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はじめに 

公立大学化の 2018年に 2 学部 4 学科を工学部 1学部 2 学科に改組し、本年度、完成年度を迎えた。 
大学運営体制として、従来の教育研究を担う研究科・学部の体制に加えて、地域連携の研究開発を担う教員で組織する「地域連携研究開発機構」が

発足、地域との取り組みを開始するとともに、国外の大学との連携と国際交流を担う「国際交流センター」が発足し、活動を開始してきた。また、従
来から地域と取組みを行っていた「地域連携総合センター」が、地域連携、産学連携、高大連携及び生涯学習に関する、総合窓口として統一すること
により、主体性の確立した人材を育成し、地域に一層貢献する大学としての体制が整った。 
公立大学法人化 2年目を迎えた 2019 年度には、新たに就任した小越学長のリーダーシップのもと、主体性を持つ人材を育成し、地域貢献とともに

世界に羽ばたく人材を輩出する大学として、教育研究の充実と地域貢献活動へ一層の注力を図り、地域連携研究の課題に取組む学生が大幅に増え、国
際学会等への学生参加も順調に進んでいる。また、将来に向けての学科体制の在り方や本学の教育体制改革にむけて、教職員が一体の活動を行い本学
将来像と人材育成ビジョンと戦略の具体化と、働き方改革にあわせ学内における労働環境整備を進め、教職員の健康と福祉を確保する体制づくり実施
してきた。 
学生への支援施策として、国の「高等教育段階の教育費負担軽減新制度」に合わせ、本学独自の授業料減免制度を設けるとともに、大学院入学者へ

の支援制度の充実を図って、意欲ある学生の増加と本学の研究力向上の施策を進めている。 
2020 年度、2021 年度の 2 年間は、新型コロナウイルス感染症蔓延の環境下にあり、年度計画で予定した国際交流や地域貢献交流等の対外的な活動

が出来ない施策もあったが、入学志願者は中期計画目標を超えて推移しており、推薦入試人数枠の変更、コロナ過でも Web オープンキャンパスや高
校へのオンラインガイダンスの実施など募集活動は順調で、大学院英語授業や制度整備も進捗し、今後も大学院進学者の増加が見込まれる。 
公立化 1 年目の 2018 年に国際交流センター設置、2019 年度にアドミッションセンター、2020 年度は教学マネジメントセンターと機能強化に合わ

せて組織化し、2021 年度は総合情報センターを設置するなど、教育支援の体制整備は順調といえる。 
研究面では「地域連携研究開発機構」が初年度から機能し、外部資金研究件数は順調に推移、地域組織への参画への積極的に取り組んでおり、新た

な教育研究棟も 2021 年度に予定どおりに完成し、教育研究環境が整った。 
こうした状況を踏まえ、本年度の学部・諸組織等における自己点検を基に、自己点検・評価委員会において報告書として取り纏めた。 
 

2022 年 4 月 自己点検・評価委員会 
 
 
 



１．理念 

【基本理念】 
① 先端的な科学技術に挑戦する教育と研究を推進することにより、地域と我が国の将来の発展に貢献する。 
② 先端的な知識・技能を身につけ人間性及び創造性豊かで主体性の確立した人材を育成する。 
③ 地域における知の拠点として、文化の進展と産業の興隆に寄与する。 

【教育理念】 
① 急速に発達する科学技術とグローバル化する社会に対応して、自ら将来を開拓できる先端的な知識・技能を身につけさせる。 
② 本学の伝統である工学と経営学の融合教育を通して、先端技術のみならずそれを広く社会で実践するための総合的な能力を身につけさせる。 
③ 主体性を持ち、地域に貢献するとともに世界にも羽ばたく人材を育成する。 

 

２．目的 

 【大学】 
・公立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、工学と経営学の融合教育を行い、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により、地域と我が国の将来の発展に貢献す
ることを目的とする。 

 【大学院】 
・本学大学院修士課程は、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。 

・本学大学院博士後期課程は、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。 

 
 
 
 
 



３．組織 

（１）教員体制                                                                                   
【大学】                                                                                         （5月 1 日現在 単位：人） 

学部・学科、その他の組織 
専任教員数 非常勤 

教員数 教授 准教授 講師 助教 計 
工学部 情報応用工学科 11（0） 4（0） 1（1） 4（0） 20（1） 11（0） 

機械電気工学科 12（0） 4（0） 3（0） 3（1） 22（1） 23（2） 
計 23（0） 8（0） 4（1） 7（1） 42（2） 34（2） 

機械工学科 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 
電気電子工学科 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 
コンピュータメディア工学科 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 

計 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 
経営情報学部 経営情報学科 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 

計 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 
その他の組織 共通・マネジメント教育センター 6（0） 3（1） 5（2） 1（1） 15（4） 22（9） 

合計 29（0） 11（1） 9（3） 8（2） 57（6） 56（11） 
※（ ）内は女性内数 

 
【大学院】                                                                                       （5月 1 日現在 単位：人） 

学部・学科、その他の組織 
専任教員数 非常勤 

教員数 教授 准教授 講師 助教 計 
工学・マネジメント研究科 工学・マネジメント専攻 26（0） 7（0） 7（1） 1（0） 41（1） 1（0） 
※（ ）内は女性内数 

 
 

 



（２）組織図                                                   （4月 1日現在） 
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４．学生数 

（１）学部                                                                                       （5 月 1 日現在 単位：人） 

学部名 学科名 収容定員数 
在籍学生数 

男 女 計 
工学部 情報応用工学科 600 586 68 654 

機械電気工学科 600 582 40 622 
機械工学科※ ― 9 1 10 
電気電子工学科※ ― 12 0 12 
コンピュータメディア工学科※ ― 15 3 18 

情報経営学部 経営情報学科※ ― 9 3 12 
合計 1,200 1,213 115 1,328 

※：組織変更に伴い、2018 年度より募集停止 
 

（２）大学院                                                                                     （5 月 1 日現在 単位：人） 

研究科 専攻 収容定員数 
在籍学生数 

男 女 計 
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〕 30 34 5 39 

工学・マネジメント専攻〔博士後期課程〕 6 5 0 5 
合計 36 39 5 44 

 
 
 
 
 
 
 



５．年度計画に対する自己評価 

（１）2021 年度評価 
公立化 4年目で工学部 2学科としての完成年度となった本年度も、新型コロナウイルス感染症蔓延の環境下にあり、対外的な活動が制限される

中、講義や実験においては対面とオンラインの併用での対応となった。昨年度、オンライン授業でのメリットを活かし、録画することで学生は予
習、復習に活用するとともに、教員は授業方法の改善に活用してきた。それを更に進め、対面授業も録画するシステムを教室に導入し、後期から
授業録画を運用しており、教育の質向上のための教育支援体制を整備し、これらのシステム管理も兼ね「総合情報センター」を設置した。 
昨年度から引き続き「将来構想検討委員会」において、今後の社会情勢を見据え、本学をブランディングして特色ある学科体制やその中での教

育研究分野について検討を重ねてきたが、「諏訪地域に立地している公立の工学系単科大学」であることを踏まえ、今後の学科、コース体制及び
強化していく重点分野等についての中間報告を取り纏め、学長に答申した。 
また、諏訪地域を含む長野県内企業との共同研究、受託研究及び技術相談の件数は、着実に増加しているとともに、「地域連携課題演習」の授

業では、地域関係者と課題設定し、205 名の学生が地域へ出た調査活動などを行い、具体的な技術活用の提案を行うなど、学生の地域活動の意識
も高まっている。 
以上の他、下記の各項目の実施状況から判断し、「本年度の計画は順調に実施できた」と自己評価する。 
 

（２）大項目実施状況 
①自ら将来を開拓できる主体性ある人材の育成と輩出に関する目標を達成するためにとるべき措置について 
１）学生の教育に関する目標（学部・大学院教育）を達成するためにとるべき措置 

 入学者受け入れ方針の設定、公表、検証および見直しを定期的に行っている。その結果、志願倍率は 7.5 倍となった。学部卒業生の大学院（修
士課程）進学率も初年度（2018年）の 6.6％から 15.8%と順調に増加した。また、PBL 型授業、アクティブラーニング授業の導入比率も工学
部該当分 64.7%、共通・マネジメント教育センター該当分 47.1%となった。 

２）学生を支える教職員の資質向上、教育の質の改善及び教育環境の整備に関する目標を達成するためにとるべき措置 
 メンター制度導入、FD活動、遠隔での学習支援などにより、コロナ禍ではあったが、必修科目の合格率は 90%を超えた。教員の質的向上を
目的とした定量的な教員業績評価制度の実施及びその評価基準の見直しを行い、教員への周知を行った。また、新学科等の検討も順調に進み、
受験人口の減少、地域を含む社会のニーズを考慮した案の提出を学長に行った。 

３）グローバル人材の育成推進に関する目標を達成するためにとるべき措置 
 今年度も、コロナ禍のため、国際化に関連した活動がほとんどできなかったが、今までの活動が盛んであったため、順調に進行している。 

②先端的研究の取組と研究成果の創出に関する目標を達成するためにとるべき措置 



１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するためにとるべき措置 
 今年度も、コロナ禍のため、研究活動に制限を受けが、オンライの活用などによりその悪影響を最小限に抑えられた。その結果、地域企業と
の連携件数は 61 件という実績だった。ただ、科研費等の採択件数は大きく変わっていない。しかし、受託研究と技術指導、及び共同研究は
順調で、研究水準及び研究成果等はさらに上がってくと考えられる。 

２）研究の実施体制等に関する目標を達成するためにとるべき措置 
 地域連携研究開発機構を設置し、学科等を越えた研究を行っているが、大学院生の多くが、実践的教育の一環として研究に参加ししており、
その結果、2021年度の地域連携研究開発機構の研究開発件数（特許件数、審査のある論文数、審査のあるプロシ-ディング数の合計）は 53 件
の実績となった。 

③地域産業・文化の振興及び知的資源の還元に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１）地域社会との連携・協力体制等に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 コロナ禍の影響もあり、「出前授業」実施は困難な状態であるが、遠隔式での「出前授業」も実施したところ、26 件実施できた。また、高大
連携センターにおいては、連携事業を 30 件実施できた。コロナ禍の影響もあり、本学の参画する連携事業の件数は当初計画どおりは厳しか
ったが、フターコロナでは回復すると考えている。 

２）地域産業・文化の振興に関する目標を達成するためにとるべき措置 
 地域要請に基づく各種審議会・委員会への参加件数は、38 件だった。一方、コロナ禍のため、2021 年度は図書館の外部利用を不可としたの
で図書館の一般利用者はなかった。今年度から、地域連携総合センターは、学外の団体と共同で、地域企業の課題解決に取り組む「IoT・AI-
DX コンテスト」を開催し、地域企業および本学学生の参加があった。 

④大学の教育研究及び法人経営の体制・環境整備に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１）業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

教職員が個性と能力を最大限に発揮できるような、可能な限り定量的な人事評価制度の導入を目指し、研究分野の評価方法を学問別(8 分野)
から学科別(2分野)に変更し、より本学の実態に近く、公平な評価となるよう改正した。また、法令遵守徹底のため研修会の一環として、既
に配付している「コンプライアンスハンドブック（別冊版含む）」を刷新（第 2版を作成）し、全教職員に配付、意識向上を図るとともに、
全教職員対象としたハラスメント防止研修（オンライン開催）を、他大学で事例を参考に実施した。また、障害を理由とする差別の解消の
推進に関する対応要領を制定、本学のスタンスを明確にさせ、教職員、学生に対する啓発活動を推進。教育研究・業務運営における個人情
報の保護等に関する情報システムのセキュリティ強化のため、「総合情報センター」を設置し、専門職員を採用し配置した。 

２）財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 
国の競争的資金の獲得に向け、科学研究費獲得に関する参考書の貸し出しや、オンライン講座等新たな取組みを開始し、周知した。また、
学内の光熱水費の使用状況を電力モニタや掲示等により、教職員及び学生のコスト意識を高めるとともに、大教室と共用部の照明 設備の



LED 化と、研究室のエアコン更新工事等、省エネルギー対策を実施した。 
３）自己点検・評価及び情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき措置 

外部認証評価機関による認証評価を、一般財団法人大学教育質保証・評価センターで受審することで決定し、受審経験大学との情報交換を
実施し情報収集するとともに、本評価センターの専門委員候補者として本学から教員２名を推薦し、より詳細な情報収集ができるよう対応
した。また、大学運営の透明性を確保するため、法人情報及び教育情報について、大学ホームページ上に公開するとともに、「蓼科の風」と
「SUS-TIMES」の広報誌を定期発行し、積極的な情報公表を行った。 

４）その他業務運営に関する目標を達成するためにとるべき措置 
ワークライフバランスに配慮した働きやすい環境を整備産休、育休休暇に関して、取得者に復帰までの道筋をわかりやすく理解できるよう
にまとめた案内を、ポータルサイトに掲載して教職員に周知した。また、学生・教職員の健康保全管理と地域貢献を兼ね、茅野市、茅野市
商工会議所と本学の共同体で、本学の体育館を会場に学生、教職員及び会議所会員企業従業員を対象に職域接種を実施した。さらに、コロ
ナ禍における質の高い教育を維持するために DX化を推進し、授業録画システムを後期授業から導入し、その結果学生が授業の復習をしや
すくなり遠隔授業の環境下ではあるが、教育効果は高まっている。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（３）小項目実施状況 
No 2021 年度計画 実施状況 

１ 自ら将来を開拓でき主体性ある人材の育成と輩出に関する目標を達成するためにとるべき措置 

（１）学生の教育に関する目標（学部・大学院教育）を達成するためにとるべき措置 

ア 入学者受入方針の設定 

1-1 【2021 年度計画】 
・入学者受け入れ方針を大学 HP、パンフレットなどに引き続き明記す
る。また、今後はオフラインとオンラインを併用して実施することを
想定しているオープンキャンパスでの大学説明や各地で開催している
高校教員向けの入試説明会でも広く一般に公表していく。 

・1 年前期の成績と各学年において、1 年次終了時、2 年次終了時、3 年
次終了時の成績との関係性を検証し、入試タイプとの相関性を 4 年次
まで継続して検証する。 

・昨年度に引き続き、2021 年度新入生に対して入学時の学力段階調査を
行う。2021 年度が完成年度となるため、当調査の継続は一旦、ここま
でとなるが、その後の継続に関してはそのデータの有用性をしっかり
と検討して判断する。なお、当該データにより入試毎の学力の傾向性
を把握し、必要に応じて入試の新方式の導入検討や内容変更の材料と
する。 

・アドミッション・ポリシーの検証と必要に応じて見直しを行う。 

【2021 年度実績】 
・入学者受け入れ方針について、大学 HP、パンフレット等に明記し、広く周知している。また、8月上旬
に学内での実施を予定していたオープンキャンパスと高校教員対象の入試説明会はコロナ感染状況の悪化
により中止とせざるを得ない状況となった。しかしながら、当初よりオンラインの併用も予定していたた
め、オンラインで実施し、その中でしっかりと周知ができた。 

・公立化後入学 1 期生がいよいよ最終学年となり、3 年次終了までの成績検証等を実施し、これを学内共有
だけでなく、入試説明会等において説明している。 

・入学時の学力段階調査を実施し、英語・数学・物理の基礎科目の習熟度授業実施のためのクラス分け資料
とした。学力段階調査結果とその後の成績等との検証については複数年の実績ができてきたことから、
2022 年度以降に実施し、そのデータを入試新方式の導入検討等の材料とする。 

・大学の将来構想検討の中で、各学科における研究分野を世の中の変化にあわせて変更すること等が予定さ
れていることから、これにあわせて入学者受入方針の一部変更が必要であるため、2023 年度学生募集に
間に合わせるため、変更内容の検討を開始した。 

1-2 【2021 年度計画】 
・2021 年度の学生募集に関する広報活動として、2020 年度のコロナ禍
により地元大学への関心が若干ではあるが高まりを見せていると考え
られる長野県内の高校に対して、特に学校推薦型選抜を活用した優秀
な志願者増加を目指し、県内高校に対する広報活動を一層強化する。 

・学校推薦型選抜に関して、評価方法の改善や各枠の募集定員の見直し
を実施してきたが、これを引き続き実施し、本学のアドミッション・
ポリシーに合致する優秀な学生を獲得できる選抜方法を検討する。 

・出願者が見込まれる高校に対しては引き続き県内外問わず高校内ガイ
ダンス（オンライン型含む）に積極的に参加する。高校教員対象説明
会については会場での対面実施とオンラインでの実施を併用して実施
することで全国の高校への情報発信が可能となると考えている。 

・一般選抜での志願者数・入学者数が上位のエリア（特に東海地域）に
対しては「特別指定エリア」として重点的に募集活動や模擬授業（オ
ンライン含む）などを実施する。 

・志願者数が多かったエリアの高校については、2021 年度においても
積極的な広報活動を継続する。 

・オープンキャンパスに関しては対面（オフライン）とオンラインの併
用イベントとして実施する。特に、Web上での動画配信は参加者が自

【2021 年度実績】 
・今年度は高校教員対象説明会を対面で実施すべく検討していたが、コロナ感染状況の悪化により、実施が
難しい状況となった。しかしながら、長野県内高校への広報活動については強化対象であったこともある
こと、そして県内移動のリスクはその他の県との往来等と比較して低いと考え、長野県教員限定で学内で
の説明会を実施した。なお、県外教員に対してはオンラインでの対応とした。長野県内教員に対しては対
面でのより丁寧な説明や相談体制ができ、長野県外に関しては大学との距離を一切問題としない体制での
実施ができたことから、北は北海道、南は九州の高校教員に参加していただくことができた。 

・オープンキャンパスは 8 月に学内での開催を 2日間計画していたが、直前にコロナ感染状況が悪化した
ことにより中止せざるを得ない状況となった。しかしながら、このイベントへの予約者は上限である 300
名となっており、対面での大学見学や相談機会を求めている高校生がいることから、代替イベントとし
て、大学見学会及びオンライン相談会を 10月に実施した。また、昨年も学生募集の重要な要素となった
オンラインオープンキャンパス（Web 上での各種動画配信）は昨年の反省を生かし早期より公開ができ
るよう動画撮影等の日程を調整し、効果的な配信ができている。 

・編入学試験を実施し、昨年度の 1.5 倍の志願者となった。主に工業高等専門学校からの志願であり、ター
ゲットと考えている層に情報がしっかり届いていると考えている。また、年々、優秀な学生の出願が増え
てきており、大学としてのブランド力向上なども図れていると考えている。 

・コロナの影響により、対面での活動に制限が多いため、過去に実施してきたような高校訪問や高校に出向
いての説明会実施等は難しい状況であるが、高校側のオンライン対応体制も整備され始めていることか
ら、これらをしっかりと活用している。 



由に視聴日程を決められるなどのメリットが大きいので、継続して実
施する。動画作成に関しては、高校生への大学魅力訴求が高い内容を
しっかりと検討する。 

・学校推薦型選抜および一般選抜の定員数は概ね同数で実施することと
するが、前述のとおり学校推薦型選抜の各枠における募集定員の配分
については、公立化後の志願者数の実績等をしっかりと踏まえたうえ
で、最適な配分を検討する。 

・編入学に関しては、引き続き工業高等専門学校からの優秀な学生の確
保に向けて広報活動を展開する。 

・入試結果として東海エリア、特に公立化後以降に入学者数が多くなった愛知県からの志願状況が悪くなっ
ている。これは、コロナの影響により、特に愛知県において地元へ残りたいと考える高校生が増えたこと
が一因であることは予備校等の情報共有により得てはいるが、この地域からの志願者がこのまま減少して
しまうことは大学として今後の学生募集力に大きな影響があると考えられる。コロナの影響により愛知県
を中心とした東海エリアへの募集活動について、対面形式での実施が難しくなっており、思うように実施
できていないことも影響していると考えられる。 

1-3 【2021 年度計画】 
・2022 年度修士課程入学者数について、公立大学としての最初の卒業
生が進学することから、以下の施策を強化して、内部進学者数の目標
達成を目指す。 

・大学院修士 2 年生の発表会や 1 年生の中間発表会の開催案内、プログ
ラムを学部生に早期に掲示などでアナウンスし興味を引かせる。また、
就職ガイダンスに並行して、学部 4 年生に対して大学院進学ガイダン
スを実施し、大学院とは、またその優位点や魅力を学部生に積極的に
紹介していく。 

・大学院における,DP, CP, AP３つのポリシーについて、見直しの必要
性について検討する。 

・前年度効果が認められた施策、「大学院進学を希望する卒研生に対して
は、学生の適正やテーマの内容により異なるが、進学後の２年間まで
含めた合計３年間を見込んでの研究テーマを設定することが可能であ
り、より深い研究テーマに挑戦することができる体制とする」を引き
続き行う。 

・留学生の獲得のため、後期入学の制度を制定する。 
・さらなる大学院教育の充実に向けた個別教員のヒアリングやアンケー
トを実施する。 

・優秀な留学生に対し、入学金・授業料の減免および奨学金給付を実施す
る。 

【2021 年度実績】 
・新年度当初新 4 年生を対象にした進路ガイダンスにおいて、大学院進学の PR 活動を積極的に展開した。
また、後期授業開始前に 3 年生を対象にした修学ガイダンスにおいて、大学院進学の PR活動を積極的に
展開した。 

・2022 年度修士課程における学生募集活動として、日本語と英語のパンフレットを作成し、HPで公開す
るとともに 50 程度の大学等に送付した。 

・公立大学入学生が大学院を目指すこの時期に、大学院修士課程の入試制度について、学内選抜、一般選抜
における詳細な内容を決定して入試を実施してきた。その中で、面接試験のウエイトを高くして、研究内
容等のプレゼンを含めて十分な時間をかけて試験する体制とした。 

・一般選抜入試において、筆記試験の出題に関する出題委員会を立ち上げて体制を整備した。これまでに、
学内選抜入試を実施し 25 名、また、一般選抜前期、後期入試を実施し 6名の合格者を出しており、合計
31 名の学内からの進学者数を得ている。学内進学者数の目標値 45人には届かなかったが、昨年度の内部
進学者数に比べ 7 名増となっている。一方で、他大学院への進学予定者数は 19 名であり、今後、学内へ
の進学者数を増やす施策を実施していく必要がある。 

・前年度から引き継いで、学部 4年生＋大学院 2年の計 3 年間の研究計画を実施することで、より挑戦的
な研究テーマを設定し、学会発表などを経て完成度の高い研究活動を実施している。 

・大学院における３つのポリシーについて、2 月末を目途に見直しの是非を検討した結果，将来検討委員会
の方向性を踏まえて学部のポリシー変更に時期に併せて，再度検討することとなった。 

イ 学生に提供する教育内容及び学修成果等の保証 

1-4 【2021 年度計画】 
・引き続き、教育課程編成実施方針を、大学ＨＰや大学パンフレット等で
広く公表していく。 

・学生にアンケート調査を基にコロナ禍で得られた遠隔授業の利点を最
大限活かし、問題提起とその解決能力や解決策提案能力の向上を目指し
て、アクティブラーニング手法を積極的に取り入れた教育方法を再検討
する。 

・2 年次の学修については前年度の経験を踏まえ、2 年次後期、または
3 年次前期におけるそれぞれの学科のコース選択を念頭に置き、学生
に対し指導を行っていく。 

【2021 年度実績】 
・今年度も既に教育課程編成実施方針を大学の HP やパンフレット等で公表した。 
・前期は感染対策をしっかりと行い授業の 80％を対面で実施して、対面でのメリット、即ち学生と教員
間、学生間の質疑、ディスカッション等、直接行うことができた他、互いの交流も図ることができた。一
方、授業の資料を“SOLA”にアップして復習に使用したり、課題の授受もネットワーク上で行うなど、非
対面で実施してきたメリットも併用して授業を行うことができた。その結果、効率的に知識と技能を身に
着けるとこができ成果はあったと思われる。 

・各学年、後期授業開始前にガイダンスグループ毎に担当教員と個人面談を実施し、前期の単取得状況や成
績の確認と後期に向けての履修科目や目標、課題等について相互に意識合わせした。なお、コロナ感染者
数が拡大していた時期であったので、ZOOM を使用して面談したが、学生への連絡を含め滞りなく実施



・基礎的な専門技術の習得状況を検証するため、各学年の学生に対し１年
次終了時および 2 年次終了時における基礎専門、専門科目の必修科目
の合格率、平均点などを集計し評価検証する。また、3 年生に対しては
加えて 3 年次終了時に専門科目を中心に同様に検証する。 

・共通・マネジメント教育領域科目と専門教育領域科目の接続について、
その重要性について再確認し、教学マネジメントセンターおよび同推
進委員会と協同で必要に応じて改善、見直しを推進していく。 

・体系的な教育課程の実施状況を把握するため、各学年の前期終了時およ
び後期終了時に個人面談などを行って、単位取得状、GPS,GPA などに
ついて学修ポートフォリオを用いて確認し、次期の学修計画に資する。 

・特に、3年次において修得する選択専門科目について、学生個々に目指
す専門、具体的には卒業研究につながるチェーンを十分に認識させて有
効かつ効果的な履修方法を指導していく。 

・専門力を活かして解決策が提案できる学力を充実させるため、3年ゼミ
において、卒研生と一緒になったテーマを早期に体験させることで、円
滑な卒研着手に移行させる。その運営方法については昨年度の経験を踏
まえ、改善すべきところは改善し、より学生にとって有意義なゼミに移
行していく。 

・カリキュラム・ポリシー（専門領域）については今年度、完成年度を迎
えるため、公立化後のカリキュラムを総合的に検証し、必要に応じて
見直すべき項目や語句は加筆修正する。 

【2021 年度計画】 
・公立化後の完成年度を迎えるにあたり、共通・マネジメント教育とし
ての集大成ができるよう、3 年間の教育実績のまとめと更なる発展を
目指して、領域 5 分野の授業科目の教育内容（科目及び授業内容等）
の向上を図る。 

・「英語力の向上」と「技術士資格取得」への支援  
 前年に引き続き、英語の課程教育と英語村や TOEIC 支援の充実によ
りグローバル人材を育成するための英語力向上を図る。また「技術者
の倫理」に関する一般教育支援等を通して学生のキャリア形成に寄与
する技術士 1 次試験の合格者増員を目指した支援活動を行う。 

できた。 
・共通・マネジメント教育領域科目と専門教育領域科目の接続について、教学マネジメント推進委員会幹事
が中心になり、改善や見直し作業に入った。数学系や物理系科目については、シラバスに従って授業内容
項目と専門科目との関連性を確認し、専門（学科）側からの要望を取りまとめた。今後、科目ごとにワー
キンググループを立ち上げて内容について議論していく。また、各学科内で専門科目についても見直し作
業に入った。学生実験を含め各科目の内容はその分野のカリキュラムチェーンを意識し、さらに学生実験
と座学との関連性も重要視して実施している。 

・3 年次のゼミ研究は今年度前期（ゼミ研究１）も多くの学生が履修し、卒業研究の早期体験をすることが
できた。目的意識の高い学生が履修しており、熱心に課題に取り組んだ。後期にゼミ研究２がスタートし
前期と合わせ、引き続き円滑な運営、実施を目指し改善すべき点は改善していく。 

・カリキュラム・ポリシーについては引き続き、これまでを見直し、必要に応じて加筆修正することを検討
する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
【2021 年度実績】 
（1）共通・マネジメント教育の全般について  
・昨年度は新型コロナウイルス対策の為に殆どの授業が遠隔授業として行われたが、本年度は感染対策を十
分講じながら、必修科目は勿論のこと選択科目においても可能な限り対面授業が計画された。また、選択
科目では対面と遠隔授業を併用したハイブリッド方式も採用された。しかし、冬期休暇後 2022 年に入り
オミクロン株の流行に伴い残りの授業と期末試験が、全ての科目において遠隔扱いとなった。本年度にお
ける大学全体での対面授業の割合が 80％以上の目標に対して、共通・マネジメント教育センターでの年間
を通した対面授業とハイブリッド授業の割合は、78.4％と 11.5％で、両者の合計は 90％に達し、概ね大学
の目標値を達成できた。 

・本年度の年間教育については、5 分野共に計画に沿って確実に実行できた。特に、マネジメント系では 1
名を採用することで教育の充実が図られた。英語系では英語村に関する数年の研究成果を、センター内初
の共著論文として東京理科大学紀要に採択された。 

・4 年間の総括と今後の進め方について 
年度計画にはなかったが、完成年度に当たり、共通・マネジメント教育領域全般に渡ってこれまでの総括
と今後の進め方について検討・方向付けを行なった。マネジメント科目と地域連携科目が「マネジメント・
地域連携科目」として統合され、本センターの教育領域科目は次年度から 4 科目領域となる。3 名の退職
者の後任として、数学系、物理系、語学系教員の新規採用が決まった。全学的に AI/データ解析の基礎を
身につけ、それらをリテラシーとして使える学生を育成する為、次年度から一般科目に「データサイエン
ス入門」を開講することとなった。 

（2）年度計画に上げた個別教育について 
・英語力の向上について、「TOEIC(IP)」は昨年同様オンライン受験形式での実施とし、174名の申し込者が



あり 162 名が受験した（これまでの最高受験者数）。年度目標値は「TOEIC 600点以上 7 名」であり、10
名が 600 点超えを達成し、目標を上回る結果となった。 

・技術士資格取得支援については、各学科ガイダンス時に学生時代に技術士１次試験に合格しておくことの
有益性について周知するとともに、本年度も理窓技術士会との提携に基づいて受験対策セミナーを夏休み
前後で２回、講師・受講生ともコロナ対策を十分にとった上で対面により実施した。受講生は１次セミナ
ー（8/4）16 名、2次セミナー（9/28）13 名であった。試験は 11月に行われ受験者は 10名で、合格者は
3 名であった。 

（3）共通・マネジメント教育センターの組織について 
・経営情報学部の募集停止に伴い、学長の意向により本センターの工学部傘下入について検討したが、結果
として 1 年間の猶予期間を得て、次年度再検討することとなった。 

・本センター所属研究室の 2 号館集結について検討した結果、4 号館所在の研究室は年度末に移動し、次年
度から全研究室が 2 号館に集結することとなった。 

1-5 【2021 年度計画】 
・引き続き、学位授与方針を大学HP、大学パンフレット等で広く公表し
ていく。 

・各学年の学生に対し、前期および後期の修学指導期間に実施しているガ
イダンスグループ面談において、学修ポートフォリオを活用し引き続
き、学生の修得単位数に加えて GPA, GPS 値を認識させることで教育
の質向上を目指した指導を実施する。学修ポートフォリオは本学におけ
るディジタルトランスフォーメーション（DX）の 1 つ施策として電子
化し、ネットワーク上で使用できるようになった。その結果、学生との
連携がより密に、また、速やかに応答可能となり、その利点を活かしフ
ル活用していく。 

・自らの専門知識を活かして問題を発見し、それを解決する能力を育成す
るため、コロナ禍で培った遠隔授業のメリットを活かし、専門領域にお
いてもアクティブラーニング手法などを積極的に取り入れた教育方法
を検討し、推進していく。 

・専門力の修得を目指して、3年次において修得する選択専門科目につい
て、学生個々に目指す専門、具体的には卒業研究につながるチェーンを
十分に認識させて有効かつ効果的な履修方法を指導していく。 

・専門力を活かして解決策が提案できる学力を充実させるため、3年ゼミ
において、卒研生と一緒になったテーマを早期に体験させることで、円
滑な卒研着手に移行させる。その運営方法については昨年度の経験を踏
まえ、改善すべきところは改善し、より学生にとって有意義なゼミに移
行していく。 

・学部 4 年間の学修の集大成としての卒業研究がスタートする。研究レベ
ルの向上、研究室の活性化を図るため、教学マネジメントセンター、同
推進委員会と連携して推進し、各研究室の努力目標として、研究室で最
低 1 名は，卒業研究の成果を外部の学術研究機関が主催する学会・研究
会などで研究発表する。その結果、卒業生の質保証を実現する。 

・ディプロマ・ポリシーについては今年度、完成年度を迎えるため、公立
化後のカリキュラムを総合的に検証し、見直すべき項目や語句はは加

【2021 年度実績】 
・今年度も既に教育課程編成実施方針を大学の HP やパンフレット等で公表した。 
・後期授業開始前に各学科、学年ごとに後期修学ガイダンスを実施した他、ガイダンスグループ毎に担当教
員と個人面談を実施し、前期の単取得状況や成績の確認と後期に向けての履修科目や目標、課題等につい
て相互に意識合わせした。時期的にコロナ感染者数が拡大中であったので全て ZOOM を使用して実施し
た。学内の DX も進み、電子化した学修ポートフォリオを使用して指導にあたった。非対面であることか
ら最新情報を得ることができ、また教員と学生間、各教員間で情報共有でき効率的である。 

・コロナ禍で培った遠隔授業形式や授業の資料、課題の授受等のメリットが徐々に明らかになってきた。即
ち、これらのメリットを活かしてアクティブラーニングを更に拡張していく環境は整いつつあるので、引
き続き強く推進していく。 

・ディプロマ・ポリシーについては引き続き、これまでを見直し、必要に応じて加筆修正することを検討す
る。 

・3 年次前期のゼミ研究１は多くの学生が履修し、活動を行った。実際に研究室の機器や測定器、ソフト等
に触れ、有意義なものであったと思われる。改善すべき点はなかったか検証した結果、後期のゼミ研２で
は研究テーマを与えるなどして座学中心から、より専門性が高く実践に近い内容にした研究室が多く見ら
れた。ゼミ研１、２を通して研究目的や内容等について十分な調査、検討する時間が確保でき研究スキル
を習熟して円滑に卒業研究につなげることができた。 

・卒業研究のレベルの向上、研究室の活性化を図るため、１研究室あたり最低１件、学会発表するという努
力目標を立てた。前期の実績は情報応用工学科が 3 研究室 6件、機械電気工学科は 2 研究室 2件であ
り、卒業研究開始が 4月からであることから滑り出しとしては評価できる。これから検証が必要だが、
早期から卒業研究を体験することを目的とし、3 年次から実施しているゼミ研究の成果が表れていると思
われる。後期の実績については、情報応用工学科が 9 研究室 30 件、機械電気工学科は 6研究室 11件で
あり件数的には増加した。しかし、学科や研究室によって偏りがあり、引き続き上記目標達成に向け各研
究室において卒業研究を指導していく。 



筆修正する。 
1-6 【2021 年度計画】 

・2022 年度に向けて、修士課程における特別研究のウエイトについて、
従来以上に高くなっていること、実態に即したウエイトにすること 
を考慮して、単位配分の見直しを行う。 

・修士課程における特別研究以外の学修について、実態に合わせた見直
しを行う。 

・2022 年度外国人留学生に対して、秋入学制度設立に向けて授業科目の
通年化を見直す。 

・昨年度に引き続き、さらなる大学院教育の充実に向けた個別教員のヒ
アリングやアンケートを実施する。 

 

【2021 年度実績】 
・大学院生のベルアップ施策として、在学中２年間で 1件以上の学会発表を義務化し、定着化してきてい
る。 

・修士課程において、従来、ゼミ形式で研究活動の一環として実施している専門分野の英文論文等の文献調
査においては、大きな稼働になっていること考慮して、この部分を新たに必修科目として単位化（各年次
で 1 単位）することを検討中である。すでに、英語による授業をこれまでに 10 科目（20 単位）実施中で
あるが、今回の英文文献調査を必修科目に昇格させることで、その延長として、英文論文発表を目指した
研究活動を強化していく。 

・開講する全科目について、シラバスの英語併記を実施しているが、令和 3 年度では約 80%にとどまっ
た。 

・基幹科目の分類について、従来の工学系、融合系、マネジメント系の 3系統から現状に即した見直しを
行って、工学系、マネジメント系の 2 系統に集約することとし令和 4 年度の新入生から適用することと
した。 

・大学院入学時点で一定の大学院レベルのスキルを付けさせ、また、大学院時代の研究時間を十分に確保す
るため、大学院授業を学部生のうちに履修できる早期履修制度（すでに精度化されている）について、積
極的に活用するための周知徹底を行った。今年度では、22名（進学予定者数の 68%）の学部生が 60科
目を早期に履修した。 

・2022 年度からの秋入学を可能とするため、通年科目を廃止して、すべて半期とすることとした。 
ウ 学生への学修・生活支援及び地域貢献を通したキャリア形成支援 

1-7 【2021 年度計画】 
ａ 学生の自習学習の支援 
・遠隔での学習支援体制を確立する。具体的には、ZOOM による学習
支援ができる設備を整え、運用方法を決定した上で学生に周知する。
また、本学の LMS である SOLAに学習支援室のページを設定し、
SOLA 上での学習支援を可能にする。これにより、メッセージによる
質問対応やメールでの質問などに対応できるようにする。 

・学習支援室に関する研究会に参加する。 
・基礎科目に関する書籍を充実させる。 
b 履修指導に関する体制の充実 
・ガイダンスグループでの、入学時、新学年進級時等の履修に関する個
人指導体制を継続する。 

c 授業料減免等経済的支援の推進 
・国・自治体の経済的困窮学生に対する経済的支援制度を活用した本学
独自の支援制度とそれに加え意欲向上のための成績優秀学生の顕彰制
度や給付型の特別奨学金の継続をする。 

d 学生の卒業の支援 
・S-CLASS によって全科目の出席管理が可能となり、退学の可能性のあ
る学生の検出の仕組みづくりを計画する。特にガイアダンスグループ
担当教員やゼミ担当教員との連携を図る。 

 

【2021 年度実績】 
ａ 学生の自習学習の支援 
・遠隔での学習支援体制を確立した。具体的には、学習支援室用のノートパソコンを購入・設置した。ま
た、Zoom やメールによる学習支援ができる設備を整えた。さらに、運用方法を決定し学生に s-classに
て周知した。また、本学の LMSである SOLA に学習支援室のページを設定し、SOLA 上での学習支援を
可能にした。特に希望があった場合は、学習支援室員本人の判断により、コロナの感染に十分注意しなが
ら対面での対応も行った。特に、後期は学生だけでなく、学習支援員も運用に慣れることができ、対応数
を増やすことができた。 

b.履修指導に関する体制の充実 
・コロナ感染症の感染予防のため、学生の大学への入構を制限しており、学習支援室の利用はほとんどな
い。このために，一部科目について遠隔授業アンケートを実施し、その結果を授業担当教員にフィードバ
ックした。 

・履修指導等ガイダンスグループを主として遠隔での面談を実施している。特に問題となりそうな学生につ
いては学科内で情報を共有し、指導した。 

ｃ.授業料減免等経済的支援の推進 
・制度は準備しているが申し込みの実績はない。 
ｄ学生の卒業の支援 
・コロナ感染予防のために登校を自粛しているが，Zoom や SOLAなどの機能を使って遠隔授業での出欠
を確認した．この結果は手動ではあるが S-CLASS に反映されており，基礎データの蓄積を行った。 



1-8 【2021 年度計画】 
a 学生の健康管理、メンタルヘルス支援の充実 
・入学時からの心理スクーリングの結果及びその後の対処等について、
学科と情報共有しつつ進める。 

・ゲーム障害について知見を深め、背景要因含め適切な支援を行う。 
ｂ 多様な学生の受入・生活支援の充実 
・学生支援担当及び教務担当の事務部職員や学生相談室、保健管理セン
ター、教員等が連携をとり、障がい者、外国人、社会人等多様な学生
が充実した生活を送れるよう、案件内容に応じた支援体制の充実に努
める。 

ｃ 学生の移動手段への支援 
・前年度実施した学生満足度調査結果による現状把握において、バス利
用についての不便な点や不満事項について移動手段の改善を継続して
努める。また，茅野市が公共交通活性化に展開している AI コマンド交
通「のらざあ」の学生利用を検討する。 

【2021 年度実績】 
a 学生の健康管理、メンタルヘルス支援の充実 
・コロナ感染症の感染予防のため、直接的に面談する件数は少ないが、電話やメール等での相談で対応し
た。 

・感染予防のための多種の対策を実施し，感染予防に努めた。 
・茅野商工会議所と連携して新型コロナワクチンの職域接種会場を設営し，680余名の学生が 1 次接種を終
えている．また自主的接種を加えて 81％程度の学生が 2回接種を終えた。 

b 多様な学生の受入・生活支援の充実 
・地元金融機関である諏訪信用金庫殿より学生支援物資のご寄付をいただき，353 名の学生に渡した。 
・長野県よりの支援物資募集に対して，学内に案内し，312名の学生が支援物資を受け取った。 
・災害備蓄用品の入れ替えに伴い，入れ替え分を希望学生に配布した。 
ｃ学生の移動手段への支援 
・通学バス運行業者である諏訪バス殿とバス内での新型コロナ感染予防を務めている。「のらざあ」は実証
期間が終了した。 

 
1-9 【2021 年度計画】 

・1 年次の授業「初年次導入教育」において、本学が加盟している一般社
団法人中部経済連合会（長野・岐阜・静岡・愛知・三重の中部５県を活
動エリアとする広域的な総合経済団体）の企業人材プールを利用し、
低年次からキャリアを考えるきっかけとなる「キャリア形成講座」開
講する。 

・信州産学官連携インターンシップ事業を利用したインターンシップに
ついて、単位認定型「インターンシップ」として進め、学生の利用を促
進する。 

・長野県内の企業に特化した学内合同企業説明会を実施する。 
・公務員対策講座を開講する。 
・就職幹事会とキャリア支援係が有機的に連携して、より実践的かつ体
系的なキャリア教育支援プログラムを検討し、一部試験的に実施する。 

・インターンシップ制度およびキャリアセンター事業の推進策を検討す
る。 

【2021 年実績】 
・本学が加盟している一般社団法人中部経済連合会の企業人材プールを利用し、富士通 Japan 株式会社、株
式会社豊田自動織機を講師に招き、「初年次導入教育」において「キャリア形成講座」を開講した。新型
コロナウイルス感染症の影響でオンラインでの実施となったが、学生アンケートでは 95.4％（富士通
Japan）、95.8％（豊田自動織機）が満足(とても満足している、まあ満足している)という結果になった。 

・信州産学官連携インターンシップ事業を利用し，国内事業所 8 社に対して 9 名が参加した。 
・県内企業に特化した合同説明会の実施は、対面での希望が強く実施には至らなかったが、希望する企業の
個別説明会の実施にて対応をした。 

・公務員試験対策講座をオンラインで開講し，公務員教養講座 4 名、専門（電電情報）3 名が受講した。 
・当初予定をしていた就職支援行事、進路ガイダンスの他に就職活動の状況に合わせ業界企業研究セミナー
や採用選考に関する対策講座等を実施した。 

・インターンシップ参加先の登録をフォームでの提出とし、学生負担の軽減及び活動状況把握を強化した。 
・就職内定者報告会をパネルディスカッション形式で初めて実施した。学部 4 年、修士 2 年計 6 名がパネ
リストとして登壇し、約 200 名の学生が参加した。参加者アンケートの大多数が将来を考える機会とな
ったと回答があり、参加者からは大変好評であった。 

1-10 【2021 年度計画】 
・ 地域と連携した学びの必要性を説くために、初年次導入教育にて地域
と連携した学びの必要性及び地域と連携した活動の紹介をする。 

・外部講師による講演会や学生同士のディスカッションの企画を複数回
う。講演会は、公開講座としての実施も検討する。それらの企画会議
は学外協力者及び学生らも交えて行う。 

 

【2021 年度実績】 
・初年次導入教育にて、地域と連携した学びの必要性及び現在稼働している地域と連携した活動の紹介を行
った。その後実際に課外活動へ参加する学生もおり、課外活動への参加を促すことができた。 

・外部講師による講演会については、今まで主に地域連携総合センターへの相談をきっかけにして、地域で
活動をしている方へ講演をお願いしていた。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響で相談件数が減っ
たことにより新規の講演会はあまり実施出来なかった。 

・指標単位である「公開講座等実施回数」については、今年度より英語村の実施回数をカウントすることと
したため、件数が増加した。 

（２）学生を支える教職員の資質向上、教育の質の改善及び教育環境の整備に関する目標を達成するためにとるべき措置 
ア 理念実現のための適切な教職員の配置と資質向上 



1-11 【2021 年度計画】 
・教員の資質として教育力は重要であり，教員の教育力がないために，
勉強について行けなくなる→学習意欲が低下→退学の要因となる場合
がある。教員の担当科目の適正と教育力を推し量るために，1～2年
生の必修科目の合格率を調査し，合格率が 90%以上となることを目標
値とした。合格率が高ければ，教員の担当科目が適正で，教育力が十
分にある。合格率が低ければ，担当科目の変更または授業改善を求め
る必要がある。 

・退学率改善の具体的な施策として「必修科目合格率 90%以下は次セメ
スターに再履修科目設定」を継続し、単位修得率向上をめざし、その
結果、4年間卒業率向上に結び付ける。 

・必修科目の再試験率、単位修得率を調査し、極端に下回る科目(合格
率 70%程度を検討中)については、授業改善を教員に求めるなど，教
育力向上のための具体的なアクションを促す。 

・学生が履修申告した科目を履修放棄することは，期待した内容を学習
できなかった，内容を理解できなかった，自分のためにならないな
ど，好ましいことではない。履修放棄の申告理由を調査し，その内容
を教務幹事会，FD 委員会で共有し，問題ある科目については授業改
善を教員に求めるなど，教育力向上のアクションをうながす。具体的
には，履修放棄率(履修放棄者÷履修者数)が 20%以上の科目が 30科
目以下となることを目標値に設定する。 

・新型コロナの影響で 2020 年度は Zoom による遠隔授業が多くあった。
学生授業アンケートの結果，授業時間外の学習時間が大幅に増えた。
この要因のとして，授業録画を復習に利用していることが挙げられる。
これより，2021 年度は 1 年次のアクティブラーニング・実験を除く必
須科目の授業を録画し，学生及び教員に公開する。授業録画は，教員の
授業設計・教授法の振り返りにも役に立つため，中期的に授業録画を
実践する教員の割合を増やす方策を考える。2021 年度は，30％以上の
教員が授業録画に協力することを目標とする。 

【2021 年度実績】 
・必修科目合格率については，各学科・各学年ともおおむね 95％以上と 2021 年度目標値の 90％を大きく
上回っており，教育力があると判断できた。 

・合格率が 90％を下回る必修科目は，2021 年度は 2 科目であった。これらの科目については，次セメスタ
ーに再履修科目を設定している。 

・後期より，自動録画システムが導入され，1 年生必修科目（英語・実験はのぞく）は自動録画＆配信され
る仕組みが導入された。 

・履修放棄率(科目ごとの履修放棄者数÷履修者数)が 20%を超える授業は，全体の 6.7%と，目標 15%以内
を大きく上回った。 

・授業録画を取り入れた教員は 42.4%と，目標 30%を大きく上回った。授業録画の有効性を検証するため
学生を対象としたアンケート調査の結果，99%の学生が有用と回答した。これより，来年度移行，早期に
是授業で展開できる方策を考える。また，収録した映像を全く見なかった学生が 30%いることから，よ
り多くの学生が利用しやすい環境構築を検討する。 

・学部生退学率は，旧学科で若干割合が高くなっているが，在籍者数が少なく留年した学生が対象のため致
し方ないと判断する。新学科については，目標値 5%以下を大きく上回った。 

・ルーブリック導入およびアクティブラーニング導入に関する，2回の FD 研修会を実施したが，100%の
教員が参加した。 

 

1-13 【2021 年度計画】 
・2020 年度は、2019年度を参考に目標値を設定したが、新型コロナの
影響で対面での支援が出来なかった。2021 年度は、ZOOM での遠隔
対応などを整備することで、2020 年度に達成できなかった目標値の
達成を目指すこととする。 

・学習支援用教員が中心となり、授業中に学習支援室を利用するように
全ての授業で呼び掛ける。目標値は 100%とする。 

・対面での学習支援数と同等の支援を実施することを目標として、2020
年度の目標をそのまま踏襲することとした。これにより、学習支援員
対応数を、年間 1 人あたり前期 35 人以上、後期 30 人以上として、
(35+30)×3=195人以上の対応を目標値とする。 

・上記の目標値と授業におけるクラス分けの体制から、2021 年度は、
昨年度増員配置した学習支援用教員で充分に対応できていると判断し

【2021 年度実績】 
・学習支援用教員が中心となり、授業中に学習支援室を利用するように全ての授業で呼び掛けた。目標値を
達成できた。 

・推薦入試による新入生の名簿の確認ができておらず、状況把握ができていない。しかし、習熟度が低いク
ラスに振り分けられている可能性が高く、このクラスは学習支援員が担当することになっているため、授
業内でフォローが十分されている。なお、微分積分１の学習支援室対応が手薄になっているため、この科
目についての学習支援員の配置を強化していく。 

・学習支援員について、数学を専門にする支援員が不在のため、微分積分学１、２に関する質問について対
応するのが困難になっている。たとえば、微分積分を担当する非常勤講師の教員に、学習支援室の手伝い
をお願いするなどの対策を検討していくこととした。 

・2021 年度は、Zoomやメールでの遠隔対応などを整備することで、2020 年度は 0 人であった対応数を増
加させることができた。 

  <対応数>対面：23 件、メール：67 件、Zoom：7 件、計 97 件 （延べ数） 



ている。 
 

・学習支援用教員が中心となり、授業中に学習支援室を利用するように全ての授業で呼び掛けることで、目
標値（100%）を達成できた。 

・推薦入試による新入生の対応もでき、目標値とした延べ数を上回ることができた（77 人／50人）。 
・微分積分１・２については、授業プリントを入手することで学生の対応を図った。 
・学習支援室に関する研究集会に参加した（学習支援室長）。STACK という Moodle 上で「数学解答を自
己採点できるシステム」について知ることができた。なお、学習支援室での導入を検討したが、費用対効
果の問題から断念した。 

イ 学生を支える教育の質の改善 
1-14 【2021 年度計画】 

a FD 活動の推進 
教学マネジメントセンターのミッションは，次の 4 つの最重要戦略
を達成することと定義された。 
(1)基礎学力を重視し、AL(Active Learning)を中心とした教育システ
ムの確立 
(2)卒業研究の充実とレベルアップ 
(3)大学院進学者数増加とレベルアップ 
(4)教員の研究能力向上 
このうち，(1)を達成し教職員による組織的な教育改善活動を推進す
る。さらに，学生の主体的な学びを促進するため，今年度は実験・英
語を除く 1 年次必修科目の 50％以上の科目で授業録画の提供を目指
す。 
(2)を達成するために，卒業研究で学会発表できるレベルを目指し，
研究室で最低 1件は卒業研究の内容を学会などの外部機関で発表す
ることを努力目標とする。2021年度は，達成できた研究室の調査を
して，2022 年度以降の具体的数値目標設定につなげる。 
(3)を達成するために，2021 年度入学の大学院生からは，卒業までに
学会などの外部機関で研究成果について最低 1 回は発表すること
が，申し合わされた。2021 年度については， 50%以上の学生が卒業
までに学術機関などで研究成果を発表すること目標とする。 

b 教育活動情報の共有化 
 一般的に，受講している学生以外は大学の授業の内容を知るすべがな
いため，授業の評価を顕在化することは重要なことである。このた
め，授業アンケートは継続する。学生が授業アンケートに真面目に取
り組んでもらうために，授業アンケートが授業改善に役立つことを示
すために，アンケート結果の教員フィードバックを学生に公開するこ
とは重要で，来年度も継続する。 
・FD アンケート結果、教員のフィードバックを Web で公表する。 

＊授業アンケート授業満足率 
・2019 年度より導入された出席管理システムを使い、学生の授業出
席状況を共有し、学生指導に役立てる。 

＊出席管理システム利用率 
 学生の目標管理・メンタリング(自己啓発)のためにｅポートフォリ

【2021 年度実績】 
a FD 活動の推進 

(1) 基礎学力を重視し、AL(Active Learning)を中心とした教育システムの確立のための指針である，シ
ラバス点検参加率、授業アンケートの参加率、ポートフォリオの電子化参加率等に関して，前期終
了時点で目標達成した。 

(2)卒業研究の充実とレベルアップについては, 学部生の学会での発表件数と学会参加率を調査し定量的
に把握したところ、49 件の発表があった。 

(3)大学院生進学者増加については，学部からの入学予定者が 31名と前年度よりは増加した。 
 研究のレベルアップについては，修士修了者の研究実績(論文発表数，学会発表数，その他の活動数)
を調査し，定量的に把握したところ、44 件の発表があった。 

b 教育活動情報の共有化 
・前期終了時点で授業満足度は 91％で目標を達成した。 
・出席管理システム利用率は 100％で目標を達成した。 
・学生の eポートフォリオ目標記入率 89.1%で目標を達成した。 
・e ポートフォリオの教員・メンター記入率 8.83%で目標を達成できていない。 
・出席管理利用率 100%で目標を達成した。 
・大学院での学術会議成果発表の割合は， 2021 年度修士修了生については全員が発表を行っており

100％となっている。 
・FD 研修会参加率，シラバスチェック参加率，授業アンケート参加率 100%で目標を達成した。 

ｃ学部完成の過程における教育目標の達成状況の確認と教育内容の継続的見直し 
・共通科目については，教学マネジメントセンターで総括。専門教育については，学科ごとに総括し，

AL を取り入れたカリキュラム編成について検討した。2022 年度から一部科目で ALを取り入れる。 
・共通科目については，専門基礎科目，英語，マネジメント科目の 3 分野に分けて総括した結果，物理
についてシラバス改変を要する結果となり来年度にむけてシラバス改変中。その他の科目について
は，科目合格率が 70%に満たない科目(非常勤)があったため，対応を依頼した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



オを活用する。2021 年度より学部低学年の学生を対象に，メンタ
ーによる指導を新規導入し，1－2年生在学時の目標管理・メンタ
リングを充実させる。これまでは，ｅポートフォリオの参加率を目
標値に設定したが，メンター制度により目標管理・メンタリング充
実度を測る指標として，下記を導入する。 
＊e ポートフォリオの目標記入率 80％以上  
＊ｅポートフォリオメンターのコメント記入率 80％以上 

（注記）「ｃ学部完成の過程における教育目標の達成状況の確認と教育内
容の継続的見直し」は、2021 年度に取り組むものとする。 

【2021 年度計画】 
・教学マネジメントセンター、同推進員員会が発足し、上述の通り授業
評価アンケートやポートフォリオ、学生の授業出席管理など詳細なデ
ータとその分析結果が得られるようになった。それらを学科や共通マ
ネジメント教育センターにフィードバックし、さらに深く分析して今
後の教育活動に役立てる。 

・共通・マネジメント教育領域科目と専門教育領域科目の接続につい
て、その重要性について再確認し、教学マネジメントセンターおよび
同推進委員会と協同で必要に応じて改善、見直しを推進していく。 

・例えば、学修ポートフォリオの電子化、ネットワーク上で閲覧可能に
なるなど、その他、可能なものからディジタルトランスフォーメーシ
ョン（DX）を積極的に推進し活用していく。教職員の作業の効率化
を図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
【2021 年度実績】 
・FD 研修会の一環として講師の方を招き（遠隔）、“ルーブリック”に関する研修会を開いた。その具体的
な内容や作業について解説があり、その後、本学教職員と活発な質疑応答がなされた。また、今期も引き
続き、授業アンケートを実施し、その結果に対する教員の学生へのフィードバックもしっかり行った。 

・今年度、完成年度を向かえ、教学マネジメントセンター、同推進委員会が主体となり、共通・マネジメン
ト教育領域科目と専門教育領域科目の接続について検討を始めた。数学系、物理系科目を中心にシラバス
の内容と各専門科目との関連をそれぞれ再確認し、今後、見直しが必要な部分は担当者同士が検討、調整
していく。 

・学修ポートフォリオの電子化や学生の授業の出欠状況閲覧等、DX により教職員の作業の利便性が上がり
効率化が進んできた。学科内だけでなく学科から共通マネジメント教育センターへのフィードバックも容
易になり、最新データを効率的に授受できるようになった。今後さらに、多方面にわたり業務の効率化 

 を図るためDXを推進していくこととした。 
・卒研生に対して入学後 4 年間を振り返り、アンケート調査を実施した。その結果に対する教職員、事務
職員の評価、感想、コメントも収集した。改善すべき点がいくつかあり、次年度に向けて関係部署でさら
に詳細に分析し改善策を立て、早期に実行に移す。 

1-15 【2021 年度計画】 
・順調にいっているので、昨年度と同様、教員の研究、教育、貢献の 3 分
野の業績を数値化して教員業績評価を行い、教員へフィードバックす
る。また、その過程で評価方法の妥当性について検討し、必要な場合、
改善の立案と次年度からの実施を決める。 

【2021 年度実績】 
・7 月に教員業績評価委員会を実施して、今年度の評価方針を定めた。 
・変更のあった評価方法等、今年度の方針は同月の拡大教授会にて説明し、教員へ周知した。 
・前期は各教員の業績の収集をして、11 月に収集データにもとづいて評価を進め、教員業績評価を実施、
結果のフィードバック及び昇給・手当等への反映をした。 

1-16 【2021 年度計画】 
・２年生科目「地域連携課題演習」おいて、地域の関係者との協力の
下、技術シーズと社会的課題を関連付けた課題設定を行っていく。 

・上記課題設定についても学外協力者、学生らと検討する会議を行う。 
・上記検討会議や相談において出たテーマに関した学生課外活動のプロ
ジェクトを行う。 

・出前授業等、教員が地域などで行う研究教育啓発活動等で、学生が主
体的に関われる事業について、研究室所属以外の学生にも参加できる
取り組みを行い、研究活動と社会的活動への関心を醸成するとともに
他者へ説明する力を育む。 

・実社会の現在の課題や過去の課題解決の実例を基に、課題分析、目的
に合った解決手段の検討に関するワークショップを試行する。「地域
連携課題演習」等で力を発揮するための予備的な講座を実施する。 

【2021 年度実績】 
・後期科目「地域連携課題演習」に向けて、茅野市や商工会議所等を交えて課題設定を行った。205名の学
生が地域へ出た調査活動などを行い、具体的な技術活用の提案を行った。この成果の発表会はオンライン
配信で公開し、年度末までに 308件の視聴回数があり、学外にも学生の活動の認知が広まった。 

・教員が依頼を受けたが、学生も主体的に関われる事業として、茅野市内の小学校へクラブ指導に行った。
参加学生は広く募集し、学年を問わず学生が参加した。 

・「IoT・AI-DX コンテスト」や「ロボット創造教室」、「SUWAデザインプロジェクト」等、地域と連携し
た学生参加プロジェクトを公募した。また、これらの課題解決のための手段として、「3D プリンター」
「レーザーカッター」等の機器の使い方や「IoT・システム構築」「プログラミング」を学ぶ研修会を延
べ 9 回行い、13人の学生が参加した。その後「IoT・AI-DXコンテスト」については、10月より企業見
学などの活動を行い、年度末のコンテストへの出場をすることになった。 

 
 



【2021 年度計画】 
・昨年同様、地域連携研究開発機構で実施する研究課題を卒業研究およ
び大学院研究のテーマとして取り上げ、学生の実践的な教育に資す
る。コロナ感染終息が見通せないので、コロナ禍でも行えるテーマを
取り上げる。 

・昨年度試行した「AIコンテスト」を引き続き実施する。 

【2021 年度実績】 
・地域連携研究開発機構で実施する研究課題を卒業研究および大学院研究のテーマとして取り上げ、学生の
実践的な教育に資した。コロナ感染終息が見通せないので、コロナ禍でも行えるテーマを取り上げた。 

・「AIコンテスト」を実施した。 

ウ 学生の教育環境の整備・充実 

1-17 【2021 年度計画】 
・茅野市情報プラザ撤収後の空き室利用を、図書館との連携を含めた活
用方法を検討する。 

・4～６号館のネットワーク機器を更新し、Wi-Fi6 に対応したネットワ
ーク環境を強化する。 

・教室の視聴覚設備を順次デジタル化に改修する。 
 
【2021 年度計画】 
・2020 年度、コロナ禍で図書館の使用が制限される中、電子書籍を活用
することで一定の成果が出た。それを受け今後With コロナ、After コ
ロナを見据えて、さらに電子書籍の種類、量の拡充し、学外からのアク
セスの利便性を図る。 

・図書館の書籍についてもディジタルトランスフォーメーション（DX）
を積極的に推進し活用していく。その結果、利用者の利便性や教職員
の作業の効率化を図る。 

・より利便性を拡充するため、出欠管理、課題の提示と提出、学生と教職
員間の連絡のやり取り、情報の提供についてもDXの推進を検討する。 

・授業のデジタル化とオンライン化に対応するために電子書籍の増冊と
オンライン商品の充実を図る。また学外からもよりアクセスし易く改
善し、利用促進につなげる。それらの利用説明会を開催する。また学
生協働により学生視点からの図書館運営を行う。 

【2021 年度実績】 
・情報プラザ撤収後の有効活用について、来年度からの運用に「学習支援室」や「総合情報センター」と図
書館との連携を踏まえた具体的検討を行った。 

・夏期休暇中に Wi-Fi6 が利用できるネットワーク工事を実施し、大容量のデータ転送が高速で運用できる
ようになった。 

・教室の視聴覚設備が老朽化により授業に支障が出ていたため、大教室 7室のデジタル化工事を夏期休暇
中に実施し、後期から運用開始した。 

【2021 年度実績】 
・図書館の実績入館者数の目標を達成した。これは 2021 年 3 月に工事をしたコンセント増設やパーテーシ
ョンの設置等により、オンライン授業が受け易くなった事や、電子資料閲覧に利用された事が要因と考え
られる。 

・学生視点からの図書館運営では、学生アルバイトによる展示企画（オリンピック関連）を行った。 
・電子書籍は和書 135 点、洋書 1200 点が追加されＤＸ化に寄与した。 
・電子書籍の利用促進として利用の多い 2 社による試読サービスとデモ機を設置した。 
・対面授業は増えたが、電子書籍の利用実績は変わらないので電子利用が定着してきたと考えられる。 
・図書館では引き続き、With コロナ、After コロナを見据えて、さらにDXを推進し電子書籍の種類、量
の拡充し、学内利用者の積極的な利用促進と学外からのアクセスの利便性を図る。 

・今年度、80％程度の授業を対面式で実施しているが、授業の出欠管理、課題の提示と提出、学生と教職
員間の連絡のやり取り、情報の提供等については、昨年度から引き続き、ICT を使用して有効に運営さ
れている。ICT、DX の普及に関してはコロナ禍の経験を活かし、本学でも急速に進展した点であり、逆
に良かった点として挙げられる。 

エ 新たな教育分野への展開の準備 
1-18 【2021 年度計画】 

・新学科について、外部の意見を聞き素案を立てる。具体的には前年度
に引き続き、新学科が目指す教育研究分野は after コロナ、with コロ
ナ時代の社会生活を念頭に置き、SDG’s や脱炭素社会を意識した特色
ある分野であることを確認し、さらに議論を深めていく。その際、地
域に根差した分野であること、また、教員の専門分野、補充する教員
数、入学者数の確保、維持、さらに就職先の見込みなども十分に加味
し検討を進める。 

・今後の予定を立て、WGを終了し、新学科構想検討委員会で引き続き
議論する。 

【2021 年度実績】 
・昨年度末で新学科検討 WG 終了し、今年度から新学科構想検討委員会で引き続き検討を行った。 
・設立組合の正副組合長の方々から新学科構想について意見を伺った。また、地元 6 市町村の産業界の代
表の方々から本学の現状と将来的な要望についてアンケートを行った。ともに大変有用なご意見を頂き、
概ね現体制の方向性でよく、この 4 年間の振り返りをしっかり行うよう助言を頂いた。 

・新型コロナ感染症の影響で技術の進歩が加速し、社会や産業構造、企業での働き方、生活様式等が急速に
変化していて、先が見通すのが困難な時代に突入した。After コロナ、With コロナ時代を見据え、本学を
ブランディングして特色ある学科体制やその中での教育研究分野について検討を重ねてきた。1)公立大学
であること、2)諏訪圏に位置していること、3)工学系単科大学であることを念頭に議論した。その結果、
今後の学科、コースの体制や各学科、コースの教育研究分野、強化していく分野とそこに充てる新任教
員、その人数等については大筋固まり、中間報告を策定し学長に答申した。 

（３）グローバル人材の育成推進に関する目標を達成するためにとるべき措置 



ア 国際化に対応した人材の育成 
1-19 【2021 年度計画】 

・MOU 締結大学とさらに積極的に交流を深める。現在 1 研究室の研究
室間交流を今後、２、３研究室に拡大する。また、マレーシア国民大学
と新たに MOU 締結を結び、語学研修を含む学術交流の制度構築を進
める。さらに、東京理科大学の海外研修プログラムへの参加は引き続
き堅持する。 

・HIS 主催のオンライン留学プログラムへの参加を募り、実績の構築と
学生のニーズの検証を行う。 

・留学生数については、次年度(2022 年度)実施予定の 9 月入学に向けた、
制度設計を進める。 

・海外インターンシップについては、ここ数年、参加者数が伸びてきてい
たが、前年度は、コロナ感染の影響で、実施できなかった。コロナ感染
状況に合わせて、過去の実績のある企業の中で、できる限りの活動を
行う。 

・引き続き、英語力向上を目指し学生に積極的な支援を行っていくため、
「英語村」と連携を図る。加えて、学生の英語に対するモチベーション
アップのイベント、プログラムを共通・マネジメント教育センターの
英語教員と連携して企画・実施する。 

【2021 年度計画】 
・「英語村」の継続実施 

昨年同様、年間 20 回を実施する。 
・「国内ミニホームステイ・プログラム」の実施 
  昨年好評であったことから、前期・後期の年 2 回実施する。 
・「TOEIC（IP）」受験の実施 
  受験者数の促進を図るとともに、受験の対応を行う。 
 

【2021 年度実績】 
・5 月に国立勤益科技大学（台湾）と MOU 締結を新たに結んだ。国立勤益科技大学は語学研修や文化交流
に関する学生向けのプログラムを有しているが、2021 年度は、今夏の第 5 波の感染拡大状況禍で、そう
したプログラム活用の機会の活用は自粛せざるを得なかった。また、すでにＭＯＵ締結を行っている大学
の語学研修プログラム等の活用も同様の状況であった。 

・語学研修プログラムを有するマレーシア国民大学とは、MOU の書類の整理が終了し、次年度の締結に向
けて、事務局レベルでの最終的な調整をしていく。 

・次年度からの大学院 9 月入学については、大学院研究科会議で承認され、制度設計の検討をスタートし
た。 

・海外インターンシップについては、今夏の第 5波のコロナ感染拡大状況禍で、2021 年度内は実質的な活
動は自粛せざるを得ない状況であった。 

・HIS 主催のオンライン語学研修プログラムは、2021 年夏季(7 月)と 2022 年春季(3 月)において、国際交
流センターの認める奨学金対象のプログラムとして参加を募り、2022 年春季プログラムにて、1 名の学
生が参加の予定である。 

 
 
 
 
【2021 年度実績】 
・昨年度の「英語村」は新型コロナ感染予防の観点から、オンライン開催をせざるをえなかったが、本年度
は対面実施を目指した。感染状況を考慮し開始時期を遅らせたため、前期は全９回の対面実施となった。
さらに会場の人数制限が影響し、参加者数合計は 152 名に留まった。後期は前半 5回を遠隔実施し、後
半 5 回は対面実施が実現したものの、人数制限の必要性から参加者数は 109 名となった（年間 261 名参
加）。例年通り、アンケート結果は高評価であり、英語によるコミュニケーションの楽しさを味わえたと
いう感想だけではなく、自信あるいは悔しさからモチベーションアップにつながったと実感する学生が多
かった。 

・「国内ミニ・ホームステイプログラム」は、コロナ禍の社会状況を鑑み、前期・後期とも「日帰り(one-
day camp)」形式で実施した。各回定員 8 名のところ、大学判断により前期は 6 名で実施(7月 3 日)。後
期は 7名で実施（12月 18 日）。アンケートによれば、英会話に対する自信、手ごたえ、動機付けの向上
を実感したという満足度の高い学生が多く、７時間のイベントが「短く感じた」という意見もあり、大変
有意義なプログラムとなった。2022 年度は「日帰り」ではなく「1泊 2 日」で実施したい。   

・「TOEIC(IP)」は、昨年同様オンライン形式での受験とし、本年度は、試験結果の信頼度を高めるため「AI
監視サービス」を採用した。申込み人数 174 名のところ 162 名が受験した。昨年の 78 名と比較し、今年
度は倍増する結果となった。教員が授業に TOEIC 指導を取り入れる等の取り組みにより、学生の受験意
欲を高めることができている証左である。結果は、600 点以上 10 名（うち 3名 700 点以上）、500 点～599
点 40 名、平均点 431点。年度目標値は「TOEIC 600 点以上 7名」であり、10 名が 600 点超えを達成し、
目標を上回る結果となった。 

イ 大学の国際化の推進 
1-20 【2021 年度計画】 

・MOU を締結しているホーチミン市工科大学とは、研究室交流を深め、
コロナ感染状況を踏まえながら、AI や IoT など情報系だけでなく、機

【2021 年度実績】 
・台湾中興大学との MOU 締結に関しては、昨年からのコロナ禍で、実質的な連絡を取ることができず、
現在はMOU 締結に関連した動きはストップしている。代わりに、国立勤益科技大学とは、4 月にズーム



械や電気電子分野にも拡張する。また、同様に、昨年度 MOU を締結
したアンジェ大学とは、今後先ずは研究交流可能な情報系の研究室の
数を増やし、次のステップとして上記大学と同様に研究交流分野の拡
大を図る。 

・マレーシア国民大学とは、新たに MOU 締結を結び、語学研修を含む
学術交流の制度構築を進める。 

・リヨン国立研究所、台湾中興大学との MOU 締結の可能性を引き続き
検討し、研究面や語学研修で学教職員の交流を図るための準備を行う。 

・ワイオミング大学とは語学研究制度の再構築を検討する。 

を介して MOU 提携に関する協議を行い、5 月にMOU 締結に至った。また、マレーシア国民大学とは、
MOU の書類の整理が終了し、次年度中の締結を目指し、事務局レベルでの最終的な調整を行っている。 

・リヨン国立研究所との MOU 提携の可能性の検討、および、ホーチミン市工科大学・アンジェ大学との
研究室交流拡大の検討については、日本における今夏の第 5 波コロナ感染拡大が現在収束しつつあるこ
ととヨーロッパ、アジアのコロナ感染状況を踏まえ、MOU 担当教員との検討を来年度行う。 

・台湾中興大学とは、コロナ以降実質的な連絡を行うことができずＭＯＵ締結の可能性は少ないとした。代
わりに、5 月に国立勤益科技大学（台湾）と MOU 締結を新たに結んだ。また、マレーシア国民大学と
は、MOU の書類の整理が終了し、次年度の締結に向けて、事務局レベルでの最終的な調整を、調整を行
っている。 

・MOU を締結しているホーチミン市工科大学、アンジェ大学との研究交流拡大の可能性については、今夏
の第 5波、今冬の第 6 波のコロナ感染拡大状況禍で、担当者間での実質的な検討を行う機会を持つこと
ができなかった。ただし、新たにMOU を締結した国立勤益科技大学とは、本学の教員・研究室との研
究間交流の可能性を見出すべく、互いの大学のホームページや大学パンフレットなどを参考に、特に、機
械電気工学科に所属する教員・研究室に共同研究の可能性の検討を、国際交流委員を介して各学科に周知
し、検討内容については国際交流委員会にて取りまとめ、勤益科技大学と具体的な交流について来年度調
整していく。 

・ワイオミング大学の語学研修制度に関しては再度検討を行ったが、現状で本学の学生のニーズと適合する
ものではなく、その再構築は見合わせることとした。 

1-21 【2021 年度計画】 
・引き続き、コロナ感染状況を踏まえて、教職員や学生の国際会議への参
加、講演など促進するため、国際交流予算から旅費や宿泊費の補助を
充実させ、積極的に働きかけて行く。 

・専門的なグローバル人材の育成を目的として、学生の語学力アップ、国
際会議への興味促進を図り、大学院での英語を主言語とした授業の検
証を行いながら、段階的にその授業数を増加していく。 

・1-20 項に記載した通り、MOU 締結大学の数を増やし、研究室間、教
員や学生の研究交流を質、量ともに向上させていく。 

【2021 年度実績】 
・今年 4 月から 8 月にかけてのコロナ感染拡大禍で、前期における教職員や学生の渡航を伴う国際会議へ
の参加は自粛せざるを得ない状況であったため、昨年同様、前期における国際交流予算からの出費はなか
った。現在、国内における感染状況は収束の様子を呈しており、今後の国内外のコロナ感染状況を踏まえ
て本学教員、学生の学術交流の促進に向けた働きかけを行っていく。 

・大学院での英語主体の授業に関しては、本年度も昨年同様に英語による授業を、前期は 5 つの授業で実
施、後期は 7 つの授業で行っている。また、次年度以降では、研究室単位での「英語文献調査１，2(仮
称)」という必須の新しい授業を設置することが、すでに大学院研究科委員会で承認されている。 

・今夏の第 5 波。今冬の第 6 波のコロナ感染拡大状況禍今で、年度を通して教職員や学生の渡航を伴う国
際会議への参加は自粛せざるを得ない状況であったため、昨年度と同様、国際交流予算からの出費はなか
った。現在、国内における感染状況は収束の様子を呈しており、今後の国内外のコロナ感染状況を踏まえ
て本学教員、学生の学術交流の促進に向けた働きかけを行っていく。 

・大学院での英語主体の授業に関しては、本年度も昨年同様に英語による授業を、前期は 5 つの授業で実
施、後期は 7 つの授業で行っている。また、次年度以降では、研究室単位での「英語文献調査１，2(仮
称)」という必須の新しい授業を設置することが、すでに大学院研究科委員会で承認されている。 

ウ 教職員の国際交流の推進 
1-22 【2021 年度計画】 

・既に MOU を締結しているホーチミン市工科大学、アンジェ大学とは、
情報分野だけでなく機械電気の分野に研究交流を拡張し、教員や学生
の国際交流の機会を増やしていく。そのために国際交流予算による支
援をさらに充実させていく。 

・MOU 締結大学及び締結予定大学との研究交流、語学研修に加え、大学
運営戦略を目的とした教職員の情報交換、ディスカションも積極的に
推し進めていく。 

【2021 年度実績】 
・今年 4 月から 8 月にかけてのコロナ感染拡大禍で、外国籍教員の招へい窓口の増加に向けた具体的な検
討や、すでに海外研究者と共同研究を行っている教員を中心に、短期・中期滞在での海外研究者の数名の
招へいを行うといった試みは、実質的には自粛せざるを得ない状況であった。 

・今夏の第 5 波。今冬の第 6 波のコロナ感染拡大状況禍今で、外国籍教員の招聘窓口の増加に向けた具体
的な検討や、すでに海外研究者と共同研究を行っている教員を中心に、短期・中期滞在での海外研究者
の数名の招聘を行うといった試みは、実質的には自粛せざるを得ない状況であった。 

・MOU を締結しているホーチミン市工科大学、アンジェ大学との国際交流の機会拡張に向けでも、同様



・サバティカル制度を利用した短期・中期・長期滞在の海外大学の教員受
け入れ制度を確立し、外国籍教員の招聘窓口を増加する。その教員に
対する支援制度も充実させて段階的に招聘数を増加していく。 

・特に、コロナ感染状況を踏まえて、すでに海外研究者と共同研究を行っ
ている教員を中心に、短期・中期滞在での海外研究者の数名招へいす
る。 

にコロナ禍の影響で、担当者間での実質的な検討を行う機会を持つことができなかった。 

２ 先端的研究の取組と研究成果の創出に関する目標を達成するためにとるべき措置 

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するためにとるべき措置 
ア 先進的なシーズ発掘を目指すイノベーション型研究 
2-1 【2021 年度計画】 

・完成年度を迎えるにあたり、これまで掲げてきた学科の特色や強化す
る分野を検証する。With コロナ、After コロナの時代を見据えて必要
に応じて見直し、変更、新たに追加するなど含め検討を行う。 

・新しい教員を迎え，医療ビッグデータ・気象ビッグデータ・スマート農
業などを対象とした AI・IoT・ビッグデータ関連の研究を展開し，少子
高齢化，食糧安定供給確保，地球温暖化防止，SDGsの達成、脱炭素社
会を見据えた研究を行っていく。 

・一期生が研究室に配属される情報応用工学科の学生に対し，大学院へ
の進学を促し，研究活動の活性化を図る。 

・引き続き、地域の課題解決に向けて、研究シーズの異なる分野との連携
を模索する活動を継続的に実施する。 

・学科所属の教員の研究活動について、学科会議などを通して年度計画
を立て、「先進的研究件数」や「学会発表件数」、「論文発表件数」など
の目標設定を共有し、その目標達成に向けて活動する。 

・先進的イノベーション型研究テーマを積極的に推進していくことと、
卒研生の質保証ための一手段として、努力目標として卒研生に対し１
研究室当たり最低１件の学会発表を課すことを掲げた。その結果、学
生と教員ともに研究活動に積極的に取り組み、研究室の活性化を図る。 

 

【2021 年度実績】 
（2 学科共通） 
・今年度、完成年度を迎え、新学科構想検討委員会においても検討されているように、新型コロナ感染症の
影響で社会の変化、それに伴う科学技術の変化が急加速している状況を踏まえ、現在、８つある学科の教
育研究分野を検証した。その結果、学科の特色に沿った新たに強化する分野を追加する等、分野の案をま
とめた。さらに検討を重ね最終的に決定する予定である。 

・各研究室で卒研生に大学院進学を促した結果、進学希望者数が増加し、7 月に実施された学内選抜（推薦）
入試では、内定者は昨年度公立化前との比較であるが、工学部全体として、ほぼ 2 倍に達した。内定者の
中には奨学生対象の優秀な学生が含まれており、今後の学生自身の活躍と個々の研究室の研究活動の活性
化が見込まれる。また、難関有名大学を含む他の国公立大学の大学院にも何人か合格、内定を頂いている。 

・諏訪圏域や長野県内企業との共同研究、受託研究、技術相談の数はここ数年、着実に増加しており、地方
の公立大学として“知の拠点”になり、地域の課題解決や地域貢献、地方創生の役割を果たしてきていると
思われる。今後さらにこれらの活動を拡張していく。 

（情報応用工学科） 
・「医療・環境ビックデータ分析」や「データエンジニアリング」を専門とする教員が新たに着任した。AI・
データサイエンス・IoT・ビッグデータ関連の研究とそれらを応用した教育研究を学科内、さらに地域連携
研究開発機構においても他分野の教員と連携して今後さらに推進していく。 

・教員の研究活動について前期の実績は、学科全体で「先進的研究件数」が 76 件、「学会発表件数」が 19
件、「論文発表件数」が 11件と目標をクリアしている。また、研究室の研究活動の活性化と卒研生の質
保証の観点から、１研究室当たり最低１件の学会発表を課すことを努力目標として掲げたが、前期は 3
研究室 6 件の学会発表を行った。後期については、9 研究室 30件と大幅に増加し今後卒業研究への効果
が期待できる。 

2-2 【2021 年度計画】 
・完成年度を迎えるにあたり、これまで掲げてきた学科の特色や強化す
る分野を検証する。With コロナ、After コロナの時代を見据えて必要
に応じて見直し、変更、新たに追加するなど含め検討を行う。 

・SDG‘s を意識し脱炭素社会に向けて、地球温暖化対策としての再生エ
ネルギー利用・電動化の推進、食料確保のための AI を活用したスマー
ト農業、少子高齢化対策としての自動化・ロボット技術活用、及びこれ
らを支える材料・加工技術に関する研究活動を重点的に推進する。 

・学科の重点領域である「ロボット・制御」、「環境エネルギーマネジメン

【2021 年度実績】 
（機械電気工学科） 
・学科の重点領域である「ロボット・制御」、「環境エネルギーマネジメント」、「革新的材料・モノづくり」
の各分野については、新たに助教が着任した。学科内、さらに地域連携研究開発機構においても他分野の
教員と連携して今後さらに教育研究を推進していく。 

・3 年次ゼミ研究１・２の実施により、卒研生による 2 件の学会発表が実現した。今後も卒業研究の質向上
と研究成果の発信に努める。 

・卒業研究の中間発表を実施し、卒研生が各自の研究について、背景、目的、手法 、進捗及び今後の予定
を確認する機会とした。卒業研究の質向上に有効であった。 



ト」、「革新的材料・モノづくり」の各分野に新たに教員が着任する。そ
れぞれの専門を活かし、災害救助支援へのロボット活用、再生可能エ
ネルギーの活用（発電と蓄電）、地域に貢献する微細加工技術（機能材
料の創生）について、現教員と協力して研究を推進する。 

・研究室の研究活動の活性化するため、学部 3 年次から研究室に配属さ
せて研究の基礎指導を行う「ゼミ研究」を活用する。 

・「ゼミ研究」と「卒業研究」による学部 2 年間の研究指導により、卒研
生の学会発表を加速し、大学院進学者の増加を図る。 

・引き続き、地域の課題解決に向けて、研究シーズの異なる分野との連携
を模索する活動を継続的に実施する。 

・学科所属の教員の研究活動について、学科会議などを通して年度計画
を立て、「先進的研究件数」や「学会発表件数」、「論文発表件数」など
の目標設定を共有し、その目標達成に向けて活動する。 

・先進的イノベーション型研究テーマを積極的に推進していくことと、
卒研生の質保証ための一手段として、努力目標として卒研生に対し１
研究室当たり最低１件の学会発表を課すことを掲げた。その結果、学
生と教員ともに研究活動に積極的に取り組み、研究室の活性化を図る。 

・教員の研究活動について前期の実績は、学科全体で「先進的研究件数」が 42 件、「学会発表件数」が 30
件、「論文発表件数」が 6件と目標をクリアしている。また、研究室の研究活動の活性化と卒研生の質保
証の観点から、１研究室当たり最低１件の学会発表を課すことを努力目標として掲げたが、前期は 2研
究室 2件の学会発表を行った。後期については、6研究室 11 件に増加したが、引き続き上記目標を達成
するよう各研究室において卒業研究を指導していく。 

イ 地元企業の要望等に基づいて行う実用型研究 
2-3 【2021 年度計画】 

・地元企業等の要望に基づく実用型研究を実施するため、本学予算によ
る特任教授と特任准教授を採用する。 

・昨年同様、前年度の成果を冊子としてまとめ配布するとともに公開の
講演会をオンラインで開催し、地域への発信と情報交流を行う。 

・昨年同様、プロジェクト型の予算に関しては昨年度のプロジェクト申
請の結果を考慮した予算配分を行い学内研究の活性化を図る。 

【2021 年度計画】 
・コーディネーター内で担当業務を割り当てることで、業務内容の専門
性を高めるとともに、地域からの相談に対し、ニーズに応える研究を
推進していく。 

・昨年度より受入れている（独）工業所有権情報・研究館からの知財アド
バイザーについて、2021 年度も継続予定である。 

 引き続き知財の事業化推進について支援を受けえるとともに、支援体
制づくりのアドバイスを受ける。 

【2021 年度実績】 
・特任教授と特任准教授を採用し、地域からの要望に基づく LPWA 関連の研究を実施した。 
・昨年度の研究成果を冊子にまとめ配布するとともに公開の講演会（オンライン）を開催した。 
・プロジェクト型の予算を昨年度の結果等を考慮して配分した。 
 
 
 
【2021 年度実績】 
・コーディネーター内で知財・特許担当，外部資金担当，地域企業との連携担当等の役割が以前より明確に
なってきており，スピード感を持った産学連携体制の構築が図れている． 

・昨年度より受入れている（独）工業所有権情報・研究館からの知財アドバイザーについて、2021年度も
継続して知財の事業化推進について支援を受けえるとともに、支援体制づくりのアドバイスを受けてい
る。 

ウ  競争的外部資金の獲得の促進 
2-4 【2021 年度計画】 

・昨年度からの施策を継承して、競争的外部資金獲得に向けた活動を一
層強化する。 

・科学研究費獲得数増加のため、昨年同様、獲得に成功した申請書（本人
の了承分）を学内で公開するとともに申請書を第 3 者がコメントする
ようにする。また、一部について第 3 者のコメントを複数人にからの
コメントとする。 

【2021 年度実績】 
・先端研究および地域貢献の更なる強化に向けて、学内にローカル 5G システムを導入する計画において、
一般競争入札のための技術仕様書を作成し、装置納入／設置業者を落札した。 

・科研費の獲得件数については、目標値 15件に対し 13 件と目標値以下であったが、前年度実績と同数を得
ている。 

・受託研究費の件数については、公募によるものと公募によらないものの合計 15 件の目標値に対して 21 件
と大きく目標値を上回った。 



・競争的外部資金の獲得件数向上のための情報提供、応募時の支援を行
う。 

・AI の公開講座において受講者用の技術指導等の窓口を設ける。 

・共同研究数では、目標値 25件に対して 26 件と目標値を達成した。 
・非競争的な研究助成金獲得件数として、目標値 15 件を上回る 17件であった。 
 

エ  他大学等との共同研究のさらなる推進 
2-5 【2021 年度計画】 

・他大学等との共同研究へのインセンティブを高めるため、プロジェク
ト予算配分において他大学等との共同研究を重視する。 

・地域連携研究開発機構の各部門に学会等への発表のため、予算を配分
する。 

・若手研究者を主な対象とする企業等の見学会などをオンラインで企画
し、地元企業への理解を深める。 

【2021 年度実績】 
・他大学との共同研究が目標以上に行われた。 
・地域連携研究開発機構の各部門に学会等への発表のための予算配分は機構内の予算で賄った。 
・若手研究者を主な対象とする企業等の見学会はできていないが，外部資金を得るためのオンラインでの企
画を JST 中心に行っており，今後は地元企業への理解を深めた上での戦略について検討した。 

 

（２）研究の実施体制等に関する目標を達成するためにとるべき措置 
ア 研究実施体制の整備 

2-6 【2021 年度計画】 
・院生の増加により研究室の予算が不足する懸念があるので、昨年同様、
大学院生の研究成果を学会発表等に使える予算を配分する。 

・オンラインによる AI/IoT 関連の講座（リカレント教育）を現在の 1 講
座から増加可能か検討し、可能なら体制を整備し実施する。 

・昨年試みに行い好評だった「みんなの AI プロジェクト」を充実さ
せ、AI/データ解析関連のソフトの公開を行う体制を整備し実施す
る。 

・昨年試みに行い好評だった「AIコンテスト」を行う体制を整備し実施
する。 

【2021 年度実績】 
・大学院生の研究成果を学会発表等に使える予算を配分した。 
・オンラインによる AI/IoT 関連の講座（リカレント教育）を現在の 1 講座の他に「エッジ AI自習用 e-

learning講座」を複数開講した。 
・「みんなの AI プロジェクト」を充実させ、AI/データ解析関連のソフトの公開を行う体制を整備し、「パ
ーソナル AI」として公開した。 

・AI コンテスト委員会を発足させ、今年度も「AIコンテスト」を実施した。 
 

イ  研究支援体制の整備 
2-7 【2021 年度計画】 

・地域企業等に向けて、HP の産学連携センターの過去の成果事例を掲
載することを検討する。 

・産学官金連携のさらなる強化のために、大学内の研究成果や知的所有
権の有効活用に向け、知財活用強化について検討する。 

・（独）工業所有権情報・研修館からの知的アドバイザーの支援を受け、
地元企業との知財を活用した事業化について検討する。 

【2021 年度実績】 
・地域企業等に向けて、HP の産学連携センターの過去の成果事例を掲載することを念頭に検討した。 
・産学官金連携のさらなる強化のために、大学内の研究成果や知的所有権の有効活用に向け、優先プロジェ
クトテーマを選定する等，知財活用強化について検討した。 

・（独）工業所有権情報・研修館からの知的アドバイザーの支援を受け、地元企業との知財を活用した事業
化について検討した。 

2-8
～10 

【2021 年度計画】 
・学長裁量経費等を活用した研究支援をより効果的するため、審査体制
の見直しをはかる。 

・科学研究費補助金をはじめとする競争的研究資金の申請、獲得を促進
するため、複数による助言を行う体制を確立する。 

・社会人用のＡＩ/IoT 講座をオンラインで 2 講座開講できるように準備
し実施する。 

・「みんなの AI/データ解析プロジェクト」を実行する。 

【2021 年度実績】 
・学長裁量経費等を活用した研究支援をより効果的するため、審査体制および審査項目を見直した。 
・科学研究費補助金をはじめとする競争的研究資金の申請、獲得を促進するため、複数による助言を行う体
制とした。（一部の申請に対しては、通常のアドバイザーの他にその分野に近い教員をアドバイザーとし
て追加）。 

・社会人用のＡＩ/IoT 講座をオンラインで開講した。もう 1 講座を「e-learning 講座」として開講した。 
・「みんなの AI/データ解析プロジェクト」を「パーソナル AI」として公開した。 

ウ 研究環境の整備・拡充 



2-11 【2021 年度計画】 
・新 9 号教育研究棟の地域連携開発機構使用スペースの利用計画を立案
する。 

【2021 年度実績】 
・新 9号教育研究棟の地域連携開発機構使用スペースの利用計画を立案し、実行した。 

エ  研究活動の評価及び改善 
2-12 【2021 年度計画】 

・2020 年度教員評価を実施してわかった研究業績評価法の問題点につい
ての改善案を実施する。 

・2021 年度の教員評価を実施し、その課題について、ある場合は改善案
を作成する。 

・学外者が含まれる教育研究審議会で改善案を審議する。 

【2021 年度実績】 
・7 月に教員業績評価委員会を実施して、今年度の評価方針を定めた。 
・2020 年度の教員業績評価に関して、本学の規模に併せて研究分野の評価方法を学問別(8 分野)から学科
等別(2 分野)に変更した。 

・教育分野の大学院生の教育指導と授業改善について被評価全員より聞き取りを行い、実態に即した評価を
することとした。 

・学外者が含まれる教育研究審議会で改善案を報告し意見をもらうこととした。 
2-13 【2021 年度計画】 

・現在の審査評価体制を変更し、多数の審査委員で審査評価するように
し、より適切な予算配分をする。 

【2021 年度実績】 
・現在の審査評価体制を変更し、申請者に直接関連しない複数の審査委員で審査評価するようにした。 

2-14 【2021 年度計画】 
・前年度に引き続き、e-ラーニングを利用したコンプライアンス教育の実
施率 100％を維持し、研究の不正防止の研究倫理教育を徹底して実施
する。 

【2021 年度実績】 
・本年度対象の e-ラーニングを利用したコンプライアンス教育の実施率は 100％であった。 
・人を対象とする医学系研究実施者への倫理教育についても e-ラーニングで実施できる体制を整えた。 
・コンプライアンスガイドブック（別冊含む）の改訂版を発行した。 

３ 地域産業・文化の振興及び知的資源の社会還元に関する目標を達成するためにとるべき措置 

（１）地域社会との連携・協力体制等に関する目標を達成するためにとるべき措置 

ア 産学連携センターによる産学官金連携 
3-1 【2021 年度計画】 

・コーディネーターによる企業ニーズの聞き出しを行うことで、企業が
抱える課題を明確化し、産学連携の可能性を探る。 

・研究開発の案件については「地域連携研究開発機構」としての受入を
促進し、引き続き地域からの要望について、卒業論文や学位論文のテ
ーマとの連携を検討する。 

【2021 年実績】 
・学外のイベント等にコーディネーターが参加し，企業ニーズの聞き出しを行っている。今後は，企業が抱
える課題を明確化し、意見交換を活発に行うことで産学連携の可能性を探った。 

・研究開発の案件については「地域連携研究開発機構」としての受入を促進し、共同研究費等の間接経費の
使い方を明確化し，学生のリサーチアシスタント制度等についても検討を行い、卒業論文や学位論文のテ
ーマとの連携を検討した。 

3-2 【2021 年度計画】 
・コーディネーターが参加する会議等の活用、協定先との連携、交流を
深める。    

・本学と協定を結んでいる自治体等とのネットワークの強化を図るた
め、技術相談の受入や産学官金の交流の場を促進する。 

・諏訪信用金庫コーディネーター研修等を引き続き実施し、地域企業か
らの課題の吸い上げに努める。 

【2021 年度実績】 
・コーディネーターが参加する会議等の活用、協定先との連携、交流を深めた。 
・本学と協定を結んでいる自治体等とのネットワークの強化を図るため、技術相談の受入や産学官金の交流
の場をさらに促進した。 

・諏訪信用金庫コーディネーター研修等を引き続き実施し、地域企業からの課題を整理し戦略を立てた。 

3-3 【2021 年度計画】 
・昨年同様、コーディネーターの活動により、県内外の企業との共同研究
を促進し、JST やNEDO等の大型外部資金研究に関する昨年度効果の
あった体制を継続して教員からの相談等に対応する。 

・公開講座開催時に受講者が技術相談等を申し込む窓口を明示し、産学
官金連携を促進する。 

【2021 年度実績】 
・コーディネーターの活動により、県内外の企業との共同研究を促進し、JST や NEDO 等の大型外部資金
研究に関する昨年度効果のあった体制を継続して教員からの相談等に対応した。 

・公開講座開催時に受講者が技術相談等を申し込む窓口を明示した。 



3-4 【2021 年度計画】 
・昨年度、茅野市からの受託事業が終了となったが、本年度からは地域連
携研究開発機構の事業として発展させるため、担当特任教授等の継続
雇用および特任准教授の採用を実施する。 

・新 9 号館の地域連携開発機構に割り当てられるスペースの有効利用計
画を立てる。 

【2021 年度実績】 
・茅野市からの受託事業が終了となった研究開発について、本年度からは地域連携研究開発機構の事業とし
て発展させるため、担当特任教授等の継続雇用および特任准教授を採用した。 

・新 9号館の地域連携開発機構に割り当てられるスペースの有効利用計画を立て実施した。 
 

イ 生涯学習センターによる地域との連携 
3-5 【2021 年度計画】 

・「サイエンス夢合宿」について、オンラインでの実施を目指し検討を
行ったが、トラブル時の対応やネットワーク回線の有無により機会均
等が確保できない等の問題があることから、実施を断念し、「出前授
業」に注力する。 

・「出前授業」については、原則遠隔配信での対応とし、新型コロナウイ
ルス感染症の拡大状況によっては、感染が少ない地域に限定し、感染
防止に十分配慮しながら対面での実施を目指す。 

【2021 年度実績】 
・「出前授業」は、対面式で 9 件、遠隔式で 17 件実施し、合計 26件に達した。(3月実施予定 3 件を含
む。) 本年度目標であった 10 件を大幅に上回ることができた。 

・「出前授業」の後期実施分申し込み数も目標を大幅に上回っており、既に 15 件も受け付けている。さら
に、遠隔式で実施する場合の本学からのサポート機材として、貸し出し用プロジェクターの購入を予定し
ている。これにより、通信回線とスクリーン(あるいは大きな白い壁)さえあれば、実施会場を構築できる
ことになる。 

・これまで中学生を対象とするイベントが企画されてこなかったが、「生涯学習センター」として他大学で
の実施状況を調査し、本学での実施可能性について検討した。「出前授業」の内容を工夫するだけでも十
分であることがわかり、その他の学内行事に支障が無い時期に設定できれば実施可能であるという結論を
得た。 

ウ 高大連携センターによる教育機関との連携 
3-6 【2021 年度計画】 

・引き続き「高大連携実習」を実施する。感染症の状況を鑑み、オンライ
ンでの実習を積極的に導入する。これまでは県内工業高校との連携実
習が主であったが、今後は県内外の普通科高校との連携も模索し、実
現を図る。 

・2020 年度実施できなかった高大連携協定校との情報交換会を開催す
る。開催方法は感染症の状況を鑑み、対面実施か遠隔実施かを検討す
る。これにより協定校との連携をさらに促進し、合同で「高校生による
ポスターセッション」を実施するなど、新規事業の開拓に取り組んで
行く。 

・引き続き、高大連携合宿「サイエンス体験プログラム in SUWA」を実
施し、模擬授業や大学見学なども含め、積極的に取り組んで行く。コロ
ナ後のリモート授業スタンダード化の潮流を鑑み、2020 年度実施した
ようなオンライン講座も積極的に取り入れる。その結果、高校生に対
し、高校の学びが大学での授業、実験実習、研究にいかに活かされる
か、理解してもらうように取り組んで行く。 

・引き続き、県の教育委員会が推進している県内高大連携事業プロジェ
クトやその他の取り組みに対して協力し積極的に参加、実行していく。 

【2021 年度実績】 
・高大連携協定校との情報交換会をリモートにより開催した。２年ぶりの開催となり、各校と有意義な意見
交換が行われた。４月の開催ではリモートの方が都合良いとの意見も聞かれた。 

・高校生によるポスターセッションなど、新規事業の開拓について検討した。 
・協定校（岡谷工、池田工、長野工（２件））および地域高校（諏訪清陵、東海大諏訪）と、高大連携実習
を６件行った。 

・高校より依頼のあった模擬講義を６件（長野工、飯山（２件）、伊那弥生ヶ丘（２件）、木曽青峰）を実施
した。 

・その他、工業高校学習合宿（KKG）、サイエンスキャンプ審査員、課題研究発表会や高校評議員会などで
16 件実施した。 

・高大連携合宿「サイエンス体験プログラム in SUWA」を実施した。 
 

エ  他の高等教育機関等との連携 
3-7 【2021 年度計画】 

・信州大学の技術相談会との連携を進めるととともに、他大学との連携、
関連教育機関との連携については、必要に応じて検討していく。 

【2021 年度実績】 
・本学が実施した AIコンテストに県工科短期大学校、南信工科短期大学校の教員学生が参加した。 
・「高等教育コンソーシアム信州」に引き続き参加し、遠隔授業による単位互換等を行った。 



・「高等教育コンソーシアム信州」に引き続き参加し、遠隔システムを利
用した連携を行っていく。 

 

（２）地域産業・文化の振興に関する目標を達成するためにとるべき措置 
ア 地域課題解決への貢献 
3-8 【2021 年度計画】 

・組織的なチャネルを持たない多くの学生へ、学内教育 WEB コンテン
ツサービス SOLA システムを通しての情報提供、機会提供を強化し、
学生のキャリア形成に有益な案件については、募集活動を積極的に実
施する。 

・「初年次導入教育」等で地域連携事業への参加する意義について周知す
るとともに、学生が参加しやすい内容の調整を行う等に努める。 

【2021 年度実績】 
・学内で募集を行う地域と連携した課外活動については「SOLAシステム」へ掲載しており、全学生が閲覧
できる状態である。 

・地域連携事業へ参加する意義について、「初年次導入教育」にて、実際に現在も活動を行っている「身近
な水環境全国一斉調査」や「IoT・AI－DX コンテスト」、「VR プロジェクト」等の事例紹介と共に周知
した。その後、水質調査活動には５名の参加があり、信州大学の学生たちと共同の調査活動の実施に至っ
た。DX コンテストについては 12名の学生から応募があり、その後年度末の現在、９名の学生が活動を
継続している。 

イ 地域とのネットワーク体制の強化 
3-9 【2021 年度計画】 

・地域の各種団体等との情報交換をこれまで以上に頻繁に実施し、多く
の案件が大学（特に学生の活動）につながるように、センターとして
の活動を強化する。 

 
 
 
 
【2021 年度計画】 
・茅野市図書館とは相互に所蔵本の紹介を行うなど定期的な打ち合わせ
を設定し、更なる連携を検討する。 

・地域の方が大学の本を借りやすくするため大学図書館と茅野市図書館
との連携協力に関する協定の連携事項「図書館資料の相互貸借」を周
知する。 

・地域企業との連携を図るため、外部者利用可能となり次第、アンケー
ト等で外部利用者のニーズを調査し、図書購入に反映させる。 

【2021 年度実績】 
・「身近な水環境全国一斉調査」や「IoT・AI－DXコンテスト」、「SUWAデザインプロジェクト」の実施
等、地域の各種団体や企業との情報交換を行う事により、新たな学生参加プロジェクトを創出することが
できた。環境調査は、6月に信州大学の学生らと共同で調査を行うに至った。DX コンテストは、諏訪健
ものづくり推進機構の協力のもと、協力企業への学生訪問の機会創出につながった。 

・地域連携課題演習のテーマ設定では、本年度テーマ「地域の DX推進」に関して、茅野市役所企画課と茅
野商工会議所の DX 担当者と打ち合わせを行い、それぞれの部局が取り組む現状を学生に講演していただ
いた。その影響もあり、学生たちは授業で市役所、商工会議所へ相談にいく等の活動につながった。 

【2021 年度実績】 
・大学図書館の一般者利用実績は外部利用者入場不可であったため実績なしとなった。 
・大学図書館と茅野市図書館との連携協力に関する協定の連携事項「図書館資料の相互貸借」を周知した
が、コロナ禍であり外出制限等の影響で、利用はなかった。 

 

ウ 地域への優秀な人材の供給 
3-10 【2021 年度計画】 

・キャリアセンターの就職支援事業としてのインターンシップの実施と、
参加者の増加。また、参加学生からのフィードバックにより、学生の意
識づけを強める。学生からの報告方法を検討し、インターンシップの参
加状況の把握を強化する。 

【2021 年度実績】 
・新型コロナウイルス感染症の影響により、延べ 209 名が国内インターンシップに参加、参加者のうち

75％はオンラインで参加した。 
・インターンシップ参加先の登録をフォームでの提出とし、学生負担の軽減及び活動状況把握を強化した。 

3-11 【2021 年度計画】 
・公立大学の完成年度を迎え、公立大学の卒業生も含めて同窓会役員の
選出を行う。 

・同窓会のホームページにおいて、行事等の紹介を行う。 
 

【2021 年度実績】 
・コロナ感染が拡大している状況の中で、同窓会の活動については実施ができていない状況である。感染収
束後の活動を検討した。 



3-12 【2021 年度計画】 
・1 年次の授業「初年次導入教育」において、本学が加盟している一般社
団法人中部経済連合会（長野・岐阜・静岡・愛知・三重の中部５県を活
動エリアとする広域的な総合経済団体）の企業人材プールを利用し、
低年次からキャリアを考えるきっかけとなる「キャリア形成講座」開
講する。 

・信州産学官連携インターンシップ事業を利用したインターンシップに
ついて、単位認定型「インターンシップ」として進め、学生の利用を促
進する。 

・企業等との就職情報交換会に参加し、企業との連携を密にする。 

【2021 年度実績】 
・本学が加盟している一般社団法人中部経済連合会の企業人材プールを利用し、富士通 Japan 株式会社、株
式会社豊田自動織機を講師に招き、「初年次導入教育」において「キャリア形成講座」を開講した。新型
コロナウイルス感染症の影響でオンラインでの実施となったが、学生アンケートでは 95.4％（富士通
Japan）、95.8％（豊田自動織機）が満足(とても満足している、まあ満足している)という結果になった。 

・信州産学官連携インターンシップ事業を利用し，国内事業所 8 社に対して 9 名が参加した。 
・企業との情報交換会へ積極的に参加をした。オンラインでの実施が大半とはなったが、出身者が多いエリ
アとの連携を図ることができた。 

４ 大学の教育研究及び法人経営の体制・環境整備に関する目標を達成するためにとるべき措置 

（１）業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 
ア 組織運営の改善の取組 
4-1 【2021 年度計画】 

・理事長、学長が経営と教育研究それぞれの分野での迅速な意思決定が
できることはもちろん、双方の側面から組織の発展、変革につながる
運営を行えるような体制を構築する。 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止を推し進めつつ、効率的かつ効果
的な各機関(理事会、経営審議会、教育研究審議会)の運営を行う。 

・規則、規程に定められた内容を順守しつつ、IT を活用した資料の作
成、通知、伝達、公表を更に進める(ペーパーレスや署名捺印の扱い
など)。 

【2021 年度計画】 
・教員業績評価は 2021 年度で 3回目の実施となる。過去 2 年の実績を
踏まえ、教員業績評価の方法について見直しを行う。 

・事務職員の人事評価も評価方法を見直し、事務職員の昇格試験を実施
する。 

・派遣職員を含めた事務部の人材配置変更。 
・2020 年度に引き続き事務職員の障がい者の雇用を進めていく。 

【2021 年度実績】 
・理事会、経営審議会及び教育研究審議会は昨年に引き続き、遠隔会議で実施しており、出席率は昨年同様
高い状況にある。 

・期中における委員の改選が複数件あったが、スムーズな引き継ぎができた。 
・学内外に向けた案内や開催通知など従来定型で郵送していた文書は、メールを利用してペーパーレス化、
捺印の省略等につなげ、スムーズな組織運営に努めている。 

 
 
 
【2021 年度実績】 
・(教員業績評価)教員の業績評価は周知、情報収集の時期を 1カ月早め、集計とチェック等の時間を大幅に
増やした。 

・研究分野の評価方法を学問別(8分野)から学科別(2 分野)に変更し、より本学の実態にあわせた。また、
大学院生へ教育指導に関し各教員より詳細に確認、より実態に近く、公平な評価となるよう努めている。 

・(職員)7 月より総合情報センターを設立し、専任の職員を採用、配置した。 
・産休、育休者の復帰を見据えた人員の配置を行った。 

イ コンプライアンス遵守と体制の整備 
4-2 【2021 年度計画】 

・教職員向けのハラスメントの外部相談窓口の周知を継続する。 
・ハラスメントを防止するための教職員対象の啓発活動を推進する。 
・コンプライアンスに関する研修の内容を検討し、実施する。 
・新任教員に対して、コンプライアンス研修、研究倫理 e-learning を確
実に実施する。 

・研究倫理ガイドラインを周知徹底し、教職員の意識向上を図る。 

【2021 年度実績】 
・教員向けにハラスメント防止研修(遠隔研修)を、他大学で実際にあったハラスメントの事例を参考に、当
事者や組織に与える影響などをきいてハラスメントを「しない」「受けない」「見過ごさない」意識する内
容で実施した。また、この研修会は、教員だけでなく職員も多く視聴した。 

・研究者行動規範や不正防止計画等のホームページ等での周知、研究倫理教育 e-learningの受講を通じ、教
員の研究倫理の意識向上に努めた。 

・地方独立行政法人法にもとづいた本学のコンプライアンス遵守体制の整備に関し、内部統制の勉強会を 3
回実施した。 

・勉強会の中で現在本学が危機管理、自己管理を充実、強化させるために必要なことは、各部署の業務の流
れの把握と考えられることから、各課、各係において業務マニュアル(業務手順書)の作成を進めている。 



・障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を制定し、本学のスタンスを明確にさせ、教職員、
学生に対する啓発活動を推進した。 

・既に配付しているコンプライアンスハンドブック及び別冊を刷新し、第 2 版を作成した。 
4-3 【2021 年度計画】 

・情報倫理ハンドブック等にもとづいた具体的な対応マニュアルを作成
する。 

・教職員全員の個人情報の保護に対する意識を高めることを目的に、常
に個人情報の保護等に関する事柄について、ホームページや、学内の
ポータルサイトなどを通じて情報発信し、本学教職員及び全学生、学
外への周知徹底を図る。 

【2021 年度実績】 
・情報システムのセキュリティ強化のため総合情報センターを設置し、専門職員を採用した。 
・新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的とした授業や研究活動の環境の整備を進めるのにあわせて、シ
ングルサインオン(SSO)を導入し本学で使用しているシステムを統合し、利便性を向上させるのと同時に
個人情報の保護などセキュリティ体制を整備した。 

・CMS 改ざん、Emotet、フィッシングメールに対する注意喚起についてメール配信した。 

ウ 事務等の効率化・合理化の推進 
4-4 【2021 年度計画】 

・2020 年度より継続して理事長と学長及び理事長と管理職による定例
打合せを開催し、教職員全体で本学に関する情報共有を行う。 

・事務職員対象に担当している業務に活用できる専門性の高い研修を実
施する体制を整える。また、遠隔で参加できる研修を積極的に活用す
る。 

・2021 年度は「公立大学法人等運営事務研究会」の幹事校となっている。
研究会の分科会で SD関連の問題を発信し情報交換を行う。 

【2021 年度実績】 
・本学は今年、私学から公立化した大学でつくる「公立大学法人等事務運営研究会」の実施幹事校となって
いる。研究会の企画、運営を SDの一環ととらえ、準備を進めている。 

・引き続き理事長と学長、理事長と管理職による定例打合せを毎週実施、組織内の情報共有に努めている。 

4-5 【2021 年度計画】 
・押印廃止、電子決裁導入、各種届出用紙の電子化等、DXプロジェク
トワーキンググループが決定する方針に従って、事務処理の電子化を
推進する。 

・教職員がテレワークしやすい環境を整備する。 
・ DX プロジェクトワーキンググループの開催で、業務のスリム化につ
ながるシステム整備を進める。 

【2021 年度実績】 
・人事情報システムを導入し、給与計算、会計システムと統合ができないかについて検討している。 
・Office365 Teamsのチャット機能を積極的に取り入れ、職員同士が円滑なコミュニケーションを取れるよ
うになり、業務の効率があがった。 

・入学式の様子をライブ配信、web オープンキャンパス、合同企業瀬悦明会など、イベントのオンライン開
催を積極的に行い、業務の効率化を進めた。 

4-6 【2021 年度計画】 
・リモートワークなど柔軟な働き方を実現するためのシステムの導入、
及び現システムを使用しての問題点を把握し、事務処理のためのより
良い環境構築を推進する。 

【2021 年度実績】 
・リモートワークを行う仕組みはできているが、昨年度に導入した仕組みをそのまま利用している。1 月ご
ろからコロナ過で感染が増えてきたため、リモートワークの仕組みを利用した事務職員が増えたが、件数
自体が少なく環境についての見直しは現段階では不要と判断して行わなかった。 

（２）財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 
ア 外部研究資金等獲得の取組 
4-7 【2021 年度計画】 

・科学研究費補助金取得のため、過去に採用された出願書類の公開や出
願書類のチェックなど、申請業務等に対する支援を引き続き行う。 

・外部資金の公募情報についてはグループウェアに随時掲載し、情報公
開に努める。 

・産学連携コーディネーターが JST のマッチングプランナーと連携し公
的資金情報を入手する。 

【2021 年度計画】 
・共同研究や奨励助成金、公的機関からの外部資金研究に係る情報をグ

【2021 年度実績】 
・科学研究費獲得のため、積極的に情報提供（科研費獲得の参考書の貸し出し、科研費獲得のオンライン講
座のお知らせ、獲得に成功した申請書（本人の了承分）の学内閲覧）をするとともに申請書を学内の第 3
者がコメントする予定。また、一部について第 3者のコメントを複数人にからのコメントする予定。加え
て国が重点研究分野としている研究テーマを周知した。 

・競争的外部資金の獲得件数向上のための情報提供、応募時の支援を行った。 
 
【2021 年度実績】 
・共同研究や奨励助成金、公的機関からの外部資金研究に係る情報をグループウェアに掲載し情報公開し、



ループウェアに掲載し情報公開に努める。 
・外部資金獲得のための申請書類整備等の支援を行う。 
・産学連携コーディネーターが JST のマッチングプランナーと連携し公
的資金情報を入手する。 

その問い合わせに対し対応した。 
・ＪＳＴのマッチングプランナーから競争的資金の情報を入手し、関係する教員への紹介を行った。 

イ 人件費等の抑制 
4-8 【2021 年度計画】 

・予算編成作成方針を作成し、前年度予算執行実績を考慮した次年度予
算計画を実施する。 

・人件費については今後の大学の成長に向けた研究領域への人的資源を
確保し、質の高い教育研究が継続的に実施できる予算とする。 

 
【2021 年度計画】 
・公立化時に結んだ IT 関係の保守契約等を見直し、より小回りの利く
体制とする。 

・総合情報センターとして活動する体制を整え、様々な業務の IT 化を
推進する。 

・IT 専門員が複数名体制となるため、新たな専門員の業務習得及び障
害対応の指導を行い業務の円滑化を図る。 

【2021 年度計画】 
・公立大学 4 年目を迎え、今後も学生数の増加が見込まれ、教室の使用
や設備機器、実験機器等の稼働率が上がることによる使用電力の増加
が予想される。2021 年度も光熱水費抑制実施のため昨年度に引き続
き電力モニタ・掲示等により周知を行い、コスト意識の向上に努め
る。 

・既存の各種設備においては設置から 20 年以上経過し老朽化が進んで
いることから、省エネルギー型の機器への更新を引き続き実施する。 

【2021 年度実績】 
・次年度の予算編成方針について、9/29 開催の理事会で承認された。 
・予算執行に関してはコロナ対策の費用も支出しているが予算内での運用ができている。 
・コロナ禍における質の高い教育を維持するために DX 化を推進し、授業録画システムを後期授業から導入
した。その結果、学生が授業の復習をしやすくなり、遠隔授業の環境下ではあるが教育効果を高められて
いる。 

【2021 年度実績】 
・不必要となった保守契約は解約を行った。 
・総合情報センターの開設を行った。 
・IT 専門員に対しての教育を行い専任職員からOJT する体制ができた。 
 
 
 
【2021 年度実績】 
・昨年度に継続して電力モニタ、掲示等により経費削減について周知を行い、光熱水費の抑制に努め、目標
値を達成した。 

・大教室（6 室）及び 6 号館共用部の照明設備の LED 化、２号館研究室のエアコン更新工事を実施し、省
エネルギー対策を実現した。 

（３）自己点検・評価及び情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき措置 
ア 評価体制と機能の充実 
4-9 【2021 年度計画】 

・前年度に引き続き、固定資産及び管理用品の現物監査を実施する。 
・公的資金で購入した物品を中心に実施する。 

【2021 年度実績】 
・監査計画を立案し 4月の理事会において承認を得た監査計画に基づき、書類監査および物品の現物監査
を実施した。 

4-10 【2021 年度計画】 
・次回の第三者評価を受審(2023 年予定)する準備のため、研究会等への
積極的に参加し、スムーズな受審、活動の改善への適切な対応を見据
えた情報収集と、準備を進めていく。 

【2021 年度実績】 
・他大学との情報交換を行い、受審の準備を進めた。2022 年度申込、2023 年度受審を目指し、情報収集に
努めている。 

・また、より詳細な情報収集ができるよう他大学の認証評価を行う専門委員候補者を本学から教員２名を推
薦した。 

イ 情報公開や情報発信等の推進 
4-11 【2021 年度計画】 

・法人情報について、決算報告を含む各種状況や自己評価内容を大学ホ
ームページ上で速やかに公開する。 

【2021 年度実績】 
・2021 年 5月 1 日現在の法人情報及び教育情報について、大学ホームページ上への公開を実施した。 
 



【2021 年度計画】 
・学内情報に関しては、引き続き積極的に公表をする。 
・学内広報誌 2誌に関しては、目的と照らし合わせた情報公開内容にな
っているか紙面構成について検証し、必要な改善を継続して実施す
る。「SUS-TIMES」に関しては、掲載内容の性質や「蓼科の風」との
情報や対象者の住み分けなどから、発行は年 1 回とする。 

・コロナ禍により、紙媒体での情報発信が難しい場面も発生し、逆に、オ
ンラインによりそれを代替した方が効果が高そうな場面もあった。新
しい時代に合わせた費用対効果の高い情報発信を検討する。 

【2021 年度実績】 
・「蓼科の風」と「SUS-TIMES」については、予定どおり発行できた。 
・様々な情報公表・発信について、HP 上でのコンテンツ充実などオンラインでの情報発信に注力して実施
した。 

（４）その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置 
ア 働きやすい環境の実現 

4-12 【2021 年度計画】 
・自己啓発研修補助制度を年度初めに周知し、積極的な参加を促す。 
・各課の繁忙期を明確にし、他課と業務を分担することで繁忙期の残業
時間を削減することに取り組む。 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、遠隔システムを利用した
会議や、在宅ワークが浸透しつつある。在宅ワークを組み込んだ業務
の整備に取り組む。 

・ライフイベント（出産・育児・介護等）による休業の取得者の復帰後
の働きやすい環境づくりを検討する。 

・事務職員の階層別研修が一通り終了したため、業務別研修の実施を検
討する。 

【2021 年度実績】 
・産休、育休休暇に関しては産休、育休取得時の流れを作成し、取得者に復帰までの道筋をわかりやすく説
明できるようにし、まとめた案内をポータルサイトに掲載して教職員に周知した。 

・出産、育児休暇による休業取得の手続きを適正にすすめ、取得者の復帰に備えるとともに、欠員となって
いる部署の職場環境を整えた。 

・自己啓発研修制度を案内し、積極的な参加を促した。 
・自己啓発研修制度についてデスクネッツに掲載し、所属長に課員への周知を依頼し、積極的に参加を促し
たが、制度利用者はなかった。 

イ 安全衛生管理体制の整備 
4-13 【2021 年度計画】 

・研究室や実験室等で保管している薬品及び化学物質等について、薬品
管理支援システムで管理するリストと現物との照合を年 1 回実施し、
在庫状況を確認するとともに、適正に薬品を管理する。 

【2021 年度実績】 
・薬品及び化学物質等を保管している教員に対して、調査依頼を実施し、研究室や実験室で保管する薬品等
の数量について現況確認した。 

4-14 【2021 年度計画】 
・ストレスチェックの実施率を高め、その結果をもとに、管理者・労働者
双方の理解を深めるとともに、ラインケア・セルフケアの促進を図る。 

・教職員向けに設置した、ハラスメン等の外部相談窓口が有効活用する
よう周知を図り、働きやすい職場づくりに向けた活動を行う。 

【2021 年度実績】 
・茅野市、茅野市商工会議所と本学の共同体で、本学の体育館を会場に学生、教職員及び会議所会員企業従
業員を対象に職域接種を実施した。 

・教員向けにハラスメント防止研修(遠隔研修)を実施。教員だけでなく職員も多く視聴して、法人全体の意
識向上につながった。 

・ストレスチェックは 11 月に実施し、受検率は 95.9％と昨年度（90.1％）を上回る回答率だった。 
・メンタルヘルスの研修会の一環として、12月に「ゲートキーパー研修」を実施した。 

4-15 【2021 年度計画】 
・全学的な防災訓練を実施する。 
・災害発生時に備え、災害用備蓄品の整備、補充管理を実施する。 
・賞味期限間近の災害用備蓄食料の有効活用について検討する。 

【2021 年度実績】 
・防災意識を高めるため学生及び教職員に対し安否確認訓練を 12月に実施した。 
・災害用備蓄品の在庫確認、補充、整備した。 
・保存期限切れとなる災害備蓄用保存食料の入替えを実施した。また、保存期限切れとなる災害備蓄用保存
食料は、防災意識向上のため学生へ配布した。 

 



ウ 施設設備の計画的な整備活用推進 
4-16 【2021 年度計画】 

・定量的な整備基準の策定や有効活用のための検討については、「建設会
議」（打合せ）にて計画し実施する。 

 
【2021 年度計画】 
・施設設備の機能や安全性が確保された教育研究環境の維持・向上のた
めに、施設設備の定期的な点検や、保全状況の確認及び設備に使用さ
れている機器の情報収集を常に行い、適正な管理に引き続き取り組む。 

【2021 年度実績】 
・定量的な整備基準の策定や有効活用のため、財務課担当者で打合せ、検討を行い、事務部管理職定例打合
せにおいて協議をし、本年度は新型コロナウイルス感染対策を踏まえ、大教室視聴覚設備更新工事（授業
収録配信システム）を設備整備計画の最優先事項として実施した。 

【2021 年度実績】 
・施設設備の定期的な点検や保全については、計画通り実施した。 

 


