
平成29年度 公立大学法人首都大学東京 業務実績評価（素案）からの主な修正（案）

No. 頁 修正理由

1
平成29年度は、６年間の第三期中期目標期間の初年度であり、期間の基礎の年となるよう、新たな中期計画に
基づき年度計画を順調に実施しており、着実な業務の進捗状況にある。 文言整理

2
ヒアリングを踏まえ
追記

3
ヒアリングを踏まえ
追記

4

（優れた点・特色ある点　３つ目の・）
や社会の人材ニーズに応えるため、新たな教育手法の導入

や学習環境の整備を積極的に推進している。特に、２つの新たな職業教育プログラムはユニークな内容で、企
業・官公庁等の協力を得ながら着実に進めている。

説明追加

5 説明追加

6 表現の見直し

7
ヒアリングを踏まえ
追記

8

（３つ目の・）
法人は２大学１高専の教育研究を含め運営全般にわたって支援し、教育研究の成果を着実に上げるための

大きな力になっている。
内容見直し

9

（【首都大学東京】１つ目の・）
平成29年４月に教学ＩＲ推進室を設置し、教学に関する様々な

データを分析して、大学執行部、学部・研究科等に提供し、短期間にも関わらず、多大な成果を生み出したこと
は高く評価できる。教学ＩＲが、更なる教育改善に有効に活用されると期待する 。

ヒアリングを踏まえ
追記

10
説明追加・表現の
見直し

11

（【首都大学東京】３つ目の・）

高める取組を実施したことを評価する。
表現の見直し

12

（【産業技術大学院大学】１つ目の・）

のノウハウを「AIIT PBL Method」として体系的にまとめ、日本語と英語の両方で公開するなど、広く 教育成果を
公表し、国内外から注目されている。このような努力が、志願倍率の改善につながっていることを評価するととも
に、今後もこの状態が継続されることを望む。

説明追加

13

（【産業技術大学院大学】２つ目の・）
ＦＤ活動は、大学の特徴を生かした取り組みにより成果を上げている。ＦＤフォーラムへ

の教員の参加について、当日参加できなかった教員へのサポートとして録画したものの視聴会を後日開催し、
最終的には参加率100％にを達成したことを評価する。さらに、学生による授業評価アンケート結果を有効に活
用して、教員が授業改善を積極的に行い、高い評価結果を得るなど、ＦＤ活動が教育方法改善に確実に生かさ
れている。

説明追加

修正案該当箇所 評価素案

（優れた点・特色ある点　１つ目の・）
を設置し、教育に関わる様々な情報の

分析において、期待以上の成果を出している。

－

（【首都大学東京】２つ目の・）
・カリキュラムツリーの策定や

ルーブリック評価の導入に向けた取組を精力的に進めるとともに、学生支援の準備も着実に進められた。また、
新たな学部・研究科の体制で実施される入学試験に向けて、積極的な広報活動を展開し、志願者を確実に確
保した成果を評価する。

（１つ目の・）
教育内容の充実と質の向上を目指し

て、教育改革に継続して取り組み、教職員の協力体制を得ながら、教育の成果を着実に上げてきた。また改革
の効果を把握し、検証しながら、新たに効果的な教育手法やプログラムの導入を図る取組を進めていることを評
価する。

（改善すべき点　１つ目の・）
あったことは誠に残念である。事故について十分に検証し、再び事故を起こさな

いための対策を議論し、情報セキュリティ事故防止強化対策に組織として取り組んでいただきたい。

１　総評

（優れた点・特色ある点　１つ目の・）
平成30年度の学部・大学院の教育研究組織再編に向けて、カリキュラムマップやカリキュ

ラムツリーの策定など教育に関する準備を着実に進めるとともに、積極的な入試広報を展開し、組織改編がス
ムーズに進められた。また、教育改革を推進する取組として、平成29年４月に設置した教学ＩＲ推進室が、教学に
関する様々なデータを分析して、大学執行部、学部・研究科等の教育改善に貢献し、短期間に多大な成果を得
ている。

－ （２つ目の・）

学生の海外派遣の取組において、大学・高専に所属する年齢や経歴の異なるメンバーでチームを編成し、課題
解決力、英語を含むコミュニケーション能力、国際的な感覚 等を養成する取組はで 、法人の特性を生かした優
れた内容である。法人全体のグローバル化の更なる加速に期待する。

（２つ目の・）
また、個別の取組に関しては画期的で成果を上げている取組が多々あり、さらなる伸びが期待されるものも多

く見受けられる。

（優れた点・特色ある点　２つ目の・）

る。さらに、ＰＢＬ教育のノウハウを体系的にまとめ、日本語と英語の両方で、ＨＰや冊子で公開するなど、教育成
果を効果的に発信 し、国内外から注目されている。

3

4

（改善すべき点　１つ目の・）
あり、情報セキュリティ事故防止強化対策に組織として取り組むこと。

（１つ目の・）
教育の内容、質が問われている中で、

その向上と評価のための仕組みを整備し、教職員の協力体制のもと教育成果の把握・検証を進めるとともに、効
果的な教育手法や新たなプログラムを導入するなど教育改革の推進に取り組んでいることを高く評価する。

（【首都大学東京】２つ目の・）

組など、教育や学生支援の準備が着実に進められている。また、再編体制での初めての入試において積極的
な広報活動を展開した結果、前年度並みの志願者があるなど、確実な成果を得ている。

教育改革に関して、教学ＩＲ（…）推
進室を設置し、教育に関する様々な情報の分析において、期待以上の成果を出したことを高く評価する。次年
度以降も、分析結果が教育改善に活用されることを期待する。

（【首都大学東京】３つ目の・）

高める取組を実施したことは評価に値する。

（【産業技術大学院大学】１つ目の・）

教育のノウハウを「ＡＩＩＴ ＰＢＬ Method」として体系的にまとめ、日本語と英語の両方で公開するなど、教育成果
の効果的な発信が、志願倍率の改善につながっていることを評価するとともに、今後もこの状態が継続されるこ
とを望む。

（【産業技術大学院大学】２つ目の・）
とともに、学生による授業評価

アンケート結果をもとに授業改善を行った結果、さらに高い評価結果を得るなど、教育方法改善が進んでいる。

全体評価

3

平成29年度は、第三期中期目標期間の初年度であり、期間の基礎の年となるべく、新たな中期計画に基づき年
度計画を順調に実施しており、着実な業務の進捗状況にある。

四角囲み

（優れた点・特色ある点　２つ目の・）
等の人材ニーズに応える職業教育プログラムを、企業・

官公庁等の協力を得ながら順調に進めている。

資料１ 
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平成29年度 公立大学法人首都大学東京 業務実績評価（素案）からの主な修正（案）

No. 頁 修正理由

14

（【東京都立産業技術高等専門学校】１つ目の・）
新たな２つの職業教育プログラム「情

報セキュリティ技術者育成プログラム」及び「航空技術者育成プログラム」が、企業・官公庁等の協力を得なが
ら、教育内容の充実を図り、着実に推進されていることを高く評価する。

表現の見直し

15

（【東京都立産業技術高等専門学校】２つ目の・）
を改善して２つのプログラムに再編し、より実践

的な内容に強化した。1年間の海外派遣学生数の目標の70名を達成するとともに、参加学生から高い満足度が
得られている。引き続き、学生ニーズ等を踏まえ、内容の充実を図っていくことを期待する。

表現の見直し

16

（【東京都立産業技術高等専門学校】３つ目の・）
志願者確保に向けた取組や学生支援の取組は、継続して実施されており、確実に成果を上げている。現在進

められている女子生徒の志願者確保に向けての取組に期待する。
ヒアリングを踏まえ
追記

17
業務実績報告書の
記載に合わせて文
言修正

18

（【法人の業務運営等】２つ目の・）
あったことは誠に残念である。事故について十分に検証し、再

び事故を起こさないための対策を議論し、情報セキュリティ事故防止強化対策に組織として取り組んでいただき
たい。全教職員に対し、情報セキュリティに関するルール等の周知を徹底すること等により、教職員の理解と自
覚を促していただきたい。

表現の見直し

19 主語の追加

20 文言整理

21
ヒアリングを踏まえ
追記

No. 頁 該当箇所 大項目 評価 評価素案 修正案 修正理由

（首都大学東京）　　　

22 8

（優れた点・特色ある点　１つ目の○）
【大項目１】平成30年度の教育研究組織再編成に向けて、学内の取組は順調であった。学生が新たなカリ
キュラムに馴染みやすいようマップ化し、個々の学生が学ぶ目標や構造を理解しやすいよう工夫されてい
る。

（優れた点・特色ある点　１つ目の○）
【大項目１】平成30年度の学部・研究科の教育研究組織再編に関して、カリキュラムマップ、カリキュラムツリーの
策定やルーブリック評価の導入に向けた取組を精力的に進めた。特に学生が馴染みやすいよう新たなカリキュ
ラムをマップ化し、個々の学生が学ぶ目標や構造を理解しやすいよう工夫されている。

説明追加

23

（優れた点・特色ある点　２つ目の○）
【大項目１】アクティブ・ラーニングの推進について、ラーニング・マネジメント・システム「kibaco」の構築と各
教育・研究分野での活用、海外大学の学生・教員等との交流、PBL及びFBL（Field Based Learning）の実
施など、…

（優れた点・特色ある点　２つ目の○）
【大項目１】アクティブ・ラーニングの推進について、ラーニング・マネジメント・システム「kibaco」の各教育・研究
分野での活用、海外大学の学生・教員等との交流、PBL及びFBL（Field Based Learning）の実施など、…

業務実績報告書の
記載に合わせて文
言修正

24 ２ １

（優れた点・特色ある点　３つ目の○）
【大項目２】教学IRの取組は世の趨勢であり、首都大でも着実な取組が開始されたと理解した。非常に短
期間であったが、教学IRについての執行部や各部局からの要求に応え、情報収集・分析を行い、担当者
に提供してきた。これらは予想以上の成果であり高く評価する。教学IRが今後の教育改善に効果的に活
用されるよう期待する。

（優れた点・特色ある点　３つ目の○）
【大項目２】平成29年4月に教学IR推進室を設置し、7月に教学IRシステムを稼働した。短期間であったが、執行
部や各部局からの要求に応え、データ収集・分析を行い、担当者に提供し、予想を遥かに上回る成果を得てい
る点を高く評価する。教学IRが今後の教育改善に効果的に活用されるよう期待する。

表現の見直し

25 ３ ３

（優れた点・特色ある点　５つ目の○）
【大項目３】学長によるFD（ファカルティ・ディベロップメント） 活動への積極的な参加要請によって、セミ
ナーの開催回数が拡大するとともに、教員の参加者数も過去５年間で61％増と、大きく拡大している。

（優れた点・特色ある点　５つ目の○）
【大項目３】学長によるFD活動への積極的な参加要請によって、セミナーの開催回数が拡大するとともに、教員
の参加者数も過去５年間の平均から61％増と、大きく増加している。

重複表現の削除
業務実績報告書の
記載に合わせて文
言修正

26 ４ ３

（更なる充実が期待される点　３つ目の○）
【大項目４】ダイバーシティへのさらなる配慮の充実が望まれる。首都大学で視覚障害を持つ学生や支援
スタッフによる講習会や留学報告を開催し、学生や教職員の障害に対する理解促進を図っている点が評
価できる。より多くの人の理解を深めため、引き続き、参加者数を拡大するための工夫などが期待される。
また、当事者によるセクシュアルマイノリティに関する講習会を開催し、理解促進を図っている点が評価で
きる。参加者数がまだ少ないことから、継続した実施や参加者を増やす工夫が期待される。

（優れた点・特色ある点　６つ目の○）
【大項目４】ダイバーシティへの配慮の充実について、視覚障害を持つ学生や支援スタッフによる講習会や留学
報告を開催し、学生や教職員の障害に対する理解促進を図っている点が評価できる。また、当事者によるセク
シュアルマイノリティに関する講習会を開催し、理解促進を図っている点が評価できる。

ヒアリングを踏まえ
修正

修正案

Ⅰ １
教育に関する目
標を達成するた
めの措置

項目別
評価

9

（４つ目の・）
首都大の海外留学等派遣者数が大きく拡大しているが、拡大したのは短期留学者が中心であることから、今

後、長中期の留学者の増加を期待する。…

（【法人の業務運営等】１つ目の・）
関連事業を企画・立案し、２大学１高専の取組を積

極的に発信するよう努めている。…

－

（５つ目の・）２　中期目標の達成に
向けた課題、法人へ
の要望など

6

１ ２

（４つ目の・）
は大きく拡大しているが、拡大したのは短期留学者が中心であることから、今後、長中

期の留学者の増加を期待する。…

（５つ目の・）
プロフェッショナルな人材の存在は不可欠である。…

（６つ目の・）

証がない。プレゼンスの向上に努め、この状態を維持されることを望む。

（【東京都立産業技術高等専門学校】１つ目の・）

ム」及び「航空技術者育成プログラム」の２つの職業教育プログラムが、企業・官公庁等の協力を得ながら内容の
充実を図り、着実に取組が推進されたことを高く評価する。

（【法人の業務運営等】２つ目の・）
あり、情報セキュリティ事故防止の強化策を早急に改善する必

要がある。少人数のミスでも、組織全体の責任となるので、全ての教職員に対し情報セキュリティに関するルー
ル等の周知を徹底すること等により教職員の理解と自覚を促すとともに、具体的な事故防止強化対策に組織と
して取組んでいただきたい。

１　総評
－

（【東京都立産業技術高等専門学校】２つ目の・）
の改善に努め、２つのプログラムに再編し、より

実践的な内容に強化した。目標の70名の海外派遣を達成するとともに、参加学生から高い満足度が得られてい
る。引き続き、学生ニーズ等を踏まえ、内容の充実、参加者の拡大を図っていくことを期待する。

（【法人の業務運営等】１つ目の・）
新方針「ＧＯＳ（Globalization, Only one, Senior）」を企画・立案し、２大学１高専の取組を積極

的に発信するよう努めている。…
全体評価

5

該当箇所 評価素案
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平成29年度 公立大学法人首都大学東京 業務実績評価（素案）からの主な修正（案）

No. 頁 該当箇所 大項目 評価 評価素案 修正案 修正理由

27 9

Ⅰ １
教育に関する目
標を達成するた
めの措置

５ ２

（更なる充実が期待される点　４つ目の○）
【大項目５】多様な方法で入学者を選抜することを目指して、ＡＯ入試等の募集人員を増やしており、成果
が出ることを期待する。ただ、一般選抜入試に比べ、志願倍率が低いことが気になる。受験生の能力等を
十分に検証し、首都大にとってふさわしい方法を検討し、柔軟な見直しを行いながら進めるよう期待する。

（更なる充実が期待される点　３つ目の○）
【大項目５】多様な方法で入学者を選抜することを目指して、ＡＯ入試等の募集人員を増やしている。受験生の
能力等を十分に検証し、首都大にとってふさわしい方法を検討し、柔軟な見直しを行いながら進めるよう期待す
る。

ヒアリングを踏まえ
修正

28 ６ ２

（優れた点・特色ある点　３つ目の○）
【大項目６】新たな研究広報機関誌の発行、研究関連のプレスリリース配信プラットフォーム「EurekAlert!」
の作成などを通じて、研究成果発信の充実を図っている。

（優れた点・特色ある点　３つ目の○）
【大項目６】新たな研究広報機関誌の発行、研究関連のプレスリリース配信プラットフォーム「EurekAlert!」の活
用などを通じて、研究成果発信の充実を図っている。

業務実績報告書の
記載に合わせて文
言修正

29 ７ ３

（改善すべき点　１つ目の○）
【大項目７】科学研究費補助金の新規採択率が前年度の30.6%から大きく下がり26.3%であった。平成24年
度、25年度は35%前後であり、下降傾向にある。まずは、新規採択率30％の回復を期待する。そのために
も、現在のやや停滞する状況には、何か構造的原因があるのではないか、という検証を十分行うことを望
む。

（改善すべき点　１つ目の○）
【大項目７】科学研究費補助金の新規採択率が前年度の30.6%から大きく下がり26.3%であった。平成24年度、25
年度は35%前後であり、下降傾向にある。まずは、新規採択率30％の回復を期待する。国による研究種目の見
直しや、首都大の新規申請数の増加も要因であると考えられるが、検証を十分行うとともに、改善に向けた更な
る取組を望む。

ヒアリングを踏まえ
修正

30

Ⅰ ３
社会との連携や
社会貢献等に関
する目標を達成
するための措置

８ ３

（優れた点・特色ある点　２つ目の○）
【大項目８】学生がボランティア等に参加しやすくなるよう、2020年の前期期末試験を2020東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会（以下「東京2020大会」という。）前までに終了させる方針を決定した取組を高く
評価する。

（優れた点・特色ある点　２つ目の○）
【大項目８】学生が2020東京オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東京2020大会」という。）のボランティア
等に参加しやすくなるよう、オリンピック開催前日までに終了させる方針を決定した取組を評価する。

業務実績報告書の
記載に合わせて文
言修正・文言整理

31

（優れた点・特色ある点　１つ目の○）
【大項目１０】都市外交人材育成基金による留学生をこれまでの最大となる33名を受け入れたことを評価す
る。…帰国した留学生を支援する仕組みを構築することも期待する。

（優れた点・特色ある点　１つ目の○）
【大項目１０都市外交人材育成基金による留学生をこれまでの最大となる33名を受け入れたことを評価する。…
帰国した留学生を支援する仕組みを充実させることも期待する。

業務実績報告書の
記載に合わせて文
言修正

32

（更なる充実が期待される点　１つ目の○）
【大項目１０】海外留学等派遣者数が順調に伸びている。中期目標に掲げる派遣人数が少し高いように思
えるが、人数を意識し過ぎることなく、留学の内容にこだわって派遣することが望ましい。

（更なる充実が期待される点　１つ目の○）
【大項目１０】海外留学等派遣者数が順調に伸びている。中期計画に掲げる派遣人数が少し高いように思える
が、人数を意識し過ぎることなく、留学の内容にこだわって派遣することが望ましい。

業務実績報告書の
記載に合わせて文
言修正

（産業技術大学院大学）　　　

33 11 １３ ３

（更なる充実が期待される点　２つ目の○）
【大項目１６】第１期enPiT（…）の知見を活かして、第２期enPiT（…）が遂行されており、新規参加校とともに
取組を充実させている点が評価できる。引き続き、PBL教育についての情報交換等などを行い、授業の充
実を図っていくことが期待される。

（優れた点・特色ある点　２つ目の○）
【大項目１６】第１期enPiT（…）の知見を活かして、第２期enPiT（…）が遂行されており、新規参加校とともに取組
を充実させている点が評価できる。

ヒアリングを踏まえ
修正

34 12 １６ ２

（優れた点・特色ある点　４つ目の○）
【大項目１６】ロールモデル集の活用や４０社の新規企業訪問をはじめとして、多様な入試広報に努めた努
力が実って、入試倍率の上昇を得た点で評価に値する。今後も引き続き知名度を高める工夫と努力に期
待したい。

（優れた点・特色ある点　５つ目の○）
【大項目１６】ロールモデル集の活用や４０社の新規企業訪問をはじめとして、多様な入試広報に努めた努力が
実って、志願倍率の上昇を得た点で評価に値する。今後も引き続き知名度を高める工夫と努力に期待したい。

業務実績報告書の
記載に合わせて文
言修正

35 13

Ⅱ ３
社会との連携や
社会貢献等に関
する目標を達成
するための措置

１８ ３

（更なる充実が期待される点　２つ目の○）
【大項目１８】都や市区町村への政策課題支援が地元(品川･大田区)が目立つが都下全域からテーマを堀
り起こし、拡充を図っていただきたい。

（更なる充実が期待される点　２つ目の○）
【大項目１８】都や区市町村への政策課題支援について、地元(品川･大田区)が目立つが都下全域からテーマ
を堀り起こし、拡充を図っていただきたい。 文言整理

（都立産業技術高等専門学校）　　　

36 14

Ⅲ １
教育に関する目
標を達成するた
めの措置

２１ １

（更なる充実が期待される点　１つ目の○）
【大項目２１】情報セキュリティ技術者育成プログラムの実施は時宜にかなっている。平成30年度の１期生
輩出後の活躍を期待するとともに、教育プログラムの充実・改善を期待する。

【大項目２１】情報セキュリティ技術者育成プログラムの実施について、平成30年度の１期生輩出後の活躍を期
待するとともに、教育プログラムの充実・改善を期待する。

表現の見直し

37 15

Ⅲ ４
グローバル化に
関する目標を達
成するための措
置

２９ ２

（優れた点・特色ある点　１つ目の○）
【大項目２９】首都大・産技大・高専で進めるＧＣＰ及び産技高専単独のＩＥＰは順調に進められており、また
海外研修の前に行われる語学研修を始め、いろいろな学生支援活動は産技高専全体のグローバルへの
意識高揚に大きな役割を果たしていると推測する。

（優れた点・特色ある点　１つ目の○）
【大項目２９】首都大・産技大・産技高専で進めるＧＣＰ及び産技高専単独のＩＥＰは順調に進められており、また
海外研修の前に行われる語学研修を始め、いろいろな学生支援活動は産技高専全体のグローバル化への意
識高揚に大きな役割を果たしている。

評価書全体の記載
に合わせて文言修
正
表現の見直し

（法人運営等）　　　

38 16

Ⅴ 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

３３ ３

（優れた点・特色ある点　５つ目の○）
【大項目３３】首都大の学部・大学院再編において、志願者減を回避できたことは、法人と大学の連携した
広報活動の成果であると評価する。志願者の確保により財政的に安定をもたらしている。

（優れた点・特色ある点　５つ目の○）
【大項目３３】首都大の教育研究組織再編において、志願者減を回避できたことは、法人と大学の連携した広報
活動の成果であると評価する。志願者の確保により財政的に安定をもたらしている。

評価書全体の記載
に合わせて文言修
正

Ⅱ １
教育に関する目
標を達成するた
めの措置

項目別
評価

Ⅰ ２
研究に関する目
標を達成するた
めの措置

Ⅰ ４
グローバル化に
関する目標を達
成するための措
置

１０ ３

10

11

（首都大学東京）

3 


