
自己点検・評価報告書２０１４・２０１５ 全学報告会

２．工学部・工学研究科について

1

発表者 工学部長 西宮 信夫



【教育目標、学位授与方針、教育課程の編成、実施方針】
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第４章 教育内容・方法・成果 報告書 Ｐ２１・２５

幅広い視野と教養を持ち、人と自然環境との調和・共生を科学する

豊かな感性を備え、科学技術をもって明るい未来社会の構築に貢献

しようとする使命感と専門知識を有する創造性豊かな技術者を養成

する。

時代の先端技術に携わり、現状の技術開発を推進するだけでなく、

新たな技術を生み出す創造力の豊かな技術者・研究者の養成を

目的とする。

工学部（学則第４条の３）

工学研究科（大学院学則第３条第２項）

教育研究上の目的
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第４章 教育内容・方法・成果 報告書 Ｐ２１・２９

＜１．現状の説明＞

（１）教育目標に基づき学位授与方針を明示しているか。

工学部・工学研究科では、教育研究上の目的を教育目標として掲げ、

目標にある人材養成を達成するために、具体的な達成基準を明示した

学位授与方針を策定している。

＜１．現状の説明＞

（２）教育目標に基づき教育課程の編成・実施方針を明示しているか

大学の基本理念、工学部及び工学部の教育目標並びに工学部及び

各学科の学位授与方針に基づいた、教育課程の編成・実施方針を策定

している。

【教育目標、学位授与方針、教育課程の編成、実施方針】
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第４章 教育内容・方法・成果 報告書 Ｐ３９

教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針は、ホームページや履修要綱

等に掲載し、学生及び社会に広く周知している。

＜１．現状の説明＞
（３）教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針が、大学構成員（教職員
および学生等）に周知され、社会に公表されているか。

対 象

公表方法

①

大学構成員
（教職員）
（学生）

②
新入生

③
新任教員
新任職員
（採用時）

④
一般

（保護者等）

公式ホームページ ○ ○ ○ ○

大学案内・募集要項 ○ ○

キャンパスガイド ○ ○ ○

履修要綱 ○ ○ ○

ガイダンス ○ ○

【教育目標、学位授与方針、教育課程の編成、実施方針】
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第４章 教育内容・方法・成果 報告書 Ｐ４０

責任主体・組織、権限、手続きを定め、教育目標から学位授与方針、教育課程の編成・

実施方針、カリキュラムツリー、カリキュラムマップ、シラバス、成績評価基準まで一連の

サイクルについて、定期的に検証を行っている。

＜１．現状の説明＞
（４）教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について

定期的に検証を行っているか。

（学科に関する事項）学科 → 教務委員会 → 教授総会・研究科総会 → 学長決裁

（学部に関する事項）教務委員会 → 教授総会・研究科総会 → 学長決裁

（大学に関する事項）学長決裁（学長ミーティング）

検証プロセス

【教育目標、学位授与方針、教育課程の編成、実施方針】
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第４章 教育内容・方法・成果 報告書 Ｐ４１

工学部及び工学研究科では３つのポリシーの検証を行ってはいるものの、

検証については規程化されていない。

＜２．点検・評価＞

工学部及び工学研究科においても教務委員会規程の見直しを行い、３つ

のポリシーの検証を規程化する。

＜３．将来に向けた発展方策＞

【教育目標、学位授与方針、教育課程の編成、実施方針】
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第４章 教育内容・方法・成果 報告書 Ｐ４２

＜１．現状の説明＞

（１）教育課程の編成・実施方針に基づき、授業科目を適切に開設し、教育課程を

体系的に編成しているか。

１・２年次
専門分野を学ぶために必要な基礎学力（物理・数学・化学等）

専門学科の基礎的な知識・学力を学ぶための科目

３年次 各専門分野の発展的内容に関する科目

４年次 卒業研究科目

体系的な教育課程を編成

「実技に強い実学教育」に基づく科目編成（２０１５年度～）

基礎・教養科目

コミュニケーション・スキル 心と身体

社会の仕組み 工学基礎
（専門教育科目との一貫性を重視）

専門教育科目＋

工学部

【教育課程・教育内容】
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第４章 教育内容・方法・成果 報告書 Ｐ４３

＜１．現状の説明＞

（１）教育課程の編成・実施方針に基づき、授業科目を適切に開設し、教育課程を体系的
に編成しているか。

工学研究科

博士前期課程

リサーチワーク：「特別演習」、「特別実験」及び「特別研究」

コースワーク ：他の授業科目

博士後期課程

リサーチワーク： 「特別輪講」及び「特別研究」

コースワーク ： 他の授業科目

【教育課程・教育内容】
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第４章 教育内容・方法・成果 報告書 Ｐ４４

＜１．現状の説明＞

（２）教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。

工学部

・実験とレポート作成を通じて、技術と理論、技能の獲得、総合力の育成を目指した教育

・初年次教育として、専門学科の学習に必要な基礎的技術を学ぶ科目を１年次に設定

・基礎教育（英語、数学、物理、化学、キャリア科目等）を準必修科目としてユニット化

・全学科横断的な習熟度別クラスに編成し、多様化する学修歴の学生に対応

・４年次には「与えられた課題についての解決法を、自ら体験・学修し、結果を報告でき

る能力を身に付けさせること」を重視し、卒業研究・卒業演習を設定

工学研究科

博士前期課程

・各専攻で専門分野ごとに教育研究を実施
・外部の研究機関との共同研究などを通じて、科学の高度化に対応

博士後期課程

・前期課程からの一貫した教育の上に構築し、より高度な講義内容、研究指導を実施

【教育課程・教育内容】
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第４章 教育内容・方法・成果 報告書 Ｐ４６

・カリキュラムマップ・ツリーを提示し、順次性のある授業科目の体系化

→ 学生の目標に沿った履修計画を実現

・多様な学修歴の学生に対応した入学前教育、リメディアル教育、初年次教育の充実

・「キャリア教育科目」を「基礎・教養科目」に位置づけ、低学年からキャリア形成を意識

＜２．点検・評価＞

カリキュラムPDCAサイクルを実施し、カリキュラムポリシー、カリキュラムマップ、カリキュラ

ムツリー、シラバス、授業運営等について毎年見直しを図り、改善を続ける。

＜３．将来に向けた発展方策＞

【教育課程・教育内容】
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第４章 教育内容・方法・成果 報告書 Ｐ４８

＜１．現状の説明＞

（１）教育方法および学習指導は適切か。

工学部

工学研究科

・教育効果を高めるため、少人数教育、習熟度別クラス編成

・初年次教育において、専門学科全教員によるオムニバス形式授業を実施

・1年次にセミナー形式授業を開講

→アカデミックスキル向上、学生と教員とのコミュニケーション促進、学生の状況把握

・指導教員が研究指導計画に基づき、学生の力に応じた適切な指導

・研究成果は、学会や関連展示会等、学外でも発表

・関連業界、研究者との交流を通じて主体的な取り組みを促進

・審査付論文への投稿、国際会議における英語での発表を含めた総合的な指導

【教育方法】
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第４章 教育内容・方法・成果 報告書 Ｐ５０

＜１．現状の説明＞

（２）シラバスに基づいて授業が展開されているか。

・学生に提示したシラバス（到達目標も具体的に明示）に基づき、授業運営

・授業の進行状況により、臨機応変に授業運営の構成を工夫し、補講等を設定

・学期末には、学生に「授業評価アンケート」を実施し、シラバスとの整合性を確認

・シラバスに「準備学習（予習、復習について）」を明示し、学修計画に必要な情報を周知

・工学部教務委員会において、シラバスの内容をチェックし、均一化、充実化

【教育方法】
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第４章 教育内容・方法・成果 報告書 Ｐ５１

＜１．現状の説明＞

（３）成績評価と単位認定は適切に行われているか。

・シラバスに基づき、1回目の授業時に授業計画、成績評価方法・基準を明示

・学部・大学院ともに成績評価の客観性・透明性を確保できるよう、GPA制度を導入

・単位認定については、学則第３１条の規定に基づき認定

・履修単位数の上限設定については、「東京工芸大学工学部履修及び修得に関する

規程」で定め、単位を実質化

・適正な成績評価の透明性確保等の観点から、成績照会制度を導入し、成績評価の

疑義に対して教員から学生に回答

【教育方法】
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第４章 教育内容・方法・成果 報告書 Ｐ５３

＜１．現状の説明＞

（４）教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改

善に結びつけているか。

・全学的組織であるFD委員会を中心として、定期的な検証、授業改善を実施

・全科目を対象に、学生による授業評価アンケートの実施し、教務委員会で分析・検討

・４年次を対象にしたアンケートにより、学科ごとにベストティーチング賞を決定し、表彰

授業改善のプロセス

【各教員】【学科・教員】
カリキュラム
検討・策定

担当教員の
決定・委嘱 授業計画

の作成
授業ガイダンス 授業実施

授業評価
授業改善に向
けて検討

【各教員】

【教育方法】
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第４章 教育内容・方法・成果 報告書 Ｐ５４

・教育研究の目的達成に向けた授業形態は、カリキュラムマップ、カリキュラムツリーで

体系化されたうえで学習指導が行われており、充足している。

・シラバスに基づく授業展開が徹底され、シラバスに掲載された成績評価方法及び

試験方法に則り、厳格な成績評価を実施しており、充足している。

・工・芸融合科目は、知識や技術だけでなく、学生交流の場にもなり、幅広い人間教育と

して効果を上げている。

＜２．点検・評価＞

・シラバスの記載内容の精粗を改善し、記載内容について、教務委員会および大学院

運営委員会においてチェックし、内容の充実及び均一化を図り改善する。

・大学院学則に単位計算の基準を明示するために、2016年度に向け大学院学則を変更

する。→2015年研究科総会にて学則変更

＜３．将来に向けた発展方策＞

【教育方法】
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第４章 教育内容・方法・成果 報告書 Ｐ５６・５７

＜１．現状の説明＞

（１）教育目標に沿った成果が上がっているか。

・学術発表、学外団体主催コンペティションへの参加等、積極的な活動が教育研究指導

の効果の指標となっている。

・各学期末に成績結果及びGPA値を通知し、学修成果について通知

・授業評価アンケートでは、各授業科目の到達目標の達成度について学生が自己評価

・授業の到達目標を明示し、学修成果を測定する評価指標（ルーブリック）及び学修の

進捗を学生自身が管理する学修ポートフォリオとして活用

＜１．現状の説明＞

（２）学位授与（卒業・修了認定）は適切に行われているか。

・学位授与方針、学則、諸規程に則り、適切に行っている。

・大学院の審査委員会は、大学院学則により学位論文の審査及び最終試験を客観的

かつ厳格に行っている

【成果】
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第４章 教育内容・方法・成果 報告書 Ｐ５８

・学位授与について、学則及び大学院学則及び学位規程に基づき、適切に行われている。

・GPA値を学生に通知し、学習成果を客観的な指標で確認できるようになっている。

・就職先に卒業生評価アンケートを実施し、「社会で生き抜く力の涵養」がなされている

ことを確認

＜２．点検・評価＞

・卒業後の評価（卒業生による評価）が実施されていないので、評価方法、実施内容等を

検討する機会を設ける。

・研究科の学位論文審査基準について、明文化に向けた審査基準（案）を作成し、研究科

総会の議を踏まえて、制定していく。 →2015年度に審査基準を制定

＜３．将来に向けた発展方策＞

【成果】
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第７章 教育研究等環境 報告書 Ｐ７９

新中期計画において、「学習環境等の向上（キャンパス整備や施設充実）」が重要課題

の一つとして掲げられている。

また、重要課題を踏まえた目標として「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。」を明示

＜１．現状の説明＞

（１）教育研究等環境の整備に関する方針を明確に定めているか。

「教育研究環境整備方針」を制定（2014年度）

１．東京工芸大学は、学生一人ひとりが学修を通じて「本学に入って成長した」「本学に入って良かっ

た」と実感できる様、学生のことを第一に考えた安全で快適な教育研究環境の整備を目指します。

２．東京工芸大学は、教員一人ひとりが研究活動・芸術活動を通じて十分にその能力を発揮し、適

正な教育研究活動が展開できる教育研究環境の整備を目指します。

３．東京工芸大学は、教育目標の実現に相応しい、最新のコンピュータ利用環境および最高のネッ

トワーク環境の整備、また、時代に即した図書館情報サービスの充実を目指します。
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第７章 教育研究等環境 報告書 Ｐ８３

・中央図書館では利便性を考慮した館内レイアウトに変更し、より利用しやすく長時間滞

在できる環境を整備した。

①入退館ゲートを１階に移設し、館内のスムーズな動線及びセキュリティを確保

②視聴覚ブースを２階へ移動し、視聴可能時間を延長

③３階には能動的自主学修等に利用できるアクティブラーニングエリア4室を整備

④PC自習ルームを整備し、ノートPCの貸出を開始（Windows１０台、Mac５台）

・本学の特色を活かし、学部・学科を越えた演習科目「工房」を開講している。

アニメ工房、マンガ工房、模型スタジオ、写真工房（2015年度新設）

＜１．現状の説明＞

（４）教育研究等を支援する環境や条件は適切に整備されているか。
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第７章 教育研究等環境 報告書 Ｐ８５

・日々の研究活動及び研究支援業務に邁進するための指針として、「東京工芸大学にお

ける研究活動等に関する行動規範」を制定

・研究倫理に関する学内審査機関として「東京工芸大学研究倫理規程」により研究倫理

委員会を設置し、教授総会等及び新学期ガイダンス等を通じて、倫理教育を実施

・公的研究費の不正防止の取り組みについては、「科研費公募及び不正防止について」

をテーマに研修・説明会を開催

・コンプライアンス教育、公的研究費執行・管理等の管理監督を行う「コンプライアンス推

進責任者」、定期的に研究倫理教育を実施する「研究倫理教育責任者」を新たに設置

・不正を抑止する適正な環境の整備を構築するとともに、関連する規程の改正を行った。

・「東京工芸大学における研究活動等に係る不正防止に関する規程」（2015年3月施行）

＜１．現状の説明＞

（５）研究倫理を遵守するために必要な措置をとっているか。



21

第７章 教育研究等環境 報告書 Ｐ８５

・中央図書館の利用者数は2013年度102.9％（対前年比）、2014年度112.7％（対前

年比）となり、芸術学部３・４年次生のキャンパス移動に伴う学生数減にも関わらず、利

用者数が増加し、図書館利用率が向上している。

・厚木キャンパスについては、一部インフラ等の施設・設備の老朽化が見受けられるため、

計画的な整備が必要である。

＜２．点検・評価＞

＜３．将来に向けた発展方策＞

厚木キャンパスでは、新中期計画に掲げたとおり、学校施設の安全性に配慮するととも

に、老朽化した教育設備（AV機器）及びインフラ等の整備を行うため、厚木キャンパス再

整備計画に基づき、計画的に進める。


