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第１章 理念・目的
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報告書 Ｐ１

＜１．現状の説明＞

（１）大学の理念・目的を適切に設定しているか。また、それを踏まえ、学部・研究科の目的
を適切に設定しているか。

基本理念

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。

大学の目的及び使命

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・研究するとともに、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。

各学部、各学科、各研究科の目的 （報告書Ｐ1下～Ｐ3）



第１章 理念・目的
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報告書 Ｐ３

表１－５ 目的及び使命の適切性に係る検証手順

組織 検証担当 審議 決裁

大 学 学長ミーティング

学長決裁

大 学 院 学長ミーティング

工 学 部 学科会議→教務委員会 教授総会

芸 術 学 部 学科会議→教務委員会 教授総会

工 学 研 究 科 専攻主任会議→大学院教務委員会 研究科総会

芸 術 学 研 究 科 大学院運営委員会 研究科総会



第１章 理念・目的
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報告書 Ｐ4

私立大学研究ブランディング事業を足がかりとして、工・芸融合をさらに推進する必要が

ある。

＜３．問題点＞

＜２．長所・特色＞

大学の基本理念の中にある「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」を踏まえ、

工学と芸術のまたがる全学的な研究テーマとして「色」を取り上げ、国内の大学では唯一

となる「色の国際科学芸術センター」を形成する取り組みが、2016年度私立大学研究ブ

ランディング事業に採択される。



第２章 内部質保証
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報告書 Ｐ５

2018年度からの第3期認証評価では、これまで以上に内部質保証を重視した大学評価

が行われる。

そのポイント： 学部・研究科といった部局ごとの自己点検・評価等の取り組みを前提と

しつつ、全学的な教学マネジメントの状況により重きを置いて評価する。

「内部質保証」が、従前の10番目から、「理念・目的」に次ぐ2番目に位置づけられた。

「内部質保証」とは？ （大学評価ハンドブックより）

ＰＤＣＡサイクル等を適切に機能させることによって、質の向上を図り、教育、学習等が適

切な水準にあることを大学自らの責任で説明し証明していく学内の恒常的・継続的プロ

セス。内部質保証の主たる対象は教育活動であり、その目的の中心は、教育の充実と

学習成果の向上にある。

～内部質保証委員会規程～

〇2018年4月内部質保証委員会規程を制定

学長の下に、内部質保証に係る体制を全学的に統括し、内部質保証に係る事項を

協議・推進する委員会組織を立ち上げた。



第２章 内部質保証
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報告書 Ｐ５

大学運営会議

各学部・研究科・各部門

◆改善計画の策定、実行、報告

運営・支援

点検・評価の結果報告

内部質保証のイメージ

PLAN DO

ACTION CHECK

内部質保証委員会（学長）

自己点検・評価委員会

・内部質保証に係る全学的な方針の策定
・PDCAサイクルのマネージメント（M-PDCA)
・改善課題の策定、改善の指示
・中期計画との連動

PLAN DO

ACTION CHECK

内部質保証のための全学的な方針・
手続きに基づく教学マネジメントに関
わる目標・計画等の設定

各学部・各研究科その他の組織に対
する教学マネジメント

教学マネジメントの適切性、有効性の
検証

検証結果を基にした改善・向上のた
めの行動計画の作成、運用へ



第２章 内部質保証
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報告書 Ｐ９

＜３．問題点＞

（１）現状では、全学的な観点からの内部質保証の方針及びＰＤＣＡサイクルを実質的
に回す仕組みの整備が、まだ不十分である。

＜４．全体のまとめ＞

第３期認証評価に対応した内部質保証の方針・手続きを検討・実施していく。
内部質保証の実質化に向け、ＰＤＣＡサイクルを回す仕組みを構築する。



第３章 教育・研究組織
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報告書 Ｐ１０

＜１．現状の説明＞

（１）大学の理念・目的に照らして、学部・研究科、附置研究所、センターその他の組織の
設置状況は適切であるか。

（２）教育研究組織の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、その結
果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。

工学部 ５学科

芸術学部 ７学科

工学研究科 ４専攻 ４センター

芸術学研究科 ８領域

〇 教育研究組織の適切性について

学長及び学部長、教務部長、大学事務局長等で、随時協議し、大学運営会議に

諮り、理事会に上程。（例：2019年度からの工学部再編）

ただし、定期的に検証する体制は整備されていない。



第３章 教育・研究組織
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報告書 Ｐ１２

〇 教育研究組織の適切性を定期的に検証する体制の整備が必要

＜３．問題点＞

＜２．長所・特色＞

〇 風工学研究センターは、21世紀ＣＯＥ、グローバルＣＯＥに引き続き、文部科学省が

選定する共同利用・共同研究拠点、「風工学研究拠点」に認定。国際的に認知されて

いる。

〇 色の国際科学芸術研究センターは、文部科学省の私立大学研究ブランディング事業

に採択。工・芸16の研究テーマ実施中。2017年7月にカラボギャラリーを開設



第５章 学生の受け入れ
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報告書 Ｐ５７

＜１．現状の説明＞
（２）学生の受け入れ方針に基づき、学生募集及び入学者選抜の制度や体制を適切に

整備し、入学者選抜を公正に実施しているか。

② 入試委員会等、責任所在を明確にした入学者選抜実施のための体制の整備

入試実施・実行ガイドライン

学部・研究科 体制

工 学 部
入試実行委員会、入試広報委員会、入試検討委員会、入試問題作成委
員会、入試常任委員会

芸 術 学 部 芸術学部入試委員会、入試問題作成部会、芸術学部入試広報委員会

① 学生の受け入れ方針（アドミッションポリシー） Ｐ48～56

ホームページ及び募集要項等に明示し、公表



第５章 学生の受け入れ
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報告書 Ｐ５９

＜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（201７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 １，６５９名 １．０４
超過（建築）
未充足（メディア画像など）

芸術学部 ２，３４０名 ２，６２９名 １．１２ 超過（ゲーム）

工学研究科

前期 １３０名 ５１名 ０．３９ 未充足

後期 ３３名 ５名 ０．１５ 未充足

芸術学研究科

前期 ２４名 ３８名 １．５８ 超過

後期 ６名 ２名 ０．３３ 未充足

工学部は、2019年度から学部再編により、在籍学生数比率の適正化を図る。



第５章 学生の受け入れ
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報告書 Ｐ６１-Ｐ６２

＜２．長所と特色＞

〇 高大接続システム改革の方向性に基づき、今後の入試制度を検討していく必要あり

芸術学部のＡＯ入試と学力の3要素の確認

●学力の3要素

・基礎的・基本的な知識・技能

・知識・技能を活用して自ら課題を発見し、解決に向けて探究し成果を表現する力

・主体性を持ち、多様な人々と協働しつつ学習する態度

＜３．問題点＞

〇 定員に対する未充足と超過 →2019年度からの工学部再編



第６章 教員・教員組織

14

報告書 Ｐ６６

＜１．現状の説明＞
（４）ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）活動を組織的かつ多面的に実施し、教員の資質
向上及び教員組織の改善・向上につなげているか

●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
・学生による授業評価アンケート結果を検証。上位者は顕彰、下位者には面談、報
告等を実施し授業改善に取り組む

・定期的にアクティブラーニングの事例紹介、講演会
●ＦＤニューズレター発行
●東京工芸大学FD研修会
●卒業時の学生アンケートによるベストティーチング賞

ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）活動の組織的かつ多面的な実施



第８章 教育研究等環境
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報告書 Ｐ７７

＜１．現状の説明＞
（１）学生の学習や教員による教育研究活動に関して、環境や条件を整備するための方針
を明示しているか

東京工芸大学教育研究環境整備方針

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。



第８章 教育研究等環境
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報告書 Ｐ７９

② 教職員及び学生の情報倫理の確立に関する取り組み Ｐ79

・情報セキュリティポリシーを制定（2017年度）
・管理職研修（2016年度）
・一般職研修において情報セキュリティに関する基礎研修（2017年度）
・情報セキュリティ実施手順を作成中

・授業科目「情報倫理」を開講
・キャンパスガイドに、「情報処理教育研究センター利用規程」、
「情報処理教育研究センター利用に伴うガイドライン」、
「ネットワークシステム利用規程」を明示

・新入生ガイダンスにおいて、関連規程の重要項目及びアカウント（ID・パスワード）管理
の重要性、SNS 等の注意事項を説明

●教職員

●学生
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報告書 Ｐ８２

＜１．現状の説明＞
（４）教育研究活動を支援する環境や条件を適切に整備し、教育研究活動の促進を図っ
ているか。

方針

◆東京工芸大学教育研究環境整備方針の制定（前述）

研究費の適切な支給

◆重点的教育研究事業助成費（芸術学部）・特別教育研究助成費（工学部）
◆海外渡航助成費（芸術学部）
◆論文奨励費（工学部）
◆研究・制作活動奨励費（芸術学部）

外部資金獲得のための支援

研究室の整備、研究時間の確保、研究専念期間の保障等

◆科研費奨励費（工学部）
◆科研費獲得のための講習会、申請書の添削

◆すべての専任教員に研究室を提供し、研究制作をするための施設設備を用意している。
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報告書 Ｐ８４

＜１．現状の説明＞
（５）研究倫理を遵守するための必要な措置を講じ、適切に対応しているか。

規程の整備

〇 東京工芸大学における研究活動等に関する行動規範の制定
〇 コンプライアンス推進責任者（両事務部長）、研究倫理教育責任者（両研究科長）を配置

コンプライアンス教育及び研究倫理教育の定期的な実施

〇 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
コンプライアンス推進責任者、研究倫理教育責任者が規定に基づき実施を推進している

〇 学生及び新任教員への周知（新学期ガイダンス、教授総会）

研究倫理に関する学内審査機関の整備

〇 東京工芸大学研究倫理規程」に基づき、研究倫理委員会を設置し運営している。
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報告書 Ｐ８5

＜３．問題点＞

〇施設の老朽化への対応

〇施設の有効活用

〇既存施設の用途の見直し

＜４．全体のまとめ＞

〇利便性の向上を目的とした整備計画

〇工学部再編、芸術学部中野キャンパス一元化への対応




