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「時勢ノ必要ニ應ズベキ寫眞術ノ實技家及研究家ヲ養成シ併セテ

一般社會ニ於ケル寫眞術ノ向上發達ヲ圗ル」

建学の精神
１９２３年に設立された小西写真専門学校の建学の精神

報告書 Ｐ１

＜１．現状の説明＞

（１）大学・学部・研究科等の理念・目的は、適切に設定されているか。

「社会に有為な職業人の養成を目指し、確かな基礎教養の上に、先端のテクノロ

ジーやメディアを用いて社会の発展のために活躍する実践的人材と、工学と芸術

学の知識・技術と表現を結び合わせた新しい分野の創成に貢献する創造的人材

を育成する。」

基本理念
小西写真専門学校の建学の精神を受け継ぎ、基本理念を制定
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報告書 Ｐ１

「本大学は、教育基本法に則り、学校教育法に定める大学として、工学・芸術

の理論と応用を教授・研究すると共に、広い基礎的視野・認識と高度の専門

知識・能力をもち、広く社会において指導的役割を担い得る人間性・感性

豊かな人材を育成する。」

大学の目的及び使命（東京工芸大学学則第２条）

基本理念の下に、大学及び大学院、学部、研究科の目的を適切に定めている。

「東京工芸大学大学院は、工学と芸術学に関する学術の理論及び応用を

研究し、その深奥を究めて、文化の進展に寄与することを目的とする。

大学院の目的（大学院学則第１条）

＜１．現状の説明＞

（１）大学・学部・研究科等の理念・目的は、適切に設定されているか。
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報告書 Ｐ４

＜１．現状の説明＞

（２）理念・目的が、大学構成員に周知され、社会に公表しているか。

対 象

公表方法

①
一般

（受験生・高校）
（企業）

②

大学構成員
（教職員）
（学生）

③
新入生

④
新任教員
新任職員

公式ホームページ ○ ○ ○ ○

大学案内・募集要項 ○ ○

キャンパスガイド（学内） ○ ○ ○

履修要綱 ○ ○ ○

オリエンテーション ○ ○

研修会 ○

企業向け情報交換会 ○

高校向け進学相談会 ○
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報告書 Ｐ５

＜１．現状の説明＞

（３）理念・目的の適切性について、定期的に検証を行っているか。

組織 検証方法

大学

（2014年度まで）大学協議会において審議の過程で検証

（2015年度から）大学戦略会議において定期的に検証→学長決裁

工学部 学科会議→教務委員会→教授総会→学長決裁

芸術学部 学科会議→教務委員会→教授総会→学長決裁

工学研究科 専攻主任会議→大学院教務委員会→研究科総会→学長決裁

芸術学研究科 大学院運営委員会→研究科総会→学長決裁



第１章 理念・目的

7

本学の基本理念と大学全体の教育研究の目的との整合性

について定期的な検証体制を確立できていない。

報告書 Ｐ５

＜２．点検・評価＞

本学の基本理念と大学全体の教育研究の目的との整合性

について定期的な検証を行っておらず、早急に検証体制を

整備し、定期的な検証を行うこととする。

＜３．将来に向けた発展方策＞



第２章 教育・研究組織
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報告書 Ｐ７

＜１．現状の説明＞

（１）教育研究組織は、理念・目的に照らして適切なものであるか。

本学の基本理念に基づいて、２学部２研究科の体制で編成されている。

芸術学部

工学部

■メディア工学専攻 ■工業化学専攻

■建築学・風工学専攻 ■電子情報工学専攻

■メディア画像学科 ■生命環境化学科 ■建築学科

■コンピュータ応用学科 ■電子機械学科

■基礎教育研究センター（学習支援センター）

■写真学科 ■映像学科 ■デザイン学科

■インタラクティブメディア学科 ■アニメーション学科

■ゲーム学科 ■マンガ学科 ■基礎教育

■ハイパーメディア研究センター ■ナノ科学研究センター

■風工学研究センター ■連携最先端技術研究センター

大学院芸術学研究科 ■メディアアート専攻

芸術別科 写真技術専修（募集停止中）

情報処理教育研究センター

図書館

東
京
工
芸
大
学

大学院工学研究科
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報告書 Ｐ１０

教育研究組織の適切性については、随時検証しているが、

定期的な検証には至っていない。

＜３．将来に向けた発展方策＞

＜２．点検・評価＞

教育研究組織の編制原理、理念・目的及び学術の進展

や社会の要請との適合性については、充足している。
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報告書 Ｐ１２

「建学の精神を理解し、本学の使命及び目的を達成するために、強い意欲と

情熱をもって教育・研究にあたる者」

本学の求める教員像 （2013年10月制定）

＜１．現状の説明＞

（１）教員像および教員組織の編制方針を明確に定めているか。

本学の基本理念及び目的を実現するため、大学設置基準等を参考にしつつ、

学部・研究科の教育課程、学生の収容定員等に応じた必要かつ適切な規模の

教員組織を設ける。

また、教育研究に携わる教員の募集・採用・昇任等については、研究上の能

力・業績はもとより、教育能力や社会的経験によって培われた実践的能力を重

視するとともに、併せて、教員組織全体の年齢・職位・男女構成等にも留意する。

教員組織の編制方針 （2016年3月制定）
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報告書 Ｐ１５

＜１．現状の説明＞

（２）教育課程に相応しい教員組織を整備しているか。

東京工芸大学教員人事基本方針を定め、

「教員の種類」

「学部・学科ごとの入学定員に応じた教員定数」

「任期教員制度や特別契約教員制度の導入」

「非常勤講師の精選」

「教員評価制度の導入」

等を明確化し、教員組織の整備を図っている。
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報告書 Ｐ１６

＜１．現状の説明＞

（３）教員の募集・採用・昇格は適切に行われているか。

工 学 部 東京工芸大学工学部教員候補者選考規程（2014年度改定）

芸 術 学 部
東京工芸大学芸術学部教員候補者選考規程（2014年度改定）
東京工芸大学芸術学部教員候補者選考内規

専任教員の募集・採用・昇任に関する規程

人事委員会の議を経て、理事長が任命

応募者から選出した候補者を教員審査委員会での審査を経て、教授会で表決

審査及び人事委員会への上程

任命プロセス
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報告書 Ｐ１８

＜１．現状の説明＞
（４）教員の資質の向上を図るための方策を講じているか。

①教育研究活動の評価（東京工芸大学教育職員の評価に関する規程）

◆大学経営の方針･沿革・理念・大学人としての心構え
◆学部の教育方針や現状と取り組み、関連規程や留意事項等

◆FD活動の基本方針に基づき、各種FD活動をとおして、教育の質の向上を推進
・教員相互の授業見学、評価（ピア・レビュー）を導入（2015年度）
・学生による授業評価アンケート結果を検証
・定期的にアクティブラーニングの事例紹介、講演会（2015年度）

◆ＦＤニューズレター発行

②教育の質向上（東京工芸大学ＦＤ委員会規程）

③新任教員研修

（１）教育、（２）研究、（３）組織運営、（４）社会貢献の４領域で評価得点を算出

評価結果をフィードバックし、必要に応じて選出した教員との意見交換を実施
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報告書 Ｐ１９

2015年度現在、マンガ学科においては必要な教授数が１名不足し

ており、2016年度に向けた教員人事計画の中で、これを改善するよ

う進めている。 →2016年４月から教授を1名増員し、改善した。

＜２．点検・評価＞

・教員組織の編制方針を2015年度内に策定するとともに、定期的

に検証を行う体制を整備する。→2016年３月に方針を制定

・教員評価については、引き続き評価項目及び評価配点等について

教員評価委員会で検討していく。

＜３．将来に向けた発展方策＞
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報告書 Ｐ５９

東京工芸大学は建学の精神に基づき、「社会に有為な職業人の養成を目指し、確かな基
礎教養の上に、先端のテクノロジーやメディアを用いて社会の発展のために活躍する実践
的人材と、工学と芸術学の知識・技術と表現を結び合わせた新しい分野の創成に貢献する
創造的人材を育成する。」との基本理念を掲げ、優れた教育・研究実績を有する教職員の下、
常に時代をリードするカリキュラムを用意し、また、最先端の研究・教育施設を完備し、特色
ある授業を行っています。
東京工芸大学は、上記の基本理念に共感し、以下の志のある学生を受け入れます。

1.教育研究環境を活用し、徹底して学ぶことによって成長を遂げようとする意欲のある人
2.新しい分野の創成に努め、その成果を日本・世界に発信していく力をつける開拓心のある人

＜１．現状の説明＞

（１）学生の受け入れ方針を明示しているか。

大学のアドミッション・ポリシー

上記の他、全ての受け入れ方針は、ホームページ及び募集要項等に明示し、公表している。

大学 工学部５学科 芸術学部７学科

工学部 工学研究科博士（前期・後期） 芸術学研究科博士（前期・後期）

芸術学部 工学研究科4専攻（前期・後期）
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報告書 Ｐ６９

◆学部ごとに入試に関する委員会を設置し、学生の受け入れ方針に基づいて

学生募集及び入学者選抜を適正に実施している。

◆入学者選抜において透明性を確保するために、試験終了後に各学科・各専攻

又は各領域で予備判定会議を行い、各教授総会又は各研究科総会で審議し、

合格者を決定している。

◆選抜基準は、学生募集要項に入試区分別に各学科の選抜方法・配点を詳細

に記載

◆一般入試の入試問題を持ち帰り可能。希望者には成績を開示（工学部のみ）

＜１．現状の説明＞
（２）学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に学生募集および入学者選抜を行って

いるか。
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報告書 Ｐ７１

＜１．現状の説明＞
（３）適切な定員を設定し、学生を受け入れるとともに、在籍学生数を収容定員に基づき

適正に管理しているか。

収容定員に対する在籍学生数比率（2015年5月）

学部・研究科 収容定員 在籍学生数 比率 備考

工学部 １，６００名 １，７２３名 １．０８
超過（建築）
未充足（メディア画像）

芸術学部 ２，３４０名 ２，５９６名 １．１１ 超過（ゲーム）

工学研究科

前期 １３０名 ４８名 ０．３７ 未充足

後期 ３３名 ３名 ０．０９ 未充足

芸術学研究科

前期 ２４名 ３２名 １．３３ 超過

後期 ６名 ２名 ０．３３ 未充足
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報告書 Ｐ７２

＜１．現状の説明＞
（４）学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に

実施されているかについて、定期的に検証を行っているか。

入試区分や定員の見直し、入学者選抜の検証を入試関係の各委員会で行っている。

学部・研究科 検証体制

工 学 部 入試検討委員会、入試常任委員会、入試実行委員会、教授総会

芸 術 学 部 入試委員会、教授総会

工 学 研 究 科 研究科総会

芸術学研究科 大学院運営委員会、研究科総会
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報告書 Ｐ７４

＜１．現状の説明＞
（１）学生が学修に専念し、安定した学生生活を送ることができるよう学生支援に関する

方針を明確に定めているか

学生や保護者が、『本学に入って成長した』『本学に入って良かった』と
実感できる、学生のための（学生のことを第一に考える）大学を目指す。

新中期計画の理念（2013年度）

◆能力・意欲等多様化する学生への対応
◆学習環境等の向上（キャンパス整備や設備充実等）

重要課題

目標（５年後の姿）

◆社会で生き抜く力（自分で考え、判断し、行動できる力）が涵養されていること
◆学習・生活環境や学生サービス・サポート体制が充実していること

中期計画の理念に基づいた重要課題及び目標を掲げ、全学で統一した支援方針を明示
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報告書 Ｐ７４

＜１．現状の説明＞
（２）学生への修学支援は適切に行われているか。

履修登録
◆ガイダンス期間にクラス担任等が面談を行い、履修申告等に関する相談・指導を実施

退学・休学減少への取り組み

◆学生が退学又は休学に至る前に、学科主任との面談を義務づけている。

◆目標・進路変更等への方策の一つとして、両学部とも転部・転科制度を設置

◆出席管理システムの出欠データをもとに、学生本人及び保証人に通知。相談連絡先は学生支援

センターに集約し、教員を中心に担当部署間で連携し対応している。

◆学習状況・学生生活状況に関する、保護者と教員との相談会を全国で実施（５月、１０月）

◆保護者が学生の授業出席状況をポータルサイトで閲覧可能（希望者のみ、要登録）

◆高校までの履修状況、理解度に応じてクラス分けを行い、少人数教育を実施（工学部）

◆学習支援センターでは補償教育を中心に、個別指導を実施（厚木キャンパス）

◆全教員がオフィスアワーの時間を設けて、きめ細かい指導を実施
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報告書 Ｐ７５

＜１．現状の説明＞
（３）学生の生活支援は適切に行われているか。

生活支援

◆１００円朝食（厚木キャンパス）を導入し、健康で規則正しい生活を促進
※（おにぎり2つ＋豚汁）or（ランチパック2つ＋ジュース＋果物）

◆バス運賃補助制度（厚木キャンパスのみ）を導入し、通学に係る経済的負担を軽減

学生相談
◆心身に関する相談は、健康管理センター（厚木）、保健センター（中野）の専属スタッフが対応

◆専門的な相談は、学校医（精神科医）が対応

◆よろず相談・理相談等は、学生支援センター<HOME>の臨床心理士が常駐し対応（厚木）

◆学校医、学生委員、学生課職員、基礎教育教員を相談員とする「なんでも相談室（お話ルーム）」
がスタート（中野キャンパス）

その他
◆安全面への配慮として、救急法講習会、避難訓練を実施

◆「東京工芸大学ハラスメントの防止対策に関する規程」を制定し、相談員を１３名配置。
面談だけではなく、電話、メール等でも受け付け可能
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報告書 Ｐ７６

＜１．現状の説明＞
（４）学生の進路支援は適切に行われているか。

・「就職に強い大学」を目指すため、就職支援基本方針に基づき、キャリア教育及び就職支援を実践

・学長、両学部就職委員長、学事部長で構成する「就職支援委員会」を上部機関とし、学部ごとの
就職委員会で定期的に課題（未内定学生への対応等）を討議している。

学部 工学部 芸術学部

目標 進路決定率９５％以上 就職率８５％以上

キャリア
教育支援
（１～３年次）

｢キャリアⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ｣、
「インターンシップ」を配置し、
社会人基礎力の育成と就職への
動機付けに力を入れている。

芸術学部特有のキャリア形成や、
ポートフォリオ制作演習等のクリエ
イター志望者のための授業科目を
配置

就職支援
（３～４年次）

◆就活キックオフセミナー、業界研究セミナー
◆合同及び個別企業説明会（年間約500社）
◆個別対応（エントリーシート添削・面接練習・個別相談など）
◆担当教員と就職支援課、健康管理センター、HOME等が連携して対応
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報告書 Ｐ７７

・2016年４月の障害者差別解消法の施行に伴う学内体制の整備

・学生に対する修学支援、生活支援及び進路支援に関する方針の制定

＜２．点検・評価＞

・退学者対策については、教務委員会、学生委員会、教務課、学生課、健康

管理センター及び保健センター、学生支援センター＜HOME＞の連携強化

を図り、今後も改善を進めていく。

・学生に対する修学支援、生活支援及び進路支援に関する方針は、教務委

員会、学生委員会及び就職委員会で毎年度、目標・方針を定めているが、

大学としての方針がないため、方針策定の検討を行う。

＜３．将来に向けた発展方策＞
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報告書 Ｐ８７

＜１．現状の説明＞
（２）教育研究の成果を適切に社会に還元しているか。

共同研究・受託研究を元に互恵的な研究を通じて、成果を広く社会に還元
◆まちづくりの活性化研究、ホームページポータルサイト制作研究、キャラクターデザイン制作研究、

行政コンテンツ制作研究、プロダクトデザイン制作研究

その他

◆高大連携（神奈川県内工業高校・大学連携推進協議会、学術研究インターンシップ等）

◆写大ギャラリー（常設企画展、カメラ機材のコレクション展示等）

◆かながわ発・中高生のためのサイエンスフェア参加

公開講座・生涯学習等
◆東京工芸大学公開講座（2014年度584名）

◆芸術学部公開講座（2014年度春季656名、秋季401名）

◆あつぎ協働大学（2014年度365名）

◆夏休み！親子でわくわくKOUGEIランド（子供向け実験教室）
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報告書 Ｐ１００

＜１．現状の説明＞
（１）大学の諸活動について点検・評価を行い、その結果を公表することで社会に対する

説明責任を果たしているか。

◆２年ごとに報告書を発行し、ホームページに掲載している。

◆翌年に全学報告会を実施している。

～点検・評価規程第１条～

目的「不断に教育研究水準の向上及び経営の健全化を図る」

～学則第３条～
◆教育水準の向上を図り、大学の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動
等の状況について自己点検及び評価を行う

◆前項の点検及び評価の結果について、本学以外の者による検証を受けることとする
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報告書 Ｐ１００－１０４

＜１．現状の説明＞
（２）内部質保証に関するシステムを整備しているか。
（３）内部質保証システムを適切に機能させているか。

大学運営会議

東京工芸大学自己点検・評価委員会

(1) 自己点検・評価に関する基本方針（案）の策定
(2) 自己点検・評価項目の設定
(3) 自己点検・評価に関する報告書の作成
(4) 自己点検・評価に関する結果の公表
(5) 自己点検・評価結果の分析，教育・研究等の改
善計画（案）の策定

(6）評価作業の進捗状況及び評価結果の大学運営
会議への報告

課題改善部会 作業部会

工学部教授総会 芸術学部教授総会

各部門

◆改善計画の策定及び実行並びに報告

ＰＬＡＮ

ＤＯ

ＣＨＥＣＫ

ＡＣＴＩＯＮ

各基準の適切性を検証するための責任主体・組織、権限、手続きの明確化や、その検証
プロセスを適切に機能させるための取り組み等について策定した（2015年度）


