の推移(過去5年間)
【表2-3】大学院研究科の入学者の内訳(過去3年間)
(3) 2－1の改善・向上方策(将来計画)
学部、学科の特徴により、社会情勢等による志願者数と入学者数は影響を受け、平成
26(2014)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、地域社会や時代
の要請に対応するため、アドミッションポリシーの検証と見直しを継続して行う。
本学では、特に地域産業の要である「ものづくり」を支える機械電気技術や今後の地
域産業をリードしていく人工知能等の情報応用技術について深い関心を持ち、自律した
社会人として地域や国内外で活躍できる人材の育成を目的として、平成 30(2018)年度に
現行の 2 学部 4 学科を工学部 2 学科に改組すべく準備を進めている。
また、多様な学生の受入れのため、学部では工学系短期大学、工業高等専門学校、各
種専修学校等からの編入学と、大学院では、社会人、留学生等の受入れを促進するため
の入学者選抜方法及び教育課程について見直しを行う。

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)
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3つの領域に分かれており、それぞれ本学の使命・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(表2-2-1)に対応して体系的に設定
されており、各学科、教養教育を行う共通教育センターにおいて教育課程を編成し、実
施している。
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表 2-2-1

大学のカリキュラムポリシー

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。
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、
「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」、「一般科目」、「導入基礎科目」
に細分され、専門教育領域科目はさらに「基礎専門科目」、
「専門科目」、
「関連専門科目」、
「環境関連専門科目」に細分されている。
表2-2-2

各領域に設置する科目の概要

領域
①融合教育領域科目

科目の概要
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によって工学と
経営学の融合教育を実施している。
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」を設置し、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
を与えるかを理解させるとともに、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う。

②共通教育領域科目

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。
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おり、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
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基礎に分け学修する。
英語等の外国語科目では、複数のクラスを異なる時間に設
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、英語等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、それぞれのクラスに適した教授方
法で実施する工夫を行っている。
③専門教育領域科目

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」に対応して高度な専門知識
の修得と問題発見・解決能力を身に付けることを目的とした
教育を行っている。
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

①～③以外の領域として「自由領域科目」を設け「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
で修得した科目を大学のカリキュラムポリシーである「専門
のみでない幅広い素養を養う」に該当する科目とし、当該領
域科目として扱う。

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4
領域の科目をそれぞれ表2-2-3のとおり修得することを定めている。
表2-2-3 学部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

6単位

39単位

63単位

16単位

124単位

経営情報学部

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。
＜科目の区分＞
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
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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。
全学部、学科とも1年間で履修登録が可能な単位数の上限を49単位と定め、1単位当た
りの学習時間の確保に努めるとともに、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、準備学習・復習の内容を明記しており、授業時
間に加えて、自己学習の時間を担保している。
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、「ファカルティ・ディベロップメント実施委員会(以下
「FD実施委員会」という。)」を設けている。FD実施委員会では、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等を行ってい
る。
授業アンケートは、毎学期に全教員が実施しており、実施率は、表2-2-4のとおり非常
勤講師を含めてほぼ100％である。授業アンケートの集計結果を受けて教員は各自で振り
返りを行い、学生に向けては授業アンケートの集計結果に教員からの振り返りコメント
を付して学生ポータルサイト(CLASS)により公開することでフィードバックを行い、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、授業アンケートで
の評価が高い授業を「高評価授業」として、担当教員を表彰することで、モチベーショ
ンの向上を図っている。あわせて、すべての教員が担当授業のいずれかを公開し、他の
教員が授業参観、評価することで各教員相互による教授改善・教育力向上の取組みとし
ている。
表2-2-4

授業アンケート実施率

平成26年度

平成27年度

(単位：％)
平成28年度

前期

後期

前期

後期

前期

後期

専任教員

98.1

98.0

100.0

100.0

100.0

100.0

非常勤講師

100.0

95.2

100.0

95.5

100.0

100.0

合計

98.7

97.2

100.0

98.6

100.0

100.0

【エビデンス集・資料編】
【資料2-2-1】学修簿(平成28(2016)年度)
【資料2-2-2】授業アンケート実施結果(平成27(2015)年度、平成28(2016)年度分)
【資料2-2-3】FD実施委員会議事次第(平成27(2015)年度、平成28(2016)年度分)
【資料2-2-4】学園生活支援システム（CLASS)
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【エビデンス集・データ編】
【表2-5】授業科目の概要
【表2-6】成績評価基準
【表2-7】修得単位状況(平成28(2016)年度実績)
【表2-8】年間履修登録単位数の上限と進級、卒業(修了)要件(単位数)
(3) 2－2の改善・向上方策(将来計画)
教育課程の編成にあたり、本学の教育の特色である「工学と経営学の融合教育」をさ
らに発展させるため、
「教育推進委員会」を中心に、技術者に必要な経営管理等のマネジ
メント力を強化するカリキュラムを編成する。また、地域の歴史や文化、環境等を学ぶ
ことで地域の特性を知り、地域の課題を解決できる人材を育成することを目的として、
学生の社会参画力や課題解決力を伸ばすPBL(Project Based Learning)授業を推進してい
く。
さらに、教育課程編成の改善を行うため、「教育推進委員会」において、FD(Faculty
Development)活動の基本方針を明確に示し、その方針に従い、FD実施委員会を中心に、
FD活動のPDCAサイクルを実践する方策を検討していく。

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、以下の6項目において教員と職員が協働し、さらにTA制度の連動によって、
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、①ガイダンスグループ制度②学修ポートフォリ
オ③オフィスアワー制度④学習支援室の設置⑤TA制度⑥保証人に向けた懇談会の実施及
び勉学状況通知、が挙げられる。
①ガイダンスグループ制度
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、
入学当初より各学科の新入生を8人程度の小グループに分け、そのグループを教員が
卒業するまで担任し支援を行う「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教員は、各期初めに学生と面談を行い、単位修得状
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、悩み事等の相談への
対応を行い、FDの一環として行われる授業アンケート以外においても、学生から直
接意見を汲み取るとともに学修及び授業支援の体制改善に役立てている。
20

諏訪東京理科大学

②学修ポートフォリオ
修学指導内容を学生と教員が共有するために、学生には学修ポートフォリオ(自己点
検表)を作成させている。学修ポートフォリオには、上記の学修に関わる内容と、課
外における内容があり、後者においても学期初めに履修計画や卒業後の夢、目標達
成のためにやるべきことを記入させ、振り返りを行うことで、客観的に自身を評価
し、自己の成長を実感して修学に励むことを支援するためのツールとして活用して
いる。
③オフィスアワー制度
学生から教員への質問及びコミュニケーションを円滑かつ容易に行えるよう、各教
員はオフィスアワーを設け、シラバス内で公開し、訪問のあった学生に対応してい
る。
④学習支援室の設置
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
設置されており、基礎学力に不安がある学生の学習相談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、再試験までに十分な学習期間(１
ヵ月以上)を確保するとともに、学習支援室が主体となり、再試験受験者に向けて再
試験対策講座を実施し、授業内容の振り返りや定期試験問題の解説等を行っている。
学習支援室の利用件数は表2-3-1のとおり、年度によりばらつきはあるが多くの学生
の学習支援に役立っている。
表2-3-1
学部学科名

学習支援室の利用者延べ件数

(単位：件)

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

91

70

38

56

34

208

359

249

138

221

工学部ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科

－

－

54

63

132

経営情報学部経営情報学科

41

23

24

24

35

合

340

452

365

281

422

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

⑤TA制度
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教育指導補助の役割
を目的に、大学院生をTAとして採用し受講者に対して適切な指導を行う体制を整え
ている。また、実験・演習後の質問等についても、TAに一部の対応を任せており、
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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を勤める大学院生にも
自身の学術習熟度と指導力の向上及び授業補助・実技指導の訓練として役立ってい
る。
⑥保証人に向けた懇談会の実施及び勉学状況通知
学生の保証人に対して毎年9月末に保証人懇談会を実施している。また、毎年3月末
に保証人に送付する成績通知と併せて各学科から単位取得状況を通知しており、平
均修得単位数と比較して修得単位数が少ない場合や各学部学科履修内規により卒業
研究に着手できず卒業年度が延びる場合等、保証人に書面で通知している。さらに、
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、学生の学修状況・家庭で
の状況等を双方が共有した上で学修支援を行い、中途退学者や休学者及び留年者減
少の対策に役立てている。
【エビデンス集・資料編】
【資料2-3-1】学科別TA採用人数データ
【資料2-3-2】学科別保証人懇談会参加人数データ
(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継続して行うとともに、学科内の教員が数名の学
生を受け持つガイダンスグループ制度を継続させ、入学時・新年時等の学生への履修に
関する個人指導体制を継続して実施していく。
また、すべての学生が順調に学修し卒業できるよう、基礎科目のクラス編成の工夫、
必要な教員の確保、学生の自主学習活動の支援のため、学習支援室に教育専門の教員を
配置する等、多様な学生に対応できる支援体制を教務幹事会で検討する。
さらに、学生自身が定期的に振り返りと目標の設定を行い、入学から卒業までの継続的
なレベルアップに繋げることができるよう学修ポートフォリオの機能の充実と活用機会を
検討し、より質の高い学修活動の支援を行う。

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

(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、卒業・修了認定等の基準は「諏訪東京理科大学学則(以下「学則」という。)」
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。)」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、講義科目は15時間の
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授業時間と30時間の自習時間、外国語・実習・実技・演習科目は30時間の授業時間と15
時間の自習時間、実験科目は30時間の授業時間と15時間の自習時間、又は45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付与す
る単位数を定めている。
学期は、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、1単位に必要な授業時間を満たすよう授業回数を適切に確保して
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試験に代えることもある。
成績評価は、素点が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」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説明が行わ
れている。
本学では、GPA制度を導入している。GPA制度により、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の算出は表2-4-1のとおりであり、学生は学生ポータルサイト(CLASS)によ
りGPAを含めた成績評価と単位修得状況について確認することができる。
表2-4-1

GPA算出について

１. GP(Grade Point)：1 ポイント刻みの 4 段階
区分

表記

評価

素点

GP

S

秀

100～90 点

4.0

A

優

89～80 点

3.0

B

良

79～70 点

2.0

C

可

69～60 点

1.0

D

不可

59～0 点

0.0

ブランク(－)

評価不能

－

0.0

合格

不合格

２. GPA 算出対象外科目
内容

表記

GP

認定

N

―

※原則として、表記 N の認定科目(本学以外で修得した科目を単位認定した科目
および各種検定合格等により単位認定した科目)は GPA 算出対象外とする。

３. GPA の算出方法
下記の式のとおり算出し、小数点第 3 位を四捨五入する。
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GPA＝

4×S修得単位数＋3×A修得単位数＋2×B修得単位数＋1×C修得単位数
総履修単位数（Dと－は含むが、Nは含まない）

４. 再履修科目の取扱い
不合格であった科目を再履修して合格した場合は、合格となった時点で、以前に
不合格であった同科目の単位数を GPA の計算式の分母から除外する。

進級要件は、工学部機械工学科のみ、履修内規で2年次から3年次の進級要件を定めて
いるため2年次原級生が存在し、全学科において、卒業要件を満たすことのできなかった
4年次原級生が存在している。また、全学科において、卒業研究の履修条件を定めており、
その条件を満たした者のみ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(表2-4-2)を定め、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、学科毎に行う卒業判定会議を経て学長が行っている。
表2-4-2

大学の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
に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」を身に付け、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
【エビデンス集・資料編】
【資料2-4-1】諏訪東京理科大学学則
【資料2-4-2】諏訪東京理科大学大学院学則
【資料2-4-3】学修簿(平成28(2016)年度)
【資料2-4-4】履修の手引(平成28(2016)年度)
【エビデンス集・データ編】
【表2-6】成績評価基準
【表2-7】修得単位状況(平成28(2016)年度実績)
【表2-8】年間履修登録単位数の上限と進級、卒業(修了)要件(単位数)

(3) 2－4の改善・向上方策(将来計画)

24

諏訪東京理科大学

平成 30(2018)年度に現行の 2 学部 4 学科を工学部 2 学科に改組すべく準備を進めてい
るが、改組後のディプロマポリシーにおいて、卒業基準の明確化と厳正な適用を行うこ
とを目的として、既に導入している GPA に加え、学習成果の質を客観的に把握するため
GP の積算値である GPS(Grade Point Sum)を 2 つ目の指標とし、GPA と GPS を考慮して、
学位を授与すると明記することとなった。今後、教務幹事会を中心に、GPA 及び GPS を
考慮する際の具体的な基準値について検討を進めていく。

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、学
生が卒業までの間に自立を図るための能力を段階的に身に付けることができる支援体制
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を行い、学生の就職支援の一助を担っている。
また、初年次からのキャリア教育・職業教育の充実を目的に、就職幹事会で各種の支
援行事を計画・実施している。本学の一般科目に含まれるキャリア支援に関する科目と
その内容は表2-5-1のとおりである。
表2-5-1
科目名
キャリア開発1

一般科目に含まれるキャリア支援関連科目

科目区分と対象

科目のテーマと内容

共通教育

「自己と仕事の関わり」をテーマにして、働くと

1-2年次・選択

いうことについて基礎的な理解を得る上で必要
な講義を行う。人生における仕事の意義、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う。

キャリア開発2

共通教育

「基礎能力を養成する」をテーマにして、社会人

2-3年次・選択

として仕事をしていく上で求められる社会人基
礎力を学び自己理解を深める。同時に社会人とし
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て必要とされる物事を正しく理解し、論理的に考
え、それを的確に表現するための国語知識・文章
理解力及び数値・データを正確に評価し、必要な
数値を割り出すための数的処理能力を養う。
キャリア開発3

共通教育

「実践力を高める」をテーマにして、社会でのミ

3-4年次・選択

スマッチによる早期退職に陥らないための充分
な社会・職業理解を行い、自分自身で選択肢の多
い将来の進路を考えるための基礎を培う。働く
場・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。また、就職試
験に合格する力(エンプロイアビリティスキル)
をつける。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
る。

インターンシッ

工学部

学外での就業体験を通して、授業の内容が現場で

プ

電気電子工学科

はどのように活かされているかを認識し、学習の

3-4年次・選択

動機付けをする。併せて、社会の一員としてのマ

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工

ナー・責任感・厳しさを体験することにより、自

学科

己啓発の機会を得ることを目的とし、インターン

3年次・選択

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表2-5-2のとおり、
様々な種類のキャリア教育及びキャリア支援行事を展開しているが、学年・学科・年度
毎に学生の参加状況にばらつきがあり、学生の求める支援の確認、あるいは実施時期や
実施方法の改善が課題であったため、平成28(2016)年度に各学科の内定取得者からこれ
らに関する聞き取り調査を行った。その結果、実施を知らなかった行事・必要性を感じ
なかった行事・役に立った支援・不足している支援等の意見が得られた。聞き取り内容
については資料2-5-3「就職支援行事に関する聞き取り調査」のとおりである。
また、キャリアセンターが中心となって低学年時より個別面談を実施、学生たちのキ
ャリア形成のアドバイスを行っている。
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表2-5-2
学

キャリアセンターによる支援

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)キャリア形成に関する個別面談(2年次学生全員に実施)

3年次

【就職について考える】
(1)進路ガイダンス(2)適性検査(3)キャリア形成に関する個別面談(3年次
学生全員に実施)
【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
(4)地元企業見学会(5)諏訪圏工業メッセ見学会
【就職試験対策】
(1)キャリア形成に関する個別面談(3年次学生全員に実施)(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)進路に係る個別相
談(個別に相談があった内容に対応)
(4)学内合同企業説明会(5)求人情報提供

インターンシップについては、授業科目として取り組むものを含め、表2-5-3とおりの
参加状況である。
表2-5-3

インターンシップ参加状況

(単位：人)

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

工学部

-

-

-

-

21

システム工学部

2

8

18

20

-

経営情報学部

0

3

4

1

7

合計

2

11

22

21

28

さらに、資格試験に係る対策講座の開催や受験会場を本学に設定する等の支援を行う
ほか、就職関連の情報を学生ポータルサイト(CLASS)に公開し、学生と企業等双方に随時
情報を提供している。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。また、平成29(2017)年4月からは外部企業が運営している就職関係ポータルサ
イト(キャリタスUC)を導入し、企業が配信した求人情報を、学生がリアルタイムで閲覧
することのできる環境を整備したことで、迅速な情報提供を可能とした。
加えて、就職幹事が学生の個別相談への対応や企業情報の提供を行っており、企業や
各種団体等から依頼された求人情報を就職掲示板やメールで配信するとともに、希望先
業界等がマッチした学生へ直接連絡する等の方法で速やかに展開するほか、各研究室の
27
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指導教員が研究指導をしながら、常に進路相談や応募書類の作成について指導を行い、
学生の希望にあった企業等に就職できるよう支援をしている。その結果、就職率は平成
25(2013)年度95.7%、平成26(2014)年度96.8%、平成27(2015)年度98.1%、平成28(2016)
年度99.3%と高い水準を示しており、過去5年間の平均では、就職先の70%以上が長野県内
の企業等で占めている(表2-5-4参照)ことから、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」に資する結果であると言える。
表2-5-4

過去5年間の就職状況

(単位：％)
平成28年

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

就職内定状況

93.9

95.7

96.8

98.1

99.3

長野県内就職率

80.0

68.7

71.9

75.6

64.5

度

学生が低学年時から地域や企業と接点を持つことは、社会的及び職業的自立を図るた
め非常に有益な事であることから、地域からの要望や課題に対して、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
ている。地域連携プラザは研究室と地域の企業との共同研究や授業、学生団体や学外行
事活動等での協働作業場として、積極的に活用している。
その他の活動として地元ハローワークと連携して学卒就職担当スタッフと直接面談す
る機会を定期的に設けており、就職活動だけでなく卒業後も視野に入れた今後の活動に
ついてのアドバイスを受けている。また、就職以外の進路として、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等を行っており、学生が所属する研究室の教員がこ
れに協力している。
【エビデンス集・資料編】
【資料2-5-1】卒業後の進路先の状況(平成28(2016)年度実績)
【資料2-5-2】諏訪東京理科大学就職幹事会議事次第
【資料2-5-3】「就職支援行事に関する聞き取り調査」まとめ
【エビデンス集・データ編】
【表2-9】就職相談室等の利用状況
【表2-10】就職の状況(過去3年間)
【表2-11】卒業後の進路先の状況(平成28(2016)年度実績)
(3) 2－5の改善・向上方策(将来計画)
キャリア支援行事への参加を促進する等、学生の就職に対する意識づけをさらに行う
ために、入学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・学生ポ
ータルサイト(CLASS)・メール等を活用して各行事の実施について徹底的に情報を届ける
ようにする。
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また、学生の進路決定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行
いやすいように、各教員による就職幹事への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、学生と企業のマッチングを図るため、地域連携プラザでの協働によるつなが
りを活かした、地元企業との産学連携の仕組みの構築と、インターンシップへの活用方
策の検討を行う。
就職支援行事に関する聞き取り調査を毎年度実施し、その結果を踏まえ、学生への情
報伝達方法として、電子メールが有効であり学内掲示板の掲示物によって周知を図った
情報は適切に伝わっていないことが分かった。これらの意見を踏まえ、就職幹事会を中
心に、学生個人個人の学科、志望業界・職種、就職活動の進捗状況等、価値の高い情報
提供ときめ細かい指導、支援体制の充実を図る計画である。

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、FD実施委員会が「授業アンケート」を、
教育推進委員会が「卒業時学生満足度調査」を実施している。
授業アンケートは、平成26(2014)年度以前は教員1人に対して1科目を実施していたが、
平成27(2015)年度は全必修科目及び1人の教員につき2科目以上を実施し、平成28(2016)
年度以降は従前に対してアンケート内容を厳選した上で全科目で実施している。また、
平成27(2015)年度からは当該授業科目の成績評価により回答内容に傾向が生じると想定
し、成績評価ごとにⅠ群、Ⅱ群、Ⅲ群と区別・集計し、成績評価と回答の関連性を分析
する等の工夫をしている。
平成28(2016)年度の前期に行った授業アンケートの結果では、84.9%は「その分野への
興味が増した」と回答するほか、82.0%が「授業内容は分かり易かった」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、教員は結果に対して
フィードバックコメントを書くことにより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、教員相互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・参考となった手法等を「授業参観報告書」にまとめ、FD実施委員会
に報告している。FD実施委員会は授業参観報告書について、どのような授業方法や手法
が有効であるかを分析し、その結果を専任教員及び非常勤講師に周知している。
平成27(2015)年度に行った卒業時学生満足度調査では、
「諏訪東京理科大学の教育やカ
リキュラムについて、どの程度満足していますか」という問いに、87.8％が「全体とし
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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、本学を卒業する学生が教育やカリキュラム
に満足し、専門知識と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、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。特に各授業における準備学習や復習時間
のシラバスへの明示について、ピアレビュー実施当初は記載が不十分なシラバスもあり
学生への周知も不十分な場合もあったが、徐々に改善することにより、その結果として
授業時間外の自習時間が少しずつではあるが増加している。
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等により確認し
ている。
【エビデンス集・資料編】
【資料2-6-1】授業アンケート重点項目経年比較
(平成27(2015)年度第1回FD実施委員会資料2-3)
【資料2-6-2】平成28(2016)年度授業参観実施概要
【資料2-6-3】平成28(2016)年度前期及び後期授業参観報告書一覧
【資料2-6-4】シラバスチェックシート経年比較(平成26(2014)年度～平成28(2016)年度)

(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を各授業の改善へ反映することや、シラバスの点検に
より、教授方法の質を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し、組
織的な教育改善活動に取組む。また、FD実施委員会を中心に各授業の改善状況と教育目
標の達成状況を点検・評価し、フィードバック及び改善に繋げるためのPDCAサイクルの
構築を検討する。

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
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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
事務部長が構成員となっている。
また、学生部委員会を中心に、本学の基本理念である｢主体性の確立した人材の育成｣
の実現を目的に、学生の主体性・創造性・実践力を育成するため、課外で行う自主的、
継続的なチャレンジ活動を支援する制度として「学生チャレンジプラン」を平成16(2004)
年度より実施しており、学生が企画立案した事業を審査し、一件につき50万円を上限額
として助成している。毎年多くの申請があり、平成28(2016)年度の申請状況は表2-7-1
のとおりであり、学生チャレンジプランの成果は平成28(2016)年度分より本学ホームペ
ージに掲載している。
表2-7-1
No.
1
2

平成28年度学生チャレンジプラン採択状況一覧

プラン名
EV カーの設計・製作
災害時および災害後のための

運営者所属
機械ｼｽﾃﾑ工学科
(4 年)
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科

情報統合サーバの作成

3

植物ユニットでの野菜栽培

4

全国製造業コマ大戦

(2 年)
経営情報学科
(4 年)
機械ｼｽﾃﾑ工学科
(4 年)

参加学生

支援

人数

決定額

5人

25 万円

8人

20 万円

5人

2 万円

2人

10 万円

4人

13 万円

10 人

30 万円

植物ユニット 2.0 の開発を目
5

指して

経営情報学科
(4 年)

～IoT を活用した知能化農業
基盤の構築～

6

全日本学生フォーミュラ大会
への出場

機械工学科(1 年)

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おり、開室時間中はカウ
ン セ ラ ー が 常 駐 し 相 談 の 対 応 と カ ウ ン セ リ ン グ を 行 っ て い る 。 さ ら に 、 SD(staff
development)の一環として「教授総会」においてカウンセラーによる研修を実施してお
り、学生の現状や対応方法等を知り学生指導に対する理解度を向上させる機会を設けて
いる。
学生の心身の健康保持と増進を図るため、保健管理センター・学生相談室を設け、学
生の支援活動を行っている。毎年4月に保健管理センターが実施している定期健康診断で
は、健康診断の他に保健師との面談も併せて実施しており、内容に応じて別の学内カウ
ンセラーの紹介を行い、心身だけでなく学生生活全般や金銭の不安等の相談にも応じて
いる。
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学生の学生生活における金銭面への不安解消のための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)」を平成26(2014)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加え、本学独自の奨学金制度として給付型の「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」、
本学に在籍中または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、平成26(2014)年度より、経済事情等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、平成27(2015)年度から、オープンキャンパスの補助員等、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よう、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」を新設した。
学生生活に関する学生からの意見・要望の把握とその対応を目的として、表2-7-2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、学生サービスの一環とし
て、これまでの大学ホームページ等による広報に加え、保証人や本法人内に本学の状況
を広く周知するための広報誌「標高918の風」を年に2回発行し、学生の活発な活動、学
内の教育研究等についての情報提供に努めるとともに、年1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。
表2-7-2
実施年度
毎年度実施

学生動向調査実施状況

調査及び調査対象
新入生アンケート
(対象：1年生)

第1回(平成18(2006)年度)
第2回(平成23(2011)年度)

学生実態調査

第3回(平成27(2015)年度)

(対象：2,3年生)

以降隔年で実施

調査内容
本学に対する印象や大学生
活に対する姿勢等を把握す
ることを目的として実施
在学生の大学生活に対する
満足度や要望等を把握する
ことを目的として実施
卒業者の大学満足度や卒業

毎年度実施

卒業時学生満足度調査

時の評価等、総合的な満足度

(対象：4年生)

を把握することを目的とし
て実施

【エビデンス集・資料編】
【資料2-7-1】学生支援方針(平成28(2016)年度)
【資料2-7-2】学内ワークスタディ制度に関する取扱要項
【資料2-7-3】学生部委員会議事次第(学生支援方針(平成28(2016)年度審議時))
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【資料2-7-4】平成28(2016)年度学生支援に関する研修会実施概要
【資料2-7-5】「諏訪東京理科大学教育課程外の活動・支援方針」に対する
学生相談室における活動
【資料2-7-6】教学IR委員会議事次第
【資料2-7-7】教授総会議事次第(教学IR委員会分析結果報告時)
【資料2-7-8】新入生アンケート結果(平成29(2017)年度)
【資料2-7-9】学生実態調査結果(平成27(2015)年度)
【資料2-7-10】卒業時学生満足度調査結果(平成28(2016)年度)
【エビデンス集・データ編】
【表2-12】学生相談室、医務室等の利用状況
【表2-13】大学独自の奨学金給付・貸与状況(授業料減免制度)(平成28(2016)年度実績)
【表2-14】学生の課外活動への支援状況(平成28(2016)年度実績)
(3) 2－7の改善・向上方策(将来計画)
大学独自の授業料減免制度や経済的に困窮する学生に対する経済的支援の他、学生が
学習や生活に対して、自ら意欲的に取り組むことを促すため、成績優秀な学生の顕彰制
度や給付型の特別奨学金を設ける等、学生部委員会を中心に学修意欲向上を図るための
新たな制度の導入を検討する。
メンタルヘルスをはじめとする学生の心身の健康を管理するため、学生相談室にメン
タルヘルスの専門人材を配置し、保健管理センター及び衛生委員会との学内連携等によ
る支援体制を整備する。
また、多様な学生の受入支援として学生支援・教務担当事務部署や学生相談室・保健
管理センター・教員等が連携を取り、障がい者・外国人・社会人等多様な学生が、充実
した学生生活を送ることができるよう、案件内容に応じた支援体制を整備する。

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54人(うち教授29人)・非常勤講師44人であり、大学設置
基準上必要な専任教員数53人及び教授数27人を満たしている。
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専任教員54人の年齢別構成は、20歳代1人・30歳代12人・40歳代11人・50歳代18人・60
歳代12人となっている。
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・昇任は、学科及び共通教育センターの会議において候補者を選考の後、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。当該委員会で適格と認
められた候補者については、各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、学長が採用・昇任を決定する。
表2-8-1
学部・学科

工学部

経営情
報学部

諏訪東京理科大学の教員数(平成29年5月1日)

設置基準上必要専任

非常勤

教員数

教授数

講師数

10

8

4

7

0

10

8

4

9

1

1

9

8

4

3

1

2

5

16

14

7

6

4

3

2

0

9

－

－

19

－

－

－

－

－

15

8

－

29

10

8

7

54

53

27

44

教授

准教授

講師

助教

計

機械工学科

5

3

2

0

電気電子工学科

7

1

2

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科

5

2

経営情報学科

8

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

(単位：人)

本学では、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。平成29(2017)年度現在の共通教育セ
ンター所属の専任教員は9人であるが、多岐にわたる分野の教養教育を系統的に施すため
19人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・学科所属の専任教員も授業を担当し、連携を密にしながら教育を行っている。
共通教育センターは、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「共通教育センター
会議」で議論し、教務幹事会等で学科との調整を行い、学部長学科主任会議に諮った後、
さらに多くの教員から意見を求める必要があると判断される案件については、最終的に
教授総会で審議承認した後、学長が決定している。
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。また教学IR委員会もFDに関するPDCAサイクル
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を担う役割として機能している。
＜教員相互による資質・能力向上に関するFD活動＞
①平成17(2005)年度より授業アンケートを実施し、授業改善に役立てている。平成
25(2013)年度からは授業アンケートにおいて評価上位20%の授業を「高評価授業」と
し、担当教員に対して学長表彰を行って顕彰している。また、平成27(2015)年度よ
り授業アンケートの対象科目を全科目に広げ、授業アンケートの結果、及び授業ア
ンケートに対する教員のコメント(KPT分析：良かった点、改善すべき点、今後トラ
イする点)を収集し、学生ポータルサイト(CLASS)により学生にフィードバックして
いる。
②平成27(2015)年度よりすべての教員が担当授業のいずれかを公開し、他の教員が見
学後に授業参観報告書の提出を行うことで、授業改善・教育力の向上を図っている。
③平成25(2013)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。
④PBL型授業の導入、実施について検討すべく、担当教員による定期的な連絡会を開催
し、授業改善に関する意見交換を行っている。
⑤卒業研究の最終発表会に向けて、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。
⑥大学・教育改革に関わる研究会等に係る旅費・交通費を学長保留金から支給するこ
とで、教員が積極的にFDに係わる研究会等に参加できる環境を整え、教育や大学運
営に関する資質の向上の一助としている。
また、教員が行う研究、教育、管理運営、広報活動等の学内外に対する貢献に関する
業績を公平かつ適正に評価することにより、本学教員の意欲の向上を図り、大学の教育・
研究等を活性化させることを目的として、全専任教員を対象として「学校法人東京理科
大学教育職員に係わる業績評価の実施に関する規程」に基づき、教育職員業績評価を実
施しており、教育研究及びその他諸活動の定量評価を行っている。
＜業績評価における評価項目＞
・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
費補助金等公的機関からの研究助成金、企業等との共同研究、受託研究等の有無に
より評価。
・教育活動
講義日数、講義時間、履修学生数、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平成19(2007)年1月から学校法人東京理科大学の研究者情報データ
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、一部の項
目については外部へも公表している。また、平成20(2008)年1月からその評価結果をもと
に昇給に連動する制度を導入している。
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【エビデンス集・資料編】
【資料2-8-1】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
【資料2-8-2】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
【資料2-8-3】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
【資料2-8-4】教員人事関係取扱要項
【資料2-8-5】学校法人東京理科大学教育職員に係わる業績評価の実施に関する規程
【資料2-8-6】諏訪東京理科大学教育推進委員会要項
【資料2-8-7】諏訪東京理科大学ファカルティ・ディベロップメント実施委員会要項
【資料2-8-8】諏訪東京理科大学教学IR委員会要項
【資料2-8-9】諏訪東京理科大学高評価授業顕彰制度要項
【資料2-8-10】平成28(2016)年度授業アンケート顕彰者(前期及び後期)
【エビデンス集・データ編】
【表F-6】全学の教員組織
【表2-15】専任教員の学部、研究科ごとの年齢別の構成
(3) 2－8の改善・向上方策(将来計画)
教員の資質・能力向上への取組みとして、教育推進委員会・FD実施委員会・教学IR委
員会が中心となり、教育の質的向上及び教育力向上を目的としたPDCAサイクルを継続し
ていく。すでに稼働している「学修ポートフォリオシステム」「LETUS」等の教育支援シ
ステムを積極的に活用し、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
けるとともに、すでに実施しているPBL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各種の委員会において検討していく。
【エビデンス集・資料編】
【資料2-8-11】教育支援システム（LETUS）について

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。
(2) 2－9の自己判定の理由(事実の説明及び自己評価)
本学では、図2-9-1及び表2-9-1のとおり、校地面積101,931㎡・校舎面積24,016㎡であ
り、いずれも大学設置基準上必要な面積を大幅に超えている。校舎においては、耐震基
準を遵守し、定期検査を行い、車いすで全域を移動できるようにエレベータのみならず
36
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階段昇降機を完備することで、障がい者への安全性と利便性に配慮している。また、学
生が自由に利用できるコンピュータをコンピュータ教室(2か所)とコンピュータ自習室
の3か所と図書館及び進路資料室に設置しているほか、有線LANを9教室に敷設し、無線LAN
は校舎全域で利用可能とした利便性の高い教育環境を整備している。特に、平成28(2016)
年には教室の多目的化を図り、アクティブ・ラーニングや教育の多様化とIT等新たな教
育に対応している。
図2-9-1

諏訪東京理科大学キャンパス配置図

37

諏訪東京理科大学

表 2-9-1

区

校地等

分

積

(㎡)

学生
1人あたり
面積(㎡)

校舎敷地

66,800

運動場用地

22,929

その他(借地)

12,202

合計
校舎

面

諏訪東京理科大学の校地・校舎面積

84.9

設置基準
上

用

必要面積

途

(㎡)

12,000

101,931
教室、実験室

1号館

3,434

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

コンピュータ教室

教室、共通教育センター研究室
4号館

5,655

学生ホール、地域連携プラザ、
コンピュータ自習室
図書館、学生自習室(図書館内)、

5号館

2,286

茅野市情報プラザ、
多目的ホール

6号館

2,353

7号館

3,263

8号館

1,768

体育館

1,620

客員宿舎
セミナーハウス
サークル部室
リスク評価
実験棟
諏訪冷媒ガス
評価実験棟
合計

特大教室、事務室、進路資料室
20.0

14,544

工学部研究室、オープンラボ
工学部研究室、実験室

495
1,085
530
108

31
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
校舎は1号館から8号館に分かれ、全学共通で29教室、27実験・実習室、12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3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、研究を行うに支障のない環境を整備している。
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(電気自動車)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
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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
おり、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パーソナルモビリティ(オムニライド)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」の高性能化を軸に次世
代のエコカーとして注目を集めるFCV(燃料電池車)の実現に向けた技術等、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、学生が地域の現状を知
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課題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。
5号館1階の図書館について、運営・管理は各学科及び共通教育センターから選出され
た図書委員で構成される「図書館委員会」が行っている。図書館は学生だけでなく地域
住民等も利用できることから、地域貢献への一助となっている。
＜図書館の特徴＞
①91,389冊の図書と393種の和洋雑誌を所蔵し、冊子体及び電子ジャーナルを合わせて
8,246タイトルの学術論文が閲覧可能である。
②閲覧室には収容定員の約14%にあたる167席を配し、また、図書館前の空間をコモン
ズエリアとして、学内無線LANに加えてインタラクティブプロジェクターやホワイト
ボードを配置し、グループ学習やディスカッション等、幅広い教育、学生活動の場
を提供している。
③開館時間(長期休業期間を除く通常期)は平日9時から20時、土曜日9時から18時とし
ている。平成28(2016)年度利用者数は学内21,143人、学外1,498人であり、学生の教
育研究に活用される他、近隣住民の生涯学習の場として活用されている。
④平成23(2011)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、蔵書の相互利用等を可能としている。
⑤学校法人東京理科大学に設置された6つの図書館に共通の蔵書検索システムを備え、
相互利用ができるほか、平成26(2014)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、保健室、事務室、会議室等の専用施設・情報処理施設等を有するほか、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、
表2-9-2に示す一部の科目については、教育効果の向上が期待できるとして、クラス分け
テストの結果による習熟度別の少人数クラスの編成や、きめ細かな指導を行うための小
クラス班編成として授業を実施する等の工夫をしている。
なお、設備等の評価や改善においては、学部2,3年生を対象とする学生実態調査の結果
においても、
「施設・設備」に満足しているとの回答が回答数順に上位から2番目であり、
高い満足度を得ていることから、適切な設備及び運営状態であると解釈できる。
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表 2-9-2
学科名
全学科共通

習熟度等により少人数クラスで実施している授業一覧
科目名

工夫内容

共通教育領域科目

入学直後にクラス分けテストを実施し

(物理、数学、英語)

て少人数制に配慮した2から4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

前期の成績に応じた2から4クラスの習

微分積分1・2演習

熟度別クラスを編成している。

線形代数1
線形代数1演習
物理学実験

テーマごとに10人以下の班を編成し、

機械工学実験1・2

実地作業の指導が十分行われるよう配
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
作業の指導が十分に行えるよう配慮し
ている。

機械製作実習

座学と実習で構成し、実習は少人数の
班に分け、安全面に配慮しながら細か
い実技指導を行っている。

電気電子工学科

論理回路1

2から3クラスに分割して並列講義を実

電気回路1

施している。

電気回路1・2演習
電磁気学1演習
電子回路1演習
プログラミング技術入門
物理学実験

テーマごとに10人以下の班を編成し、

電気電子工学実験1・2

実地作業の指導が十分行えるよう配慮
している。

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ

論理回路1

2から3クラスに分割して並列講義を実

工学科

電気回路1

施している。

電気回路1・2演習
電磁気学1演習
電子回路1演習
プログラミング技術入門
プログラミング応用

経営情報学科

物理学実験

テーマごとに10人以下の班を編成し、

コンピュータメディア

実地作業の指導が十分行えるよう配慮

工学実験1・2

している。

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。
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【エビデンス集・資料編】
【資料2-9-1】学生実態調査結果(平成27(2015)年度)
【資料2-9-2】諏訪東京理科大学図書館委員会規程
【エビデンス集・データ編】
【表2-18】校地、校舎の面積
【表2-19】教員研究室の概要
【表2-20】講義室、演習室、学生自習室等の概要
【表2-22】その他の施設の概要
【表2-23】図書、資料の所蔵数
【表2-24】学生閲覧室等
【表2-25】情報センター等の状況
(3) 2－9の改善・向上方策(将来計画)
授業アンケートや学生動向調査から学内施設への要望等を把握し、図書館については
図書館委員会が主体となり図書館機能の強化、見直しを行い、学内無線LANといったシス
テム環境については「情報委員会」が主体となり必要な環境改善を行う等、施設毎に関
連する委員会において環境改善を進める。また、教育環境については平成28(2016)年度
から授業アンケートの設問に教室や設備といった物理的な環境整備状況に係わる調査項
目を設けたことから、この結果について教務幹事会を中心に検討し、学生の要望に基づ
く環境改善を進める。

【基準2の自己評価】
本学の使命・目的を基に、3つの教育理念を定めており、授業アンケートや授業参観を
実施する等教授方法やシラバス内容の改善・向上に努めるだけでなく、様々な教職協働
による学修支援及び授業支援を実施している。
単位認定、進級及び卒業等の基準も学則及び大学院学則において明確に定め、GPA制度
等をきめ細かな学修指導に活用し、卒業の認定は会議体を経て厳格に実施されている。
また、学生サービスの充実を目指し、授業アンケートや学生実態調査等といった複数
の学生調査を実施し、常に改善に取り組むほか、学生の心身の健康保持と増進を図るた
めの支援活動も行い、安全性と利便性に配慮した施設はもとより、IT環境を含む教育環
境や特色ある施設、研究室横断の実験を実現するための実験スペース等も整備し、学生
に適切な教育環境を整えている。
以上のことから、基準2を満たしていると自己評価する。

41

諏訪東京理科大学

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)
学校法人東京理科大学(以下「法人」という。)の目的は、
「学校法人東京理科大学寄附
行為(以下「寄附行為」という。)」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。
本学の建学の精神「理学の普及を以て国運発展の基礎とする」は、明治 14(1881)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、明治・大正期における理学の普及に大きな役割を果たし、本学は、
この建学の精神に基づき、基本理念、使命・目的及び教育理念を定めている。
本法人の中長期計画は、
「学校法人東京理科大学のあるべき姿」に解説も含めて詳細に
記述されている。この中長期計画をもとに本法人と本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
ており、その実行結果は、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。なお、事業計画書及び事業報告書は、
本法人のホームページに掲載することで、広く社会に公開し、本学の教育、研究、社会
貢献活動等の説明責任を果たしている。
監査については、経営の規律と内部統制の有効性を高めるために、理事会直属の監査
室が行う「内部監査」、公認会計士が行う「会計監査」、独立監査人や監査役が行う「監
査役監査」の三様監査が積極的な情報交換等を行うことで連携し、独立監査人の監査報
告書は、本法人のホームページに掲載することで、広く社会に公開している。
また、諸規程は、寄附行為をはじめ適切に整備されており、本学教職員向けポータル
サイトでデータベース管理し、閲覧することを可能にしているほか、平成 19(2007)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、本学の理念、目的、
教育目標等とともに、全教職員に配付する「諏訪東京理科大学教員ハンドブック」を通
じて周知している。
使命・目的の実現に向けた継続的な努力について、本学は平成 24(2012)年度に、全学
的な教学マネジメントの推進を担う「教育推進委員会」を設置して、大学の使命・目的
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実現のための推進体制を整備した。また、平成 25(2013)年度には、「諏訪東京理科大学
大学改革基本方針（以下「大学基本方針」という。）」を定め、この中で改革の重点目標
を設定し、平成 29(2017)年度までの 5 ヵ年において本学が取組むべき事項を策定し、こ
れを踏まえて、毎年度の事業を計画している。
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。
なお、平成 27(2015)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。
法令の遵守について、法人運営・大学運営は私立学校法及び関係法令に基づき、寄附
行為、
「諏訪東京理科大学学則(以下「学則」という。)」並びに諸規程を整備することで、
適切に行われている。関係法令の改正等により、学内諸規程の制定及び改廃の必要が生
じた際は、
「学校法人東京理科大学諸規程基本規程」に則り、必要な意思決定プロセスを
経て行われており、また、職員は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も積極的に参加し関係法令等の理解を深めている。
また、全ての教職員は、諸規程に基づき業務を遂行することとし、その業務の遂行に
あたっても法令遵守が行われている。
教職員のコンプライアンス意識については、その徹底を図るため、
「学校法人東京理科
大学における役員及び職員の倫理に関する規程」
「 学校法人東京理科大学研究活動コンプ
ライアンス基本規程」を整備するとともに、本法人において、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
による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。
研究倫理教育を推進するためには、平成 27(2015)年度に文部科学省指定教材「CITI
Japan プロジェクト e-learning」を導入し、学長から専任教員に受講を指示し、平成
28(2016)年度には 1 名を除きすべての専任教員が修了しており、1 名については平成
29(2017)年 6 月に修了している。
環境保全、人権、安全への配慮については、様々な取組みを行っている。
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、「諏訪東京理科大学環境方針」
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」として広く学内外に
公表している。
この環境方針に基づいた環境に配慮した省エネルギー活動や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によって、
環境保全マインドを育成している。
省エネルギー活動では、校舎の空調設備を順次計画的に省エネルギー効果の高い設備
に更新すること、本学教職員向けポータルサイト(CENTIS)で冷暖房の使用における節電
対策を呼びかけること、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こと等によって、学生・教職員だけでなく来校者の環境
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保全意識を醸成している。
学生のハラスメント行為や不法行為が生じた場合には、人間的な成長・社会的な成長
を促すための教育的な配慮として、指導・懲戒を行っている。本学においては、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、防止・対策につい
ては「学園生活の手引」、ホームページ、パンフレット等を通じて周知しており、ハラス
メントの被害者及び発見者の相談・受付の窓口を、学内だけでなく、通報を容易にする
ため、学外の相談窓口も設置している。
教職員に対しては、
「学校法人東京理科大学就業規則」により一切のハラスメント行為
をしてはならず、その防止に努めることとしており「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。
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の定期点検・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ついては、適宜東京理科大学事務総局管財部管
財課(神楽坂)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
災用備蓄品等の配備、防災に関する啓発活動を実施している。
①定期的な防災訓練の実施
学生・教職員全員を対象に防災訓練及びAED利用講習会を定期的に実施することによ
り、防災意識の向上や災害時や救命救急時の生命の安全確保に対する意識の向上を
図っている。
②防災用備蓄品等の配備
有事の際、学生・教職員・一般来校者等を含めた大学内に留まる方の安全を確保で
きるよう防災資機材や水、食料等をキャンパス内にある防災倉庫等に保管し、3日分
の水、非常食を配備している。
③防災に関する啓発活動
全学生及び全教職員に地震発生時にとるべき行動や安否報告等について記載した名
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している。
なお、平成26(2014)年度には、地元の茅野市と「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。
情報公表については、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、授業アンケートの結果等、本
学が主体的に公表すべき項目を選択して本学のホームページで公開している。
財務情報についても本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、事業報告も掲載している。
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その他に、平成26(2014)年度からは独立行政法人大学改革支援・学位授与機構を運営
し、日本私立学校振興・共済事業団が連携、協力している「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。
【エビデンス集・資料編】
【資料 3-1-1】学校法人東京理科大学寄附行為
【資料 3-1-2】中長期計画「学校法人東京理科大学のあるべき姿」
【資料 3-1-3】学校法人東京理科大学事業計画書
【資料 3-1-4】学校法人東京理科大学事業報告書
【資料 3-1-5】独立監査人監査報告書
【資料 3-1-6】諏訪東京理科大学「研究行動憲章」
【資料 3-1-7】諏訪東京理科大学教員ハンドブック
【資料 3-1-8】諏訪東京理科大学教育推進委員会要項
【資料 3-1-9】諏訪東京理科大学大学改革基本方針
【資料 3-1-10】学校法人東京理科大学諸規程基本規程
【資料 3-1-11】学校法人東京理科大学における役員及び職員の倫理に関する規程
【資料 3-1-12】学校法人東京理科大学研究活動コンプライアンス基本規程
【資料 3-1-13】学校法人東京理科大学における公益通報に関する規程
【資料 3-1-14】CITI Japan プロジェクト e-learning
【資料 3-1-15】諏訪東京理科大学環境方針
【資料 3-1-16】教職員ポータル（CENTIS)について
【資料 3-1-17】学校法人東京理科大学就業規則
【資料 3-1-18】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
【資料 3-1-19】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
【資料 3-1-20】諏訪東京理科大学防災管理委員会規程
【資料 3-1-21】諏訪東京理科大学大地震対応マニュアル
【資料 3-1-22】災害時等における避難者支援等に関する覚書
【エビデンス集・データ編】
【表 3-2】大学の運営及び質保証に関する法令等の遵守状況
【表 3-3】教育研究活動等の情報の公表状況
【表 3-4】財務状況の公表状況(平成 28 年度)
(3) 3－1 の改善・向上方策 (将来計画)
法令に基づく教育情報の公表だけでなく、ホームページ等においてより一層の情報開
示の拡充を図り、社会に対する説明責任を高いレベルで果たしていくとともに、使命・
目的の実現により教育、研究、社会貢献を推進していく。
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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
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)
本法人の使命・目的を達成するため、寄附行為に基づき、「理事会」を置いている。
理事会は、学校法人の最終的な意思決定機関として、法人の業務を決し、理事の職務
の執行を監督する。理事会の運営については、寄附行為において役員の選任や会議の議
決方法等を、
「学校法人東京理科大学理事会に係る議案に関する規程」において具体的な
審議事項を規定しており、理事会はこれらの規程に基づき、適切に運営されている。
平成28(2016)年度に17回開催された理事会への理事の出席率は98.8%となっており、出
席状況は適切である。なお、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、出席者とみなすことを定めている。
理事の選考についても、寄附行為に基づいて行われている。具体的には、理事は本法
人の設置する本学の学長のほか、評議員及び有識者から理事を選任し、理事のうち１人
を理事長とし、理事総数の過半数の議決により選任する。現在の本法人の役員は、理事
14人、監事2人で構成されている。理事は本法人の教職員だけでなく、企業等での豊かな
見識を持つ者が学外理事として選任されており、多様な意見を理事会運営に反映させる
ことができている。
また、理事会の日常業務を決定し執行するため、
「常務理事会」を置き、原則として毎
週開催している。常務理事会は、常務理事及び理事長が指名する理事等により構成され、
理事会において決定した法人業務の具体に関する事項、理事会と「評議員会」の議案に
関する事項、法人と大学との連絡調整に関する事項等について審議している。
さらに、多様化・複雑化する法人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、理事長を補佐する体制を取っている。
このように重層的な管理運営体制を構築することにより、本法人の戦略的な意思決定
を可能としている。
【エビデンス集・資料編】
【資料 3-2-1】学校法人東京理科大学寄附行為
【資料 3-2-2】学校法人東京理科大学寄附行為施行細則
【資料 3-2-3】学校法人東京理科大学理事会に係る議案に関する規程
【資料 3-2-4】学校法人東京理科大学常務理事会規程
【資料 3-2-5】理事、幹事名簿(平成 29(2017)年 6 月 1 日業務執行体制)
【資料 3-2-6】評議員名簿
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【資料 3-2-7】理事会、評議員会出席状況
【エビデンス集・データ編】
【資料 F-10】理事会、評議員会の前年度開催状況
(3) 3－2 の改善・向上方策(将来計画)
本学では平成 30(2018)年度に公立大学法人化するための準備を進めており、新しい管
理運営体制は、自治体と本学の代表者によって構成される「諏訪東京理科大学公立化等
検討協議会」において検討されている。公立大学法人化に際して、私立学校法に則り構
築されている現在の体制は「地方独立行政法人法」に則り再編成され、理事会も「諏訪
広域公立大学事務組合」の下に位置づくことになるが、今後も地域の意見を吸い上げ、
本学の使命・目的の達成に向けて戦略的意思決定ができるよう、ガバナンス体制を構築
して適切な大学運営を行う。

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)
「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、本学を代表して教学全般を司り、所属職員を統括
している。さらに、学則において、本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。
学長が学部及び研究科における教育研究･予算･人事･将来計画等に関する重要事項に
関して決定を行うにあたり、隔週で開催する学部長学科主任会議、月一回開催する「教
授会」及び「教授総会」、「研究科会議」及び「研究科委員会」を設置する他、各分野に
おいて必要となる組織体(基準 1-3 図 1-3-2

運営組織図)を整備している。

また、大学院の研究教育に関わる意思決定は学長、研究科委員会、研究科会議の順で
行われており、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。
このように、学長のリーダーシップのもとで大学全体の認識の統一を図るとともに、
迅速な意思決定を図っている。
さらに、平成27(2015)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、
「諏訪東京理科大学大学院学則（以下「大学院学則」という。）」の
改正を行うとともに、学長が決定する事項のうち、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、
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学長が定めた事項をまとめた「学長裁定」である「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」を制定した。
＜本学の主な会議等＞
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。ただし、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・学長が必要と認めた教務幹事
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
学則及び「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(学長裁定)」に定めた事項を審議し、意見を
述べ、それらに基づいて学長が決定している。
③研究科委員会及び研究科会議
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、学長・研究科長及び研究指導教員から選出された者で
研究科委員会を、学長と専任教員で研究科会議を組織し、大学院学則第 37 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「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。
④自己点検・評価委員会
「諏訪東京理科大学自己点検及び評価実施規程」に基づき、学長が委員長となり、
研究科長・学部長・学科主任及び共通教育センター主任等で組織し、教育・研究活
動、管理・運営に係る自己点検及び評価の実施に関し必要な事項について定め、本
学の教育・研究に係る適切な水準の維持及びその充実に資することを目的としてい
る。
⑤教育推進委員会
学長が委員長となり、研究科長・学部長・学科主任及び共通教育センター主任等で
組織し、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
を通して審議結果等を指示している。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。
⑥ファカルティ・ディベロップメント実施委員会
学長の諮問機関として、研究科長・学部長・各学科主任等をもって組織し、本学の
教育課程、授業内容及び教育方法、学修成果の把握方法及び基準を点検、評価する
等、全学的な改善への取組みを推進し、本学の教育の質的向上を目的としている。
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⑦教学 IR 委員会
専任教育職員をもって組織し、ファカルティ・ディベロップメント実施委員会等と
連携して、教育改善に必要なデータの収集・整理、並びに分析を行い、本学の教育
の充実及び質的向上の助けとなることを目的としている。
⑧情報委員会
「諏訪東京理科大学情報委員会規程」に基づき、各学科及び共通教育センター専任
の教授、准教授又は講師より選出された委員等により組織し、情報教育及び教材の
電子化に関する事項、情報発信や情報倫理に関する事項等について審議し、本学の
情報に係わる事項の関係各部署との調整及び様々な情報環境の改善等を目的として
いる。
⑨防災管理委員会
「諏訪東京理科大学防災管理委員会規程」に基づき、各学科及び共通教育センター
専任の教授・准教授又は講師より選出された委員、学生部長等により組織し、防災
計画及び緊急事態発生時の措置の立案及び変更に関する事項、防災教育に関する事
項等について審議し、本学における火災・地震その他の災害の予防及び防止並びに
人命の安全を期すことを目的としている。
⑩学生募集委員会
「諏訪東京理科大学学生募集委員会規程」に基づき、学部長、各学科主任及び共通
教育センター主任、各学科及び共通教育センターの教授・准教授及び講師から選出
された委員により組織され、学生募集戦略に関する事項、入学者選抜に関する基本
方針、選抜方法等に関する事項、推薦入学等実施上の方針に関する事項等の審議を
行うことを目的としている。なお入試方式毎の定員等については「入学者選抜小委
員会」を置き、検討している。
⑪学科会議及び共通教育センター会議
各学科及び共通教育センターにおいて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学科等独自の事項を審議する。
⑫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、学生の厚生補導に関する事項につい
て審議し、学生の生活や勉学、課外活動、厚生補導等に関する事項について支援し
指導する。
⑬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・各学科及び共通教育
センター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。
⑭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、出前授業やサイエンス夢合
宿等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ことを目的と
している。生涯学習センター及び学科等から選出された教育職員をもって組織し、
同センターの運営に関する事項を審議する運営委員会を置く。
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⑮産学連携センター
「諏訪東京理科大学産学連携センター規程」に基づき、産学連携センター長及び学
科等から選出された教育職員をもって組織し、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運営委員会を置く。
⑯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」、
「高大連携推進センター」、学生部等の学内組織と調整し、本
学における地域連携の拠点となることを目的としている。地域連携センター長のほ
か、生涯学習センター運営委員 1 名、産学連携コーディネーター等で組織し、同セ
ンターの運営について審議する運営委員会を置く。
⑰高大連携推進センター
これまでの個々の学科と高等学校が連携した授業・実習の実施や高校生のインター
ンシップの受入れ等をさらに推進、強化するために設置され、高大連携実習、セミ
ナーハウスを利用した高校生向けの体験プログラム、高校教員との意見交換等を実
施し、高等学校教育と大学教育との円滑な接続と移行を図ることを目的としている。
高大連携推進センター長及び学科等から選出された教育職員をもって組織し、同セ
ンターの活動及びその事業計画等を審議する運営委員会を置く。
⑱学習支援室
「諏訪東京理科大学学習支援室規程」に基づき、本学学生の基礎学力の向上のため
にサポートすることを目的として学習支援室を設けている。また、学習支援室運営
について審議するために、支援室長・相談員・各学科教務幹事により組織した運営
委員会を置いている。
⑲学生相談室
「諏訪東京理科大学学生相談室規程」に基づき、学生の個人的問題に関する相談に
応じることにより、学生生活の充実と人間的成長を助けることを目的として学生相
談室を設けている。また、学生相談室運営について協議するため、相談室長・相談
室員・事務部長により組織した相談室運営会議を置いている。
⑳教務幹事会
「諏訪東京理科大学教務幹事会運営要項」に基づき、各学科及び共通教育センター
の教務を担当する教務幹事により組織され、教育課程や時間割の編成、履修方法に
関する事項や、学生の試験、本学の学事日程に関する事項等、教務に係わる事項の
審議及び関係各部署との連絡調整を行うことを目的としている。
㉑就職幹事会
「諏訪東京理科大学就職幹事会運営要項」に基づき、各学科の就職を担当する就職幹
事により組織され、学生の就職指導に関する事項、企業からの情報収集及び求人開
拓に関する事項、キャリア教育やインターンシップに関する事項等、就職に係わる
事項の審議及び関係各部署との連絡調整を行うことを目的としている。
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【資料 3-3-11】諏訪東京理科大学ファカルティ・ディベロップメント実施委員会要項
【資料 3-3-12】諏訪東京理科大学教学 IR 委員会要項
【資料 3-3-13】諏訪東京理科大学情報委員会規程
【資料 3-3-14】諏訪東京理科大学防災管理委員会規程
【資料 3-3-15】諏訪東京理科大学学生募集委員会規程
【資料 3-3-16】諏訪東京理科大学各学科会議運営要項及び共通教育センター運営要項
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【資料 3-3-18】諏訪東京理科大学図書館委員会規程
【資料 3-3-19】諏訪東京理科大学生涯学習センター規程
【資料 3-3-20】諏訪東京理科大学産学連携センター規程
【資料 3-3-21】諏訪東京理科大学地域連携センター設置要項
【資料 3-3-22】諏訪東京理科大学高大連携推進センター設置要項
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【資料 3-3-25】諏訪東京理科大学教務幹事会設置要項
【資料 3-3-26】諏訪東京理科大学就職幹事会設置要項
(3) 3－3 の改善・向上方策(将来計画)
教育研究に関する重要事項を学長が判断・決定し、適切なリーダーシップを発揮して
いるが、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、
平成 30(2018)年の公立大学法人化を機に、分野ごとに情報を収集し、その方向性を学長
に具申する補佐体制の設置や、組織体制の改善を行っていく。
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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)
教学の長である学長は、理事として法人の管理運営機関である理事会の構成員となっ
ており、大学構成員の意見を吸い上げ、理事会に出席して教学の立場から意見を述べる
とともに、本学と本法人運営における相互のチェック体制が整えられている。今般の本
学の公立大学法人化に際しても本学と理事会が緊密に連絡を取り、意見交換を行いなが
ら検討を進めており、大学と法人はコミュニケーションを取って連携することができて
いる。
また、本法人は寄附行為に基づき評議員会及び監事を置いている。
評議員会は、寄附行為において「法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行
の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報
告を徴することができる」と定めており、評議員の選任にあたっては、
「①法人の設置す
る大学の学長、②法人の教職員、③法人の設置する大学の卒業者、④法人に関係のある
学識経験者及び功労者のうちから理事会において選出した者」のうちから選出すること
を定めている。
平成 28(2016)年の評議員 65 人の評議員会への実出席率は 80.4％となっており、出席
状況に問題はない。なお、出席できない場合も、評議員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、出席者とみなすこととしており、適切
に会の運営はなされている。
監事は、寄附行為において「私立学校法第37条第3項に規定する職務を行う」と定めて
おり、学校法人の業務を監査し、理事会に出席して意見を述べることができるほか、本
法人の決算及び事業報告は監事の承認を得ることとしている。
監事の選任にあたっては、寄附行為において「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
選任する」ことが規定されており、具体的な選考方法については「学校法人東京理科大
学寄附行為施行細則」に定め、適切に選考を行っている。
なお、平成28(2016)年には、2人の監事のうち1人が1回欠席した以外は17回の理事会全
てに出席し、必要な説明を受けた上で業務執行状況について意見を述べている。また、
同じく評議員会についても4回の全てに出席しており、監事の理事会及び評議員会への出
席状況及び職務執行状況は適切である。
このように、規則に基づき評議員会・監事等を通じて相互にチェックする体制が担保
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されており、本法人のガバナンスは有効に機能していると判断している。
さらに、理事長は、建学の精神や教育研究理念、本法人の将来像等、本法人の使命の
再確認や組織内への周知徹底を図り、中長期計画策定の指導的な役割を担っている。理
事長は各理事に的確に業務を分担させるとともに理事会・評議員会において本法人トッ
プとしてリーダーシップを発揮し、管理運営を行い法人の発展に寄与している。
学長は、教学の長として、大学における全学的な施策を強力に推進すべく、自身が議
長を務める学部長学科主任会議や教育推進委員会等の会議を設置しており、教育研究に
関する重要な事項を決定するとともに、これを担保するため、学則において、
「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」ことを定めており、規程上、学
長が最終決定権を持つことを明確にしている。
また、ボトムアップで教職員の提案をくみ上げる仕組み(基準 1-3 図 1-3-2

運営組織

図)を整備している。各学科及び共通教育センターに関する事項は、学科等会議において
検討され、さらに、そこで挙げられた意見又は提案については前述の学部長学科主任会
議で報告され、重要な事項は教授総会において審議することとしている。教育研究組織
についての検証は、学科等の会議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、これら報告及び意見・要望等を踏まえ、校務に係る意思決定や施策を検討し
ており、また、理事会に出席して教学の立場から意見を述べ、理事会とも連携し、諸問
題の対応及び施策の実施にあたっている。
このように、本学では理事長及び学長のリーダーシップと教職員からのボトムアップ
の仕組みが有機的に融合したバランスのとれた運営体制を構築している。
(3) 3－4 の改善・向上方策(将来計画)
前述のとおり、平成 30(2018)年度に公立大学法人が設置者となって本学のガバナンス
体制が再編成される。今後も、大学の使命・目的達成のために、理事会及び新たな設置
者となる地元自治体との連携を維持していくとともに、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できるよう実施内容、方法等を検討した上で、理事長及
び学長が迅速な意思決定のもとリーダーシップを発揮できるための各機関の役割分担を
明文化し、各機関で共有していく。
【エビデンス集・資料編】
【資料 3-4-1】理事、幹事名簿(平成 29(2017)年 6 月 1 日業務執行体制)
【資料 3-4-2】評議員名簿
【資料 3-4-3】理事会、評議員会出席状況
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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)
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、本法人及び法人の設
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。
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』」を目標に掲げており、これは、事務総局が、
大学運営が円滑に行われるよう、理事会、教学組織と十分なコミュニケーションを通し
て連携協力し、積極的に改善に向けての提案を行い実現させるプロフェッショナル集団
を目指して、設定されたものである。
また、この目標を達成するため、全事務職員に求められる職員像として「TUS-JIM に
なろう」を定めており、①信頼、②貢献、③専門知識、④協働、⑤革新・改善、⑥マネ
ジメントの 6 つの能力を身に付けることを求め、さらに各役職の役割定義を定め、その
役割定義に沿った業務ができるよう、必要な能力を身に付けることを求めている。
「諏訪東京理科大学事務部」は、「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」に基づき設置され、事務部長の下に、事務部次長、課長、
課長補佐及び係長を配置し、大学における庶務、人事及び学事等に係る業務を統括して
いる。配属されている事務職員は、平成 29(2017)年 5 月現在 26 人で、内訳は専任職員
20 人、臨時職員 2 人、派遣職員 3 人、パート職員 1 人である。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、専門のカウンセラー(非
常勤 4 人)を配置し、学生の修学面・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、教職
員ポータルサイトに当日公開され、全事務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、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」で効率的な配置や人材のあり方とその育成方針等を検討、
審議し、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
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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。
さらに、平成 25(2013)年度から法人全体で電子決裁システムを導入しており、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。
職員の資質・能力向上については、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、これに関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」及び「本学事務職員の人事制度について」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、法人の発展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。
事務職員の育成は、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、自
己啓発研修援助金の支給等を積極的に行うとともに、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職員派遣制度により、事務職員のスキルアッ
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)を受講できる制度も実施している。
特に、新入事務職員の育成には周囲のサポートが不可欠であるとの考えから、平成
21(2009)年度以降、新入事務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リーダーを置き、育成研修を積極的に行うことで、部署が一体となって育成を行い、
業務に取組む組織風土の醸成に努めている。
本学では、平成27(2015)年度に松本大学、清泉女学院大学との間で「スタッフ・デベ
ロップメントに係る連携協力に関する協定書」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を開催することで、事務職員の能力及び資質の向上、教育資
源の相互活用、学生サービス等の向上の一助とした。
表 3-5-1

事務職員研修

研修種別
普通研修

概

要

事務総局において企画及び運営するもの
階層別研修

人事部人事課において企画立案し実施する研修
職位別、中堅職員、新任職員研修等

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、
各業務に必要な能力を育成するために実施する研修
総務、人事・労務、財務、教務研修等

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

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
通信教育講座、講習会、研修の受講

その他

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
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また、職務に対する適性及び希望等については、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とすることを目
的に、平成 22(2010)年度から平成 27(2015)年度まで、「自己申告制度」を実施し、平成
28(2016)年度からはその機能を職員ポートフォリオ及び満足度アンケートに移行してい
る。
【エビデンス集・資料編】
【資料 3-5-1】学校法人東京理科大学事務組織規程
【資料 3-5-2】学校法人東京理科大学事務分掌規程
【資料 3-5-3】学校法人東京理科大学事務部局長会議等規程
【資料 3-5-4】学校法人東京理科大学文書取扱規程
【資料 3-5-5】学校法人東京理科大学文書決裁規程
【資料 3-5-6】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
【資料 3-5-7】学校法人東京理科大学事務系職員研修規程
【資料 3-5-8】本学事務職員の人事制度について
【資料 3-5-9】スタッフ・デベロップメントに係る連携協力に関する協定書
(3) 3－5 の改善・向上方策(将来計画)
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、本学が今後も存続・発展していくために、事務職員の専門性を高める学内外
の研修への積極的な参加を通じた SD(Staff Development)活動を行うよう具体的な数値
目標を立てるとともに、SD 活動や日々の業務から大学の経営方針に基づいた企画立案や
マネジメントを通して、積極的に大学の発展に貢献する実行力、活力、及び迅速・的確
な事務処理能力を身に付けることのできる環境と業務体制を整備する。

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)
本学では、学校法人東京理科大学が設置した 2 大学(本学、東京理科大学)の一つであ
り、本法人は、
「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、その実現に向け安定的な財政基盤の確立をめざしている。
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また、本法人の中長期計画「学校法人東京理科大学のあるべき姿」において、将来に
亘り質の高い教育と研究を継続し、さらに発展させるために、収入の増加(外部研究資金
の獲得増加・資産運用収入の増加等)を図るとともに、効率的な経費配分と無駄な支出の
抑制を常に心掛け、採算性を考慮した事業の見直し等を行い、経営の健全性を堅持し、
より良い教育研究環境の構築を図ることを目指している。
本法人の財務状況は、各種財務比率からみても概ね全国私立大学平均以上の水準を確
保しており、法人傘下 2 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。なお、平成
28(2016)年度においては、事業見直しの一環として実施した山口東京理科大学(現

山陽

小野田市立山口東京理科大学)の公立大学法人化及び東京理科大学久喜キャンパスの売
却に伴い、多額の資産処分差額が発生したことから事業活動収支差額が大幅なマイナス
となっている。
一方、本学では、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ことから、入学者の確保に努め学納金はもとより外部資金の
確保をはじめとした収入の多様化を図っている。平成 27(2015)年度以降の入学者数は着
実に増加しており、平成 27(2015)年度は 214 人、平成 28(2016)年度は 259 人(前年度比
45 人増)、平成 29(2017)年度は 365 人(前年度比 106 人増)を達成した。また外部研究資
金についても、共同研究や受託研究等の受入れ状況は年々増加している状況である。
表 3-6-1
年度

外部研究資金 受入れ状況
採択件数

受入れ金額

平成 26(2014)年

24 件

18,140 千円

平成 27(2015)年

34 件

27,568 千円

平成 28(2016)年

33 件

48,757 千円

なお、本法人では新たな外部資金の調達方法として、平成 26(2014)年に設立した本法
人の 100%子会社である東京理科大学インベストメント・マネジメント株式会社において、
食堂、不動産賃貸、ベンチャー推進等の事業分野で収益を上げるよう注力し、本学への
利益還元を図っている。
【エビデンス集・資料編】
【資料 3-6-1】中長期計画「学校法人東京理科大学のあるべき姿」
【エビデンス集・データ編】
【表 3-5】消費収支計算書関係比率(法人全体のもの)
【表 3-6】事業活動収支計算書関係(法人全体のもの)
【表 3-7】消費収支計算書関係比率(大学単体)
【表 3-9】貸借対照表関係比率(法人全体のもの)
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【表 3-10】貸借対照表関係比率(大学単体)
【表 3-11】要積立額に対する金融資産の状況(法人全体のもの)
(3) 3－6 の改善・向上方策(将来計画)
本法人では、中長期計画「学校法人東京理科大学のあるべき姿」を踏まえ、今後15年
の本法人の方向性を示した「TUS Vision 150」において、「本法人の収支構造は、収入は
入学検定料を含む学納金、公的補助金、寄付金、運用益が主であり、支出は人件費、教
育研究費、管理経費である。この収支構成比率をどのようにしていくかが、本学の将来
の財政施策そのものとなることから、この収支構成比率に明確な数値目標を導入し、PDCA
サイクルを確立することでその実現を図り安定的な財政基盤の確立を目指す。」こととし
ており、併せて実施事業の優先順位の明確化等、将来計画を見据えた財政運営を図る。
本学においては、平成30(2018)年度に公立大学法人が運営する公立大学に移行する予
定であり、将来に亘り安定した学生数の確保を実現できるよう、既に具体的な数値目標
を立て、国の大学入試制度改革の議論を踏まえ、入学者選抜のあり方について検討が行
われており、本学説明会(県内開催では受験生・高校教員等を対象とし、県外開催では高
校教員を対象とする)を初めて開催する等広報活動も強化していく。また、公的研究費を
含む外部資金の積極的な獲得に向けて、数値目標を定めた上で、コーディネーターによ
る技術相談やコンサルティング活動を積極的に推進し、大学の研究シーズと企業ニーズ
のマッチングを促進できるよう教員の意識の醸成及び事務部による支援体制の整備を行
う。

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。
日常の会計処理は、
「学校法人東京理科大学経理規程施行規則」に基づき各部局の予算
単位責任者が教育研究計画、事務局の予算の執行及び管理の責任と権限を有しており、
適切な状況であるかを随時把握、判断しながら予算を執行している。
その下にあ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、その取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
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り、法人として、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。具
体的な取組みとして、本法人として「会計処理要項」(公的研究費を除く全ての学内予算
を対象)及び「公的研究費における予算執行要項」(公的研究費を対象)を定め、専任教職
員は Web 上でいつでも閲覧できるようになっているほか、注意点や過去に寄せられた質
問等をまとめた「会計処理 Q＆A」も Web 上に公開し、情報の共有化を図っている。
本学においては、事務部長が予算単位区分責任者となっている他、出納責任者として
現金の出納及び保管・入出金が認められた預貯金の出納管理も行っている。
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。
本学においては、本法人の下で年間最大 3 回(内部監査 2 回＝毎年、外部監査 1 回＝隔
年)の監査を定期的に行っており、内部監査のうち 1 回は本学事務部における業務、後の
1 回は外部資金(科学研究費補助金等)を主な監査対象としている。
【エビデンス集・資料編】
【資料 3-7-1】学校法人東京理科大学経理規程
【資料 3-7-2】学校法人東京理科大学経理規程施行細則
【資料 3-7-3】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
【資料 3-7-4】学校法人東京理科大学固定資産及び物品管理規程
【資料 3-7-5】会計処理要項
【資料 3-7-6】公的研究費における予算執行要項
(3) 3－7 の改善・向上方策(将来計画)
本学においては、引き続き適正な予算執行、管理を遂行できるよう、法人との連携を
強化するとともに、会計処理に関する各種研修会への参加等を通じて業務知識の向上・
情報の共有化を促進する。
また、教育研究環境の充実に十分配慮した予算執行を実践できるよう定期的な監査に
より提出される意見書等を会計処理運営に反映していく。
なお、平成 30(2018)年度に予定している公立大学法人化にあたっては、会計基準をは
じめ管理・監査体制に大幅な変更が発生するため、円滑に新体制に移行できるよう、準
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備を進めていく。

［基準 3 の自己評価］
法人運営・大学運営は私立学校法等の関係法令に基づき、寄附行為、学則、並びに諸
規程を整備し、適切に運用されている。また、本法人の中長期計画をもとに本法人と本
学の実行計画を策定し、事業計画書、事業報告書を作成し、本法人のホームページに掲
載し、広く社会に公開し、大学の教育、研究、社会貢献活動等の説明責任を果たしてい
る。
大学運営の計画の策定、業務の執行においては、法人及び大学の意思決定のプロセス
を明確にした組織体制となっており、各業務を主管する事務部署において、企画・立案
した各種施策は、
「財務委員会」、
「管財委員会」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
おいて決定することとしている。さらに、事務職員については業務別研修の実施や外部
の研修への参加により専門性を高めることで教職協働を推進している。
本法人の財務状況は、各種財務比率からみても概ね全国私立大学平均以上の水準を確
保し健全な運営がなされており、関係規定に基づき会計処理を適切に行っている。
以上のことから、基準3を満たしていると自己評価する。
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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・目的は諏訪東京理科大学学則(以下「学則」という。)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(以下「自己点検・評価委員会」という。)」を設置している。
自己点検・評価委員会での審議事項は、自己点検・評価の計画、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、学生部やファ
カルティ・ディベロップメント実施委員会(以下「FD実施委員会」という。)が実施する
授業アンケート、また、毎年度、学年で異なる内容で実施している各種学生動向調査等
の調査結果を自己点検・評価委員会に報告し、それをもとに評価することで改善計画を
立案し、事業計画や施策に結び付けている。
【エビデンス集・資料編】
【資料 4-1-1】諏訪東京理科大学学則
【資料 4-1-2】諏訪東京理科大学自己点検及び評価実施規程
【資料 4-1-3】諏訪東京理科大学自己点検・評価委員会開催記録
【資料 4-1-4】授業アンケート実施結果
（平成27(2015)年度分、平成28(2016)年度分）
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(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
化に柔軟に対応することが必要であることから、都度授業アンケートの質問事項の適切
性を精査するとともに授業アンケートと学生動向調査、成績評価等による多元的なデー
タの分析を行い、自己点検・評価委員会を中心としたより精度の高い自己点検・評価の
実施、改善項目ごとに優先順位を付ける等、迅速な改革・改善に資する自己点検・評価
の実施を検討していく。
自己点検・評価は認証評価の日程を基準に報告書をまとめ公表していたが、柔軟で迅
速な改善につなげるために3年周期で報告書をまとめることとする。

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。
(2) 4－2の自己判定の理由(事実の説明及び自己評価)
本学の自己点検・評価に相当する活動として、学校法人東京理科大学(以下「本法人」
という。)が編纂している「東京理科大学の現状と課題」(以下、「理大白書」という。)
にて、本法人及び本法人が設置する大学として本学の実績と現状を社会に公表し、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、平成24(2014)年度を最後に
理大白書の発刊を取り止め、データに関する箇所のみを「東京理科大学データ集(以下｢デ
ータ集｣という。)」として毎年、本法人のホームページにおいて公表している。
本学の自己点検・評価においては、データ集等に基づき自己点検を行うとともに、自
己点検・評価委員会において実績と現状を共有しており、エビデンスの確保を意識する
ことで透明性の高い自己点検・評価に繋げている。
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、
学生関連では学生実態調査、就職先アンケートを収集し、
「教学IR委員会」を中心として
分析している。
平成22(2010)年度に受審した日本高等教育評価機構による認証評価の結果と毎年度実
施しているデータ集の結果及び平成27(2015)年度に取り纏めた自己点検・評価報告書は、
教職員には「教授総会」で周知し、学外には東京理科大学ホームページにおいて公表し、
本学の自己点検・評価の状況を広く社会へ発信している。
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【エビデンス集・資料編】
【資料4-2-1】自己点検・評価報告書(平成27(2015)年度)
【資料4-2-2】東京理科大学データ集(平成27(2015)年度)
http://www.tus.ac.jp/documents/
(3) 4－2 の改善・向上方策(将来計画)
より透明性の高い自己点検・評価を行うために、授業アンケート、学生動向調査等の
アンケートでデータの蓄積を行うとともに、時代のニーズにあわせた調査項目を追加す
ることや、時系列での経年比較による傾向分析等の手法を用いて、より効果と精度の高
い数量的なエビデンスを基に現状把握と自己点検・評価及びその公表を実施する。
教学IR委員会では、入学時や学習状況、学生満足度等、目的や状況に応じて実施して
いた個別のアンケートを関連づけることで、より多元的な分析をし、自己点検・評価及
び教育、研究、学生支援活動に資するデータと改善提案を提供することを重点的な取組
みとして行っていく。

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、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ている。
その後、
「教育推進委員会」が全学的な教育推進活動を計画し、策定した計画に沿って
FD実施委員会が中心となって実施している。
実施と同時に行った授業アンケートや学生動向調査の結果は、教学IR委員会が中心と
なって集計・分析し、傾向の解析と問題点の洗い出しや評価を行う。その後、それぞれ
の諸課題に対してFD実施委員会を中心に、各委員会で検証し、問題点の解決方法や改善
の策定が行われている。
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とともに、改善したが
成果が得られなかった施策や、改善したことで新たな課題が生じたものについてまとめ、
FD実施委員会においてさらに改善方策を検討することで、PDCAサイクルを実践している。
教育推進のPDCAサイクルは図4-3-1のとおりである。
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図4-3-1

PDCAサイクルの仕組みと機能

【エビデンス集・資料編】
【資料4-3-1】教学IR委員会の活動方針について
(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、教授総会等組織体との一層の緊密な関係を構築することで、教職員の自己点
検・評価に対する意識を向上させることにつなげる。さらに今後はPDCAサイクルによっ
て明らかになった課題とその改善案を報告書としてまとめ、教職員全員が情報を共有す
るとともに、委員会のあり方や機能の統合等全体的な改善につなげていく。

［基準4の自己評価］
教学IR委員会において分析した内容を自己点検・評価委員会で検証して、自己点検・
評価報告書及びデータ集として学内外に東京理科大学ホームページで公表している。
また、自己点検・評価委員会を中心に、関係する各委員会で、課題の改善や規程の見
直しを実施することでPDCAサイクルを機能させていることから、基準4について十分満た
していると自己評価する。
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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)
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掲げてい
る。
工学部は工学を、経営情報学部は経営学をベースとしながら、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、育成するための
教育を実践している。具体的には、以下の必修科目の履修及び他学部へ提供する関連専
門科目の履修により、これらを学修させ育成している。
①フレッシュマンゼミ(1年次・前期

必修科目

1単位)

「フレッシュマンゼミ」では、自身で「テーマを見つける」
・「考える」
・
「調べる」
・
「発
表する」といった自主的・積極的な学習姿勢と、異なる知的関心を持つ仲間の中で「自
身の考えを言葉にする」・「他者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」といった学習姿勢の育成を目指している。授業では4学科混成のゼミにより、
教員の指導を受けながら、学生がテーマを設定し、調査・立案等を 行い、その成果を
プレゼンテーションすることにより、授業の目的を達成している。
また、各グループによる成果物は、本学ホームページにおいて、「フレッシュマンゼミ
報告書」として公開している。

②工学と経営(1年次・後期

必修科目

2単位)

「工学と経営」では、大学における学びが本格化する1年次後期において、本学の母
体である東京理科大学の歴史、並びに本学の理念等を説明し、本学で学ぶことの意
義、目的を再認識させている。
本学が教育の特色として掲げる「工学と経営学の融合教育」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。
③総合講座(2年次・前期

必修科目

2単位)

「総合講座」では、工学と経営学の融合教育を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が経営情報学部の学生に、経営情報学部に所属す
る教員が工学部の学生にそれぞれオムニバス形式で講義を行っている。
講義では、工学部の学生は科学技術発展の歴史と、その社会的インパクトと企業発
展の推移を学修するとともに、経営情報学部の学生は経営者がどのように技術を捉
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えビジネスとして展開してきたかを検証する。この結果、工学(技術)と経営学(企業
経営)は、社会や企業発展の両輪であることを認識させ、工学と経営学の融合の重要
性を理解させる。
④総合演習(2年次・後期

必修科目

1単位)

「総合演習」では、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
の学生らとグループワークを通して、与えられた課題に応じたビジネス・テクノロ
ジー・社会システム等の企画開発力、提案力を養う授業であり、4学科を混成した1
グループ当り約10名の活動を基本として進めている。
課題は地元企業や自治体等からの提供されたものも含め複数用意されている。各グ
ループがその課題のひとつを選択し、同じ課題を選んだ他グループを意識しながら
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・提案力を競い合うとともに、自ら
のアイディアが他者にどのように伝わり評価されるのか学ぶ。なお、学内で審査会
を開催し、各テーマの上位3グループは一般公開の場で、地域の課題やテーマを提供
していただいた企業等の関係者にも参加していただき、成果を発表することとして
いる。
授業では教員がファシリテーターとなり、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、幅広い
視野を身に付ける。プレゼンテーションによる成果発表では、教員の評価のみでな
く、一般公開の参加者からの得票やコメントも評価としているので、各グループは
これらの評価やコメントを分析し、主張を伝える難しさや伝えるためのポイント等
を学んでおり、この経験は社会へ出たときの糧となっている。
地元企業等の関係者から提案のあった課題に積極的に取り組むことで、地域貢献へ
の意欲と責任感を持つことにつながり、訪問・調査・ヒアリングを行う等、必要に
応じた調査活動を実施し、課題解決力の育成に効果をあげている。
本学では、学生個人の専門知識の高度化のみならず、他者と対話をしながら仕事を進
める能力、すなわち、現代社会において求められる能力である「チームワーク力」の育
成に注力している。学生らは初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、授業回数を積み重ね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。また成果物の作成
において、分業と計画の重要性を理解し、情報交換や情報共有方法を自ら工夫し、期限
内に完成させるための取組みを行っており、チームワーク力は確実に身に付いている。
【エビデンス集・資料編】
【資料 A-1-1】「フレッシュマンゼミ」シラバス
【資料 A-1-2】フレッシュマンゼミ報告書(平成28(2016)年度)
【資料 A-1-3】「工学と経営」シラバス
【資料 A-1-4】「総合講座」シラバス
【資料 A-1-5】「総合演習」シラバス
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【資料 A-1-6】総合演習報告書(平成28(2016)年度)

(3) A－1の改善・向上方策(将来計画)
今後、幅広い視野と実践力を育成する教育として、自治体や企業等にも働きかけ、コ
ンテスト形式の学外公開型の企画をする等、学生のモチベーションを向上させ、かつ、
調査・検討・提案の成果を社会に活かす機会をさらに増やし、成果を具現化する実践力
を高めるとともに、実施後の検証・評価・改善し、工学と経営学の融合教育の質を高め
ていく。

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

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)
本学では、教育の特色として、「学習意欲」と「社会的能力」の養成を挙げている。
知識や技術の修得を支えるのは、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。そのアクティブ・ラーニングにおいては、地域企業等からテ
ーマや課題提供を受ける等、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。
①総合演習(2年次・後期

必修科目

1単位)

前項 A-1において説明した当該科目において、教員から学生の企画の立案に際して、
独自の調査や試作等の裏付けを要求している。学生は、他学科の学生と議論を深め
る中で、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。授業担当教員はファシリテーターとなり、グループワークの進行に関して
学生から報告を受け助言するとともに、中間審査・最終審査では、課題立案のプロ
セスや立案内容の妥当性を評価し、学生へフィードバックを行う。すなわち、総合
演習の授業課題を達成するためには、グループで議論し、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内容としている。
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また成果の一例として、下諏訪町の観光課題では現地を訪問し調査することで、想
定以上に見所が多数あることや、地域の人々との対話の中から新たな発見が得られ
たこと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び、か
つ訪問、調査やヒアリング等を自主的に計画・実施することで、課題解決にあたり
必要な情報を積極的に収集する等の行動がみられ、主体的な学びの姿勢を身に付け、
成果物の質向上にも効果をあげることができた。
②プロジェクト＆マネジメント(1～4年次・通年

選択科目

2単位)

経営情報学部経営情報学科の「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」及び教育理念「実力重視の教育の実施」を受け、
平成26(2014)年度にスタートした地域課題を扱う PBL(Project Based Learning)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年生までの学生が混在した
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。1～4年の履修
年次に合わせて、それぞれ「プロジェクト＆マネジメント A、B、C、D」科目を配置
しており、1年次は A、2年次は B、3年次は C、4年次は D と対応する科目を履修する。
1プロジェクトあたり10名程度で、複数結成されたプロジェクトチームでは、3年生
がリーダーと中核メンバーとなり、1、2年生は3年生の指示の下でプロジェクトを遂
行する。4年生は前年度から継続したプロジェクトに配属され3年生の相談役として
参加する。
平成28(2016)年度は、7つの企業・団体(1.(株)諏訪菜、2.コスモス工業(株)、3.原
村セロリ農家、松尾商店、4.諏訪圏青年会議所、5.茅野市、6.茅野・産業振興プラ
ザ、7.岡谷商工会議所)が課題提供者であり、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・運営及びアンケート調査、テストマーケテ
ィング等を実施してきた。
これらを通じて、地域ブランド商品として地元の和菓子店と学生が共同企画した「国
宝塩ようかん『仮面の女神』、
『縄文のビーナス』」が商品化され、平成28(2016)年10
月から販売されている。また、学生のアイディアによるダンボールを材料とした「ス
コアーボード」のプロトタイプが作られ、商品化の検討段階である。このように、
地域課題に取組み、具体的なソリューション導出に結びつけ、地域貢献を果たす成
果をあげている。
③地域産業入門(１年次・後期

必修科目

2単位)

経営情報学部経営情報学科では「地域」と「グローバル」を教育の柱として位置付
けており、本科目は4年次までつながる地域との連携から学ぶ一連の授業科目の初年
次科目である。
具体的には、地域の産業についてその歴史的背景並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り、本科目の構成に当たっては、
地域の団体・企業等に課外講座の受入れと対応、本学における座学授業への講師派
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遣等を依頼し、地域の理解と協力のもと実施している。
一例として、岡谷蚕糸博物館と片倉館を訪ね、かつて世界一のシルクのメッカと言
われた諏訪地域の産業の「かつて」の姿や産業遺産を学び、それぞれの館長からの
講話により、歴史的背景や現状と課題について深く理解することができている。
また、地域の産業の「今」を学ぶことを目的として、魅力あるSUWAブランドの創造
をテーマに「長野・諏訪から『ものづくり』の情報発信」を具現化する展示会とし
て実施される「諏訪圏工業メッセ」の見学を行うことで、地域産業の強みや特徴を
理解し、キャリアへの強い動機づけとなっている。
学生にとって、与えられた課題に関して自ら事前学習を行い、課題を提供してくれ
た地域や企業の方から聞き取り調査を行い、積極的に質問やディスカッションがで
きる場として良い刺激となる等、授業アンケートにおいて高評価が得られている。
【エビデンス集・資料編】
【資料 A-2-1】「プロジェクト＆マネジメント A」シラバス
【資料 A-2-2】「プロジェクト＆マネジメント B」シラバス
【資料 A-2-3】「プロジェクト＆マネジメント C」シラバス
【資料 A-2-4】「プロジェクト＆マネジメント D」シラバス
【資料 A-2-5】「地域産業入門」シラバス
(3) A－2の改善・向上方策(将来計画)
「ファカルティ・ディベロップメント実施委員会」と授業担当教員が協働し、アクテ
ィブ・ラーニング形式の授業における、専門知識の修得度及び課題解決力・コミュニケ
ーション力・主体性等を数量的に評価することのできる方法を開発し、評価の指標を明
確にしたPDCAサイクルにより、より質の高い教育効果を得ることのできるアクティブ・
ラーニングの仕組みを構築していく。

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)
[海外に接する環境の整備]
経営情報学部経営情報学科では、平成26(2014)年度より「海外ビジネス研修(長期)」
と「海外ビジネス研修(短期)」をカリキュラムに組み込んでおり、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
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的としている。
教員は、海外ビジネス研修の目的を達成するために、90分×6回の授業で、研修先の地
域の文化・社会情勢・産業構造・日本との関わり等を事前学習として教育する。また、
短期研修では学生に同行し、疑問に答える、質問を投げかける等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、大学独自の奨学
金制度を新設して、語学の資格を取得した学生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・宿泊費の半額を上限(最大20万円)として給付している。
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)(3年次・後期

選択必修

12単位)

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・風土等含め
海外で実際に活躍している日系企業と赴任者の仕事の内容・やりがい・必要な知識
やスキル等を理解する。また、研修を通して海外で働くこと、海外で生活すること、
研修先の文化や風習等を実体験し、自身が海外で働くために今後学ぶべき知識やス
キルを認識することを到達目標としている。
平成28(2016)年度は、1名が参加し、8月24日〜11月5日(74日間)にタイ・バンコクの
国際人材育成機構バンコク支所にて研修を行った。 国内の事前研修もあり、 海外研
修期間における様々な体験により、タイ語の学習、相互理解のためのコミュニケー
ション力の醸成等の顕著な成果が見られた。
②海外ビジネス研修(短期)(2～4年次・後期

選択必修

2単位)

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海外へ進出している企業は
多く、海外勤務の可能性があるという認識を持たせること、また、現地企業の見学
等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している。
平成28(2016)年度は、台湾(4社)、インドネシア(3社)、タイ(4社)に分かれて13名が
研修を行った。それぞれ、6日間程度のインターンシップを行い、現地従業員等と触
れ合い現地の文化・風習・ビジネス習慣等様々な体験により、これまで以上に、英
語等でのコミュニケーション力の大切さ・海外勤務でのやりがい・今後習得すべき
知識やスキルの気付き等、多くのことを習得できた。
[英語力向上への基本方針]
英語力向上への施策として、学生と教員が英語教育の重要性の認識を共有し、学生の
学修へのモチベーションを高め、実践的英語力を身に付ける取組みを全学的に展開する
ため、平成26(2014)年度から本学が受験料を全額負担し「実用英語技能検定(英検)準2
級」(対象：同3級合格以上の全1年生)と「TOEIC」(対象：全2年生)の外部試験を受験す
る取組みを導入した。本学独自の制度として英検準2級に合格した1年生はTOEICの受験資
格が得られるため、英検の受験率が上昇すると共にTOEICの受験者も増加した。このこと
により、就職活動中にTOEICのスコア提出が求められることを早めに学生が知ることで、
英語力向上の必要性を強く認識するようになった。
また、この他にネイティヴな英語に触れる機会として次の取組みを実践している。
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①英語村
正課外でも英語によるコミュニケーションの機会を増やすため、平成26(2014)年度
から「英語村」を開設した。日常会話だけでなく、好きなトピックを選んで英語で
討論もできる仕組みとして、全学生が参加可能な環境とするため、定期的な開催(週
１回)、常設のオープンスペース、ネイティヴ講師招聘(3名)等、ソフト・ハード面
を整えた結果、平成28(2016)年度の英語村の訪問者数は延べ530人と多くの学生の英
語力向上に寄与した。
②実践英語 B1(1～4年次

前期集中科目

1単位)

本学が位置する茅野市には、約5,000年前に繁栄していた縄文文化の遺跡が数多く
あり、本講座は縄文文化を英語で世界に発信することを目的として、平成25(2013)
年度にネイティヴ講師による英語の集中講義科目として新設され、地域志向教育も
担う科目である。学生は尖石縄文考古館館長から縄文文化に関する専門的な講話に
より、各々テーマを設定し、主体的に調査研究を行う。その調査結果を基に、縄文
文化の面白さを伝える英語プレゼンテーションを行い、また海外の観光客向けに、
縄文文化について伝える英語リーフレットを作成し、英語でのアウトプット力を向
上させた。
【エビデンス集・資料編】
【資料 A-3-1】海外ビジネス研修報告書(平成28(2016)年度)
【資料 A-3-2】特色ある教育研究「英語村」報告(平成28(2016)年度)
【資料 A-3-3】「実践英語 B1」シラバス
【資料 A-3-4】縄文文化紹介英語リーフレット
(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参加者からの報告書等をもとに今後も改
善を続け参加者数を増やすとともに、危機管理の観点からも海外研修中の内容について、
研修先とさらに綿密な打ち合わせを行い研修を実施する。
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、正課内では少人
数クラスでの授業実施に加え、英語を母語とする教員による授業数を平成27(2015)年度
から拡大しているが、当該授業の割合を今後さらに増加させるとともに、少人数クラス
による教育効果の分析と次年度は全学生が必ず一度は「英語村」に参加することを目指
すため、学生への英語村アンケートの分析結果を踏まえ内容の充実を図るとともに、毎
週の開催日数を増加させる等、より多くの学生の参加を促進し、英語でコミュニケーシ
ョンができる能力の向上と、学士課程の卒業論文や大学院の学位論文の一部に英語記述
を課す等により、実践的な英語力の獲得を目指していく。
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A－4

地域志向教育

≪A－4の視点≫
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、A-1でも取り上げた「フレッシュマン
ゼミ」・「地域産業入門」であり、その他に「地域に学ぶ」を配置している
①地域に学ぶ(1～2年次・通年

必修科目

1単位)

本科目は、本学の地域志向の科目として平成27(2015)年度に新設開講した。
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
知識を講義にて学び現地視察によって体験学習をすることであり、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ら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社会に関心を持つ姿勢を身に付
けることとしている。
平成27(2015)年度と平成28(2016)年度は、下記のテーマを実施した。
・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学び、尖石縄文考
古館と縄文遺跡を見学して縄文人の生活や精神、縄文文化の現代的意義を考え
る。
・地域の自然から学ぶ…地元市民による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(小泉山登山、オオムラサキ保護施設見学)によってその
実際を知る。
・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。
【エビデンス集・資料編】
【資料A-4-1】「地域に学ぶ」シラバス
(3) A－4の改善・向上方策(将来計画)
開講後間もない「地域に学ぶ」科目は、今年度までの教育効果や授業アンケート結果
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により、授業の目
標を達成できるよう地域とより連携していく。
また「水の灌漑利用」等の地域の特色を活かした新しいテーマを加え、テーマや方法
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等のさらなる充実を図り科目の独自性を高めていく。

［基準 A の自己評価］
平成25(2013)年度に策定した「大学改革5ヵ年計画」の重点目標の一つである「実践力
のある学生を育成するための教育の質的転換」の実施のため、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、中心に置く教育内容は時代とともに変化し
ているが、近年では、地域からのテーマを設定し地域に学ぶ教育に重点を置いており、体験学
習を通じた教育の成果は、学生達が講義へ前向きに取り組む姿勢からも見ることができる。
以上のことから、基準 A を満たしていると自己評価する。
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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3つである。
①サイエンス夢合宿の実施
県内全小学校を対象に募集を行い、小学生とその保護者のペア40組が参加する夏季
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での宿泊形式により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、理科の目を養う経験として好評を得ている。
②出前授業の実施
本学教員がそれぞれの専門分野で学外者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
層に亘っており、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、平成27(2015)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、
「高大連携推進セン
ター」を組織化して専門的に対応することとなった。
③「科学のマドンナ」プロジェクトの共催
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」プロジェクトの一つとして、「真夏のマドンナin 諏訪東京理科大学」を本
学を会場として実施しており、本学の教員が各種講座を設けて指導を行うことで、
参加者から好評を得ている。
【エビデンス集・資料編】
【資料 B-1-1】出前授業及びサイエンス夢合宿実績推移
【資料 B-1-2】サイエンス夢合宿案内(平成28(2016)年度)
【資料 B-1-3】出前授業[講座一覧] (平成28(2016)年度)
【資料 B-1-4】
「科学のマドンナ」プロジェクト 真夏のマドンナ in 諏訪東京理科大学
パンフレット(平成27(2015)年度)
(3) B－1の改善・向上方策(将来計画)
小学生を対象とした「サイエンス夢合宿」事業は県内における科学啓発事業として定
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着しており、高齢者・シニア向け出前授業のメニューの充実を図る等、これまで実施し
てきた活動を継続するとともに、産学連携事業として実施している企業人向けの資格取
得講座は多くの需要があるため、地元自治体の担当部署とも連携し、ニーズの把握を行
い、生涯学習センター主催の資格取得講座の充実を図り、ニーズに対応した講座を開講
していく。

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、高等学校を対象とした出前授
業や実習等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、平成27(2015)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本学が連携して
育成することである。そのため、本学では、全38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し、育成を推進している。
主な事業として、8月初旬の夏休み中に本学にて1泊2日の合宿コースと日帰りコースの
「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、
高大連携事例として成果発表や前述の「高大連携出前実習」内容の展示・説明を行って
いる。その他、高等学校への訪問やインターンシップの受入れ、加えて本学教員が、高
等学校での授業内容が、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説明する等の連携事
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高等学校長と、県内
大学の高大連携担当者との意見交換会や、各高等学校の進路指導担当教員との懇談会等
に積極的に参加し、県内高等学校とその生徒の現状や大学に対する要望等の情報収集を
行い、本学において、より効率的で実質的な高大連携事業を推進し、取り組むための参
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等学校
の要望に沿ったものか、また生徒が興味を示す内容か、レベル的に整合しているか等、
今後の事業実施計画も含め参考にしている。
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さらに、これまで高等学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
等を継続的に実施するだけでなく、内容をより充実した連携事業として実施するため、
平成27(2015)年度、平成28(2016)年度に、県内の高等学校5校と高大連携協定を締結した。
【エビデンス集・資料編】
【資料 B-2-1】サイエンス体験プログラム in SUWA 案内(平成28(2016)年度)
【資料 B-2-2】高大連携出前実習のご案内(平成28(2016)年度)
(3) B－2の改善・向上方策(将来計画)
平成27(2015)年度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、
実質的な取組みにしていくため、高等学校の教員との意見交換を大切にし、前述の懇談
会、意見交換会以外の機会にも積極的に参加し、関わりを深めていく。高大連携協定の
一環として、平成30(2018)年度に長野県で開催予定の全国高等学校総合文化祭では、本
学は工業部門と自然科学部門の会場となる予定であり、本文化祭の成功に向けて積極的
に協力していく。
今後さらに高等学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、高大連携協定を締結する高等学校の数を増加させる取組みを行
う。

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)
本学では、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として
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、
地元の茅野市精密工業連合会との交流も活発に行っている。さらに、設立以来産学官連
携を重視し、
「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」を設置し、その促進を図ってきた。平成26(2014)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(以下「URA」という。)」に発展的に改組され、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」を新設した。
産学連携センターでは、産学官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
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フレットや「研究・技術シーズ」冊子を作成して、本学ホームページでも公開している。
また、産学のマッチングのために、本学の研究シーズを企業に知ってもらう取組みとし
て、研究内容を紹介する「諏訪理科サロン」を年3～4回実施している。
学内には開放型の産学官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内にある「茅野・産業振興プラザ」に設置した教室も、
多目的に利用できるスペースとして開放している。また、本学と複数の経済団体等との
間で連携協定を締結し、産学官連携事業を促進するためのベースとなる仕組みを構築し
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及び共同研究を本学教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事業として、
「品質管理検定対策講座」
・
「経営管理基礎講座」
・
「メ
カトロニクス講座」等各種講座を地域の企業人向けに実施するとともに、
「サイエンスフ
ェスタ」・「親子ものづくり教室」といった小中高生向けの講座の実施等も積極的に行っ
ている。
【エビデンス集・資料編】
【資料 B-3-1】産学公連携事業報告(平成28(2016)年度)
【資料 B-3-2】研究・技術シーズ(平成28(2016)年度)
【資料 B-3-3】産学公連携のご案内リーフレット
(3) B－3の改善・向上方策(将来計画)
本学の立地する地元地域は、多くの中小企業が集積する産業地域であることから、平
成27(2015)年度から、地元企業を知り教育研究に活かす目的で本学教員による企業見学
会を実施している。これは企業側も見学の場で本学教員から直接技術的等バイスを得る
ことができるメリットがあり好評であることから、今後はさらに多くの教員が見学会に
参加することで地元企業を数多く知り、また地元企業も本学の研究シーズを得る関係を
強化し、相互連携の強化と地域産業の振興に貢献ができる取組みとなるよう、規模を拡
大し実施していく。

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。

77

諏訪東京理科大学

(2) B－4の自己判定の理由(事実の説明及び自己評価)
本学では、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、地域の様々な団
体等と連携し地域課題の解決に向けた取組みを行っている。
産学官の具体的な連携として、表B-4-1のとおり連携協定を提携して様々な活動に取り
組んでいる。
表 B-4-1
年

地域との協定締結状況

月

平成18(2006)年3月

内

容

特定非営利活動法人諏訪圏ものづくり推進機構と「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」を締結
諏訪地域における産学官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。

平成21(2009)年4月

茅野市および茅野商工会議所と「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。

平成22(2010)年10月

茅野市と「茅野市と諏訪東京理科大学との包括的な提携に
関する協定」を締結
教育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
入等、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。また、災害時等における避難者支援等に関する覚
書も締結している。

平成25(2013)年11月

諏訪信用金庫と「産学連携協力に関する協定」を締結
地元の中小企業支援、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。

平成28(2016)年3月

株式会社商工組合中央金庫諏訪支店と「産学連携協力に関
する協定」を締結
地元の中小企業支援、人材育成に関する活動を協働で実施
している。

平成25(2013)年9月より、地域の多様な相談や要望を整理し産学連携センターや生涯学
習センター等の専門窓口に取り次ぐために、大学の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コーディネーターを学内の「地域連携プラザ」
に配置してきた。
平成28(2016)年4月からは、専任の事務職員を配置し、相談業務の仲介、学内関連事業
の運営の強化を図ったことで、担当事務職員が同席した相談業務も多くなり、連携事業
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を継続的にフォローできるようになってきた。さらに本学の地域連携の窓口として、顔
の見える、知られた担当事務職員として、信頼性の向上、業務の専門性の向上が一層期
待できる。
【エビデンス集・資料編】
【資料 B-4-1】地域連携センター活動報告リーフレット(平成27(2015)年度実績)
(3) B－4の改善・向上方策(将来計画)
地域連携センターに専任事務職員を配置したことで、地域からもたらされた相談業務
等の案件を、担当部署との連携がスムーズになり、多くの案件に対応できるようになっ
た。一方で、企業・地元団体からの相談案件の中には、引き受け先を見つけにくいこと
も多々あるため、案件を整理し一つでも多くマッチングできるサポート体制を「地域連
携センター運営委員会」で協議していく。
また、行政や団体から学生への協力依頼の案件が増加しており、地域連携事業への参
加を希望する潜在的な学生に対し、地域連携プラザへの情報掲示だけでなく、電子メー
ル・ホームページ等を活用した情報提供を積極的に行うとともに、学生の地域連携への
活動実績を大学として認証する制度を検討する。
今後も、本学教職員、学生の人的資源、設備的資源を地域が有効に活用できるよう、
学内の連携体制を整え、地域連携をさらに強化し、推進する。

[基準 B の自己評価]
本学は、地域の知の拠点となるべく、基本理念の一つである「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」の目的達成のため、生涯学習センター・産学連携
センター・地域連携センターを設置し、地域貢献を使命とする開かれた大学として、当
該地域の自治体や産業界と緊密な連携を保ちながら様々な事業を実施しており、その目
的を十分に達成している。
組織体制について、従来は、生涯学習センターと産学連携センターで担当していた地
域連携事業を、本学の地域連携の実績が上がるにつれて組織的で合理的な運用が必要と
なり、地域に開かれる窓口を一本化して地域連携センターを設置した。
生涯学習について、高大連携事業を専門的に展開する高大連携推進センターを別に設
けたことで、生涯学習と高大連携の地域連携が深化した。
地域連携センターに、専任の事務職員と産学連携コーディネーターを配置したことで、
依頼案件のフォローが丁寧にできるようになり、これまでの生涯学習センター事業や産
学連携センター事業の、どちらも扱えていなかった案件に地域連携センターが組織的に
対応できるようになった。今後、学内での情報共有の推進とともに、これまで以上に多
くの学生が地域連携事業へ参加することが期待され、学生の主体性の確立に大いに寄与
していることから、基準 B を満たしていると自己評価する。
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学校法人東京理科大学における役員及び職員の倫理に関する
規程
学校法人東京理科大学研究活動コンプライアンス基本規程

【資料 3-1-13】

学校法人東京理科大学における公益通報に関する規程

【資料 3-1-14】

CITI Japan プロジェクト e-learning

【資料 3-1-15】

諏訪東京理科大学環境方針

【資料 3-1-16】

教職員ポータル（CENTIS)について

【資料 3-1-17】

学校法人東京理科大学就業規則

【資料 3-1-18】

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

【資料 3-1-19】

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

【資料 3-1-20】

諏訪東京理科大学防災管理委員会規程

【資料 3-1-21】

諏訪東京理科大学大地震対応マニュアル

【資料 3-1-22】

災害時等における避難者支援等に関する覚書

【資料 3-1-11】

【資料 F-1】①に同じ

【資料 1-3-1】に同じ

3-2．理事会の機能
【資料 3-2-1】

学校法人東京理科大学寄附行為

【資料 F-1】①に同じ

【資料 3-2-2】

学校法人東京理科大学寄附行為施行細則

【資料 F-1】②に同じ

【資料 3-2-3】

学校法人東京理科大学理事会に係る議案に関する規程

【資料 3-2-4】

学校法人東京理科大学常務理事会規程

【資料 3-2-5】

理事、幹事名簿(平成 29(2017)年 6 月 1 日業務執行体制)

【資料 3-2-6】 評議員名簿
【資料 3-2-7】 理事会、評議員会出席状況
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

【資料 F-10】①に同じ
【資料 F-10】②に同じ
【資料 F-10】③に同じ

【資料 3-3-1】

学校法人東京理科大学業務規程

【資料 3-3-2】

諏訪東京理科大学学則

【資料 F-3】①に同じ

【資料 3-3-3】

【資料 F-3】②に同じ

【資料 3-3-6】

諏訪東京理科大学大学院学則
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)
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(諏訪東京理科大学学長裁定)
諏訪東京理科大学学部長学科主任会議規程

【資料 3-3-7】

諏訪東京理科大学教授会及び教授総会規程

【資料 3-3-8】

諏訪東京理科大学大学院運営規程

【資料 3-3-9】

諏訪東京理科大学自己点検及び評価実施規程

【資料 3-3-4】
【資料 3-3-5】
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【資料 3-3-10】

【資料 3-3-12】

諏訪東京理科大学教育推進委員会要項
諏訪東京理科大学ファカルティ・ディベロップメント実施
委員会要項
諏訪東京理科大学教学 IR 委員会要項

【資料 3-3-13】

諏訪東京理科大学情報委員会規程

【資料 3-3-14】

諏訪東京理科大学防災管理委員会規程

【資料 3-3-15】

【資料 3-3-17】

諏訪東京理科大学学生募集委員会規程
諏訪東京理科大学各学科会議運営要項及び共通教育センター
運営要項
諏訪東京理科大学学生部委員会規程

【資料 3-3-18】

諏訪東京理科大学図書館委員会規程

【資料 3-3-19】

諏訪東京理科大学生涯学習センター規程

【資料 3-3-20】

諏訪東京理科大学産学連携センター規程

【資料 3-3-21】

諏訪東京理科大学地域連携センター設置要項

【資料 3-3-22】

諏訪東京理科大学高大連携推進センター設置要項

【資料 3-3-23】

諏訪東京理科大学学習支援室規程

【資料 3-3-24】

諏訪東京理科大学学生相談室規程

【資料 3-3-25】

諏訪東京理科大学教務幹事会設置要項

【資料 3-3-26】

諏訪東京理科大学就職幹事会設置要項

【資料 3-3-11】

【資料 3-3-16】

【資料 1-3-8】に同じ
【資料 2-8-7】に同じ
【資料 2-8-8】に同じ

【資料 2-9-2】に同じ

3-4．コミュニケーションとガバナンス
【資料 3-4-1】

理事、幹事名簿(平成 29(2017)年 6 月 1 日業務執行体制)

【資料 3-4-2】

評議員名簿

【資料 F-10】①に同じ
【資料 F-10】②に同じ

【資料 3-4-3】

理事会、評議員会出席状況

【資料 F-10】③に同じ

3-5．業務執行体制の機能性
【資料 3-5-1】

学校法人東京理科大学事務組織規程

【資料 3-5-2】

学校法人東京理科大学事務分掌規程

【資料 3-5-3】

学校法人東京理科大学事務部局長会議等規程

【資料 3-5-4】

学校法人東京理科大学文書取扱規程

【資料 3-5-5】

【資料 3-5-7】

学校法人東京理科大学文書決裁規程
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
学校法人東京理科大学事務系職員研修規程

【資料 3-5-8】

本学事務職員の人事制度について

【資料 3-5-9】

スタッフ・デベロップメントに係る連携協力に関する協定書

【資料 3-5-6】

3-6．財務基盤と収支
【資料 3-6-1】

中長期計画「学校法人東京理科大学のあるべき姿」

【資料 3-1-2】に同じ

3-7．会計
【資料 3-7-1】

学校法人東京理科大学経理規程

【資料 3-7-2】

学校法人東京理科大学経理規程施行細則

【資料 3-7-3】

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

【資料 3-7-4】

学校法人東京理科大学固定資産及び物品管理規程

【資料 3-7-5】

会計処理要項

【資料 3-7-6】

公的研究費における予算執行要項

基準 4．自己点検・評価
基準項目
コード

該当する資料名及び該当ページ

備考

4-1．自己点検・評価の適切性
【資料 4-1-1】

諏訪東京理科大学学則

【資料 F-3】①に同じ

【資料 4-1-2】

諏訪東京理科大学自己点検及び評価実施規程

【資料 3-3-9】に同じ
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【資料 4-1-3】

諏訪東京理科大学自己点検・評価委員会開催記録
授業アンケート実施結果
【資料 4-1-4】
（平成 27(2015)年度分、平成 28(2016)年度分）
4-2．自己点検・評価の誠実性

【資料 2-2-2】に同じ

【資料 4-2-1】

自己点検・評価報告書(平成 27(2015)年度)
東京理科大学データ集(平成 28(2016)年度)
http://www.tus.ac.jp/documents/
【資料 4-2-2】
東京理科大学 HP TOP>大学概要>法人の概要>東京理科大学デ
ータ集>平成 28 年度
4-3．自己点検・評価の有効性
【資料 4-3-1】

教学 IR 委員会の活動方針について

基準 A． 実践力を育む教育の推進
基準項目
コード

該当する資料名及び該当ページ

備考

A-1．工学と経営学の融合教育
【資料 A-1-1】

「フレッシュマンゼミ」シラバス

【資料 A-1-2】

フレッシュマンゼミ報告書(平成 28(2016)年度)

【資料 A-1-3】

「工学と経営」シラバス

【資料 A-1-4】

「総合講座」シラバス

【資料 A-1-5】

「総合演習」シラバス

【資料 A-1-6】

総合演習報告書(平成 28(2016)年度)

A-2．アクティブラーニング
【資料 A-2-1】

「プロジェクト＆マネジメント A」シラバス

【資料 A-2-2】

「プロジェクト＆マネジメント B」シラバス

【資料 A-2-3】

「プロジェクト＆マネジメント C」シラバス

【資料 A-2-4】

「プロジェクト＆マネジメント D」シラバス

【資料 A-2-5】

「地域産業入門」シラバス

A-3．グローバル人材の育成
【資料 A-3-1】

海外ビジネス研修報告書(平成 28(2016)年度)

【資料 A-3-2】

特色ある教育研究「英語村」報告(平成 28(2016)年度)

【資料 A-3-3】

｢実践英語 B1｣シラバス

【資料 A-3-4】

縄文文化紹介英語リーフレット

A-4．地域志向教育
【資料 A-4-1】

｢地域に学ぶ｣シラバス

基準 B． 地域連携・貢献
基準項目
コード

該当する資料名及び該当ページ

B-1．生涯学習
【資料 B-1-1】

出前授業及びサイエンス夢合宿実績推移

【資料 B-1-2】

サイエンス夢合宿案内(平成 28(2016)年度)

【資料 B-1-3】

出前授業[講座一覧] (平成 28(2016)年度)
「科学のマドンナ」プロジェクト 真夏のマドンナ
in 諏訪東京理科大学パンフレット(平成 27(2015)年度)

【資料 B-1-4】
B-2．高大連携
【資料 B-2-1】

サイエンス体験プログラム in SUWA 案内(平成 28(2016)年度)

【資料 B-2-2】

高大連携出前実習のご案内(平成 28(2016)年度)

B-3．産学連携
【資料 B-3-1】

産学公連携事業報告(平成 28(2016)年度)

【資料 B-3-2】

研究・技術シーズ(平成 28(2016)年度)
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【資料 B-3-3】

産学公連携のご案内リーフレット

B-4．地域社会及び地方自治体との連携
地域連携センター活動報告リーフレット
【資料 B-4-1】
(平成 27(2015)年度実績)
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