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高度化に取組む国公私立32大学の事例を集結!!
教育・学生支援・キャリア形成・マネジメントの
高度化に取組む国公私立32大学の事例を集結!!

教育の高度化に大学職員は如何にかかわるべきか
 名城大学 人間学部教授 大学・学校づくり研究科 研究科長　池田　 輝政

国際基督教大学（ICU）の教学改革について 国際基督教大学 事務局長　円谷　　 恵

教育改革を担う教職協働の実践 ～経営陣と一体となった教職協働の事例～
 愛媛大学 教育・学生支援機構教育企画室副室長 教授　秦　　 敬治

学部の統合と教養教育の強化（札幌大学の学部再編）
 学校法人札幌大学 理事・経営企画室長　山田　 玲良／学校法人札幌大学 運営事業オフィス主査　佐藤　　 秀

データに基づく組織的FD活動の推進 大阪府立大学 学長補佐・高等教育推進機構副機構長　高橋　 哲也

教職協働による組織的FD活動の実践 名城大学 大学教育開発センター　神保　 啓子

短期集中の学習効果：クォータ制度導入の取組み 
－高知工科大学の学年暦は『2学期＝4クォータ』－ 高知工科大学 情報学群 教授　坂本　 明雄

北海道大学の教育改革 北海道大学 高等教育推進機構 教授　細川　 敏幸

学生生活の意欲を引き出す初年次教育の実践 松山大学 経済学部教授　安田　 俊一

東京理科大学学生支援機構の設立について 東京理科大学 学生支援課（　飾）課長　柴田　 彩子

発達障害にも対応した多様な学生を支援する組織的取組み
―学生支援GP個性の自立を《補い》《高める》学生支援 ―
―GP終了後の“既存リソースをネットワーク化し大学全体で学生を支える”取組み―
 信州大学 学務部学生支援課 課長　金子　　 功 

同志社大学のグローバル化推進の取組と課題　―グローバル30を中心として―
 同志社大学 国際連携推進機構 事務部長　西岡　　 徹

グローバル人材を育成する教育支援施策 京都外国語大学 教務部長　佐々木 伸一

上智大学におけるグローバル教育への取組 学校法人上智学院 総務局 学院改革推進室 グループ長　渡邉　 英司

グローバル人材育成を目指すAPUの教育デザイン 立命館アジア太平洋大学 事務局次長　太田　　 猛

独自性を創る・活かす個性化とヴァリュー戦略の展開
 追手門学院大学 副学長（学生領域担当）・執行役員　福島　  一政

学習活動支援拠点としての「学習ステーション」の設置 法政大学 入学センター　近藤　  清之

「育てるAO入試」 ～教育的要素を含む新しい入試スタイル～
 追手門学院大学 入学センター アドミッションオフィス（元愛知東邦大学 入試広報課）　志村　  知美

学生の能動的な学習を促進する問題発見解決型学習（PBL）の実践
―三重大学におけるeラーニングを使用したPBL授業の実践例の紹介―
 三重大学大学院 地域イノベーション学研究科 副研究科長　鶴岡　  信治

就業力育成に向けたコーオプ教育の戦略的全学展開
 京都産業大学 理事 学長特命補佐　中川 　 正明（キャリア教育研究開発センター・進路センター）

「ゼロから立ち上げる」興動人の育成  －興動館教育プログラムによる実践を通じた人材育成の取り組み－
 広島経済大学 興動館 課長　友松　 　修

総合力の醸成を図るモジュール統合科目教育
Module unification project education to bring up the general skills 金沢工業大学 副学長・教授　山部　　 昌

地域におけるPBL（Project-Based-Learning）とSL（Service-Learning）の実践
―地域の再生と創造を担う人材の育成に向けて―
 北九州市立大学 基盤教育センター（地域創生学群） 教授　眞鍋　 和博

地域に貢献する「大学コンソーシアムやまがた」の挑戦
―事業評価・第２期事業計画の策定から学長方の本気へ！―
 山形大学 人文学部事務室 上席係長（総務担当）　大学コンソーシアムやまがた前事務局長　樋口　 浩朗

根源的・本質的な改革を成し遂げるために何が必要か
 筑波大学 ビジネスサイエンス系教授・大学研究センター長　吉武　 博通

新基本構想とPDCAマネジメントの実践 関西学院大学 企画室 課長　小野　　 宏

中期目標・中期計画を核とするPDCAサイクルの基盤構築について
 岩手県商工労働観光部 経営支援課 主任主査 （前公立大学法人岩手県立大学 企画室 主幹）　藤村　 真一

中長期計画の整備展開を通じた大学改革の推進方策  ―龍谷大学第5次長期計画における工夫と課題―
 龍谷大学 学長室（企画推進）課長　岡田　 雄介

教育評価情報の収集と教育力向上の取り組み 国立大学法人室蘭工業大学 理事・副学長　伊藤　 秀範

計画と評価を連動させて改革・改善を加速する教学マネジメント
－長中期計画を実質化させる明治大学の内部質保証システム－ 明治大学 教学企画部 評価情報事務室　山本　 幸一

ガバナンス改革からスタートした地域連携の取り組み 静岡産業大学 学長　三枝　 幸文

早稲田大学における職員人材育成の取組み ―「20年後の職員像」を目指して―
 早稲田大学 人事部 前人材開発担当課長　三橋　 重美

学校法人跡見学園における職員人事評価制度について ～職員人事評価制度と大学経営評価システムとの連動～
 学校法人跡見学園 法人事務局 総務部長兼人事課長兼企画課長　詫磨　 　学

東洋大学の新人事制度 東洋大学 総務部 担当部長　笠原　 喜明

社会の変化に対応した大学職員の次世代人材育成
～大学事務組織の人事・教育制度に関する全国大学調査の結果を受けて～ 立命館大学 人事部長　西川　 幸穂

大学事務組織の人事・教育制度に関する全国大学調査報告
 一般社団法人日本能率協会 学校経営支援センター　山川 真貴子
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大学を取り巻く大きな環境変化の中で教育、研究、社会貢献、そしてマネジメントの分野において各大学にはさまざまな課題が
山積しています。
こうした中で、大学ごとの個別課題に対して有効な手立てを講じ、改革を実践していくことが今日のミドルマネジメント層に
求められています。
こうした役割を担うためには、自校の現状や常識だけにとらわれず、ベストプラクティス、すなわち良い先達に学ぶとともに自
校の特色を考慮した改善・改革を速やかに実践していくことも重要です。
本書は「大学マネジメント改革総合大会」の第1回から第4回までの発表事例を中心
に改めて各位に執筆をお願いするとともに、大会委員、関係者の方々にも協力を仰
ぎ、最終的に35大学の方々から執筆協力をいただき発刊に至ったものです。
貴学における大学改革推進の実践的な資料として、さまざまな改革推進の計画づく
りや実務のヒント集としてお役に立てば幸甚です。


