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はじめに 

 

情報経営イノベーション専門職大学は、2021 年度開学 2 年目を迎えた。大学の実質

的な運営を行っている各委員会・センター等の単位に、その活動内容について自己点検

評価を行い、報告書をまとめここに公表する。 

本学には、委員会・センター等が合わせて 17あり、全ての教員が最低 1 つの委員会・

センター等に所属する事になっている。 

本学自己点検評価活動は、認可申請時に文部科学省に提出した『設置の趣旨等を記載

した書類』に示されている評価の項目と学校法人電子学園の長期ビジョン「NEXT10」

に関わる本学の中期計画を踏まえた項目を用い、各委員会・センター等が所管する業務

に応じて項目割振り評価を行った。本報告書では、係る各委員会・センター等において

取組んだ課題を、事実に基づいて具体的かつ網羅的に記述した。今後受審する事になる

認証評価を視野に入れ、各委員会・センター等に割振られた評価項目毎に内容をまとめ、

2020 年度以上に厳格な自己点検評価活動に取組んだ。 

本学の「卒業認定・学位授与の方針」「教育課程編成・実施の方針」「入学者受入れの

方針」といった所謂、三つのポリシーが学長のリーダーシップの下、開学から完成年度

までに確実に履行するために、年度毎に実施状況の把握と組織的な対応を行う。2021 年

度は、各委員会・センター等の年度初めの計画立案とその実施、年度の中間および年度

末後に点検評価を行い、次年度以降への改善に繋げるといった「自己点検評価活動にお

ける PDCA サイクルの実現」を、目標としほぼ達成できた。 

さらに、2020 年度の自己点検評価報告書を基にした外部評価会議を初めて開催し、

外部有識者からの評価を大学運営の改善に活かした。今後は学生の学修成果の可視化や

大学全体の教育成果を的確な把握と不断の見直しを行う IR 活動への取組みなど、これ

らを有機的に結合して、体系的で組織的な教学マネジメントの確立を目指す。 

 

 

2022 年 5 月 25 日 

自己点検評価委員会 

委員長 古賀 稔邦 
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委員会・センター名： 大学運営会議 

 

１．使命・目的、教育目的 

使命・目的及び教育目的は、開学前に本学園役員並びに大学設立準備室の教職員にて設置

の趣旨等を記載した書類を作成し、明文化・文章化されている。学則第１条には教育理念と

目的が、学則第 8 条には学部の目的が定められている。また、目的等に基づき三つのポリシ

ー、中期計画（2020～2025 年度）が策定されている。目的等は、オフィシャルサイトや学

生便覧にも簡潔に文章化されている。本学の目的は、本学の特徴である、イノベーションに

関する知識と専門の学術を深く教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的

かつ応用的な能力を展開させることを目的としている。目的等の決定過程の中では、各会議

体にて教職員の支持・理解を得たうえで決定をしている。また、中期計画（2020～2025 年

度）の作成時に改めて明示、理解、支持を得ている。2021 年度には大学の目的に沿った組

織を確立させるため、外部人材を所長に据え、学長のリーダーシップのもと、イノベーショ

ン研究所の活動を本格的に進めた。その結果、研究員約 500 名などイノベーション研究の

土台となる人材が多く集まった。学生に対しては、多くの研究員と兼任する客員教員主体の

「バーチャル研究室」を開講し、イノベーションに関する知識等を深く学ぶ機会を継続的に

実施した。2021 年度に関しては、使命・目的及び教育目的を学内に改めて周知することを

目的に、2021 年 9 月・2022 年 3 月の全体会議にて、教職員全体に対しては学長、副学長、

学部長から周知を図った。また、学生に対しては、各学期開始前のオリエンテーションにて

イノベーションマネジメント局並びに学務委員会から周知を図った。完成年度後を見据え

ては、開学の趣旨を貫きながらも、時代や社会の変容に対応した内容をカリキュラム等に盛

り込んで行き、大学案内への掲載等により、使命・目的及び教育目的をわかりやすい表現で

内外に明示して行く。さらに、教育課程連携協議会での外部委員からのご意見や社会的要請

の高度化や多様化に迅速かつ柔軟に対応して、教学マネジメントや自己点検・評価活動等を

通じて検証し、必要によっては使命・目的及び教育目的、カリキュラム等の改善も検討する。 

 

２．教学マネジメント 

教授会など組織上の位置付け及び役割を明確にし、機能をさせるため、規程に沿ってその

位置づけや役割について審議がなされた。審議の結果、各種委員会・センター間の業務重複

や業務の漏れを防止するため、委員長・センター長の情報共有を主な目的とした委員長・セ

ンター長会議の実施を決議し、2022 年度前期中に 1 回開催をした。また、教授会後の稟議

書作成と承認フローについて審議を行い、イノベーションマネジメント局とも連携をはか

り明確化した。意思決定に関しては、原則月 1 回開催される各種委員会等にて検討された

内容を教授会で審議し、学長の責任のもと承認を進めるフローを徹底することができた。教

授会などに意見を聴くことを必要とする教育研究に関する事項は、学則第 19 条及び教授会

規程第 3 条に定められている。これらは、各委員会等から教授会の議題を求める際、毎回、

委員会委員長等に周知されている。なお、教授会は、全専任教員、副学長、イノベーション

マネジメント局長及び全ユニット長を構成員とし教授会の場で多くの観点から審議できる

会議体としている。また、学長の補佐体制については、学則第 10 条第 2 項にもあるとおり、

大学の意思決定全般にわたり学長を補佐する副学長を置き、学部長と共に中心的に担当を

している。さらに、2022 年度からは、学部長以下に学部長補佐を新たに 3 名配置し、教育

課程に沿って ICT・ビジネス・グローバルコミュニケーション、リカレント教育に担当領域

を分散し、管理体制を強化した。三つのポリシーを軸とした学修成果の見える化については、

2022 年度実行に向けて議論を開始しており、FD・SD 委員会・学務委員会・デベロップメ

ントセンターと連携し、授業評価アンケート・学業成績・課外活動報告書・学生満足度調査・
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ポートフォリオ等を活用しながら教学マネジメントの確立、全学的な教育の質向上を図っ

ていく。 

 

３．学生の支援（教育活動の方針） 

教職協働による学生への学修支援に関する方針・計画・実施体制を適切に整備するため、

2021 度は、学生の要望・学生生活の状況等把握をしている。大学運営会議からの指示で学

務委員会とイノベーションマネジメント局が連携し、正課では履修支援に関しオリエンテ

ーションでの企画運営を学務委員会が担当し、個別の相談や支援をイノベーションマネジ

メント局が行った。また、障がい学生の支援に関しては、イノベーションマネジメント局が

学生の要望や保証人との対応を行い、支援の枠組みや授業における具体的対応方針・対応方

法を学務委員会で検討した。コロナ禍により入国が出来ない留学生に対しても、学務委員会

で授業対応方針・方法を検討し、イノベーションマネジメント局が個別対応を行い、教育の

質を担保したオンライン授業支援を実施した。さらに正課外では、全学生との面談実施や面

談記録の蓄積等を行った。2022 年 3 月のオリエンテーションでは、初めて学生生活満足度

調査を行い、2022 年度の学生支援策改善の元となる調査を行った。教員が実施する学修支

援としては、数学をはじめとする基礎科目を担当する数名の教員が、補講期間やオフィスア

ワーとは別に補習時間を設け、応用的な学びにスムーズに移行できるよう授業外での学修

支援や必要なアドバイスを与えている。 

 

４．研究支援 

研究活動のための外部資金導入・獲得に関し、大学運営会議にて学長から方針が示された。

具体的には、専任教員に求められる業務やその成果・評価についての方針が示され、連携企

業・各種自治体等とのプロジェクト活動を通じた研究活動の促進と資金の獲得を明示した。

研究環境に関しては、引き続き、個人研究室を活用し個人研究費（40 万円）を研究計画と

照らし合わせて使用できる環境となっている。各研究においては、研究活動行動規範、教員

の教育・研究等環境の整備に関する方針等をもとに、厳正な運営体制を築いている。また、

科学研究費助成事業への申請についても各教員へ促すよう学部長等へ協力を要請した。そ

の後教授会にて上記内容が共有された。外部資金獲得をした受託並びに協働研究実績は年

間 4 研究（自治体１、企業 3）あり、2022 年度には更なる研究支援を進めていく。なお、

研究等に係る管理に関しては、インターネット等の情報基盤を情報システム部門が支援を

している。さらに、研究活動におけるねつ造・改ざん・盗用等については内部監査を実施し

不正防止に努めている。 

 

５．組織体制・内部質保証 

内部質保証に関する体制、役割等を明確にするため「情報経営イノベーション専門職大学

大学評価に関する規程」を定めている。規程では、自己点検評価委員会の設置を定め、本学

の自己点検評価等全体を統括することを明示している。大学運営会議では、自己点検評価委

員会と連携し、本学の内部質保証の推進に責任を負い、学部、その他本学を構成する基本組

織において目標設定、実行、自己点検・評価・改善の循環が適切に機能しているかを検証の

うえ支援している。内部質保証に関する全学的な方針を示すため、2022 年度前期にその方

針と必要性について副学長から提言がなされた。また、自己点検評価はチェックまでであり、

具体的なアクションプランについては大学運営会議が担う。2021 年 10 月 14 日には外部評

価会議を開催し、開学後初めて第三者評価を受けた。さらに、第三者評価の結果をもとに自

己点検評価委員会と連携し、指摘事項の改善を目的に各委員会・センター、イノベーション

マネジメント局に対し具体的な改善を求めるなど内部質保証に向けた活動を行った。 
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６．教員配置 

専門職大学設置基準上必要な教員数 26 名以上は、現在、満たしている。また、必要教授

数・みなし専任教員数も満たしている状況である。教員の採用・昇任等に係る委員会手続き

に関しては、非常勤教員も含め大学運営会議人事部会にて審議のうえ決定をしている。各種

委員会・センターの配置について、専任教員・職員の業績や事務所掌を鑑み適切に配置をし

た。さらに、配置だけではなく各種委員会・センター会議等の運営についても明文化され、

教職協働による運営体制をつくった。また、週 1 回のミーティング（副学長・学部長・各領

域担当の教員・局長・ユニット長・主任）も加え、情報共有の徹底と教員との連携強化を図

った。2022 年 3 月には 2022 年度の教員配置を検討する大学運営会議人事部会を開催し、

運営体制の改善点を整理した新たな体制案を作成した。また、教育課程に必要な体制につい

て、2021 年度においては予定よりも学生数が多いこともあり、約 15 名の非常勤講師を採

用しており、適正な専任教員数とは言えない状況である。今後、完成年度後を見据え、2 名

から 3 名の増員をする計画である。 

 

７．経営の規律 

本学の設置者である学校法人電子学園は、「学校法人電子学園寄附行為」において、法人

の目的を明確に規定している。本学園は、寄附行為に則り、組織体制に関する「学校法人電

子学園組織規程」、就業に関する「就業規則」及び「職務権限規程」、組織倫理等に関して

は、「学校法人電子学園行動規範・職員行動指針」、「経理規程」、「個人情報管理規則・

個人情報取り扱い方針」等の規程を整備し、高等教育機関としての公共性や社会からの要請

に応えられるよう、経営の規律と誠実性を維持し、適切に運営している。また、理事会にお

いては法人の業務を決し、適切に理事の職務の執行を管理している。本学では大学の使命・

目的を達成するため、学長をはじめ、各部署の管理職や委員会委員長・センター長を中心と

して目的を具現すべく、時代の要請に応じた教育内容及び人材の育成が行えるよう、様々な

組織において審議検討を行った。本学では、これを実現するために、大学運営会議を中心と

して、管理運営に関する方針を具現化する体制をとっている。 

また、本学園作成の「ハラスメント防止規則」、本学コンプライアンス委員会作成の「ハ

ラスメントに関するリーフレット」に則り、積極的にハラスメント対策を実施した。特に学

内で起こりうるハラスメントに対して迅速な対処を行うため、「ハラスメント相談窓口」を

設置し、窓口担当者を公表した。学生にとっても安心して相談できる体制を整えた。教職員

に対しては 全体会議においてハラスメントに関する研修を実施し、全学的にハラスメント

や人権侵害に対する啓発を行い、人権の保護及び職場環境の保全、危機管理に努めた。大学

内には学生の健康維持・安全管理のため、AED 設置や防災倉庫内に災害時備蓄品も置いて

いる。 

危機管理対策としては、本学園と連携して作成した危機管理マニュアルを全教職員に共

有、説明した、2021 年度はコロナウィルス感染症対策に係る対応方針等マニュアルに沿っ

て対応を進めた。 

 

８．管理運営（法人及び大学の意思疎通と連携） 

理事会の定数は 11 名、評議員会の定数は 23 名で構成されている。監事は理事会での審

議のうえ適切に選任されており、2021 年度の理事会・評議員会の出席状況は良好である。

監事は、学校法人の業務や財産の状況又は理事の業務執行状況についても意見を述べ、法人

運営に貢献している。法人に関する管理運営については理事会が、大学に関する管理運営に

ついては大学運営会議・教授会及び各種委員会・センターが、それぞれ責任分担して運営に
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当たっている。このため、各部門間の円滑な意思の疎通が不可欠である。 

開学以来、理事長・常務理事が定期的に大学運営会議に参加し、法人との意思疎通や連携

強化を図ると共に、法人の管理運営を適正かつ円滑に行うため、役員が必要な情報を共有し、

意見交換及び協議を行うことを目的として、役員会議を毎週開催している。会議は、理事長

を議長とし、学長、副学長、常勤の理事、イノベーションマネジメント局長及び理事長が必

要と認めた者で構成している。 

理事長がリーダーシップを発揮できるよう、法人側に理事会、評議員会を設置、教学側に

教授会とその下における各種委員会等を設置し、管理部門と教学部門の意思疎通と連携協

力を図る役員会議を設置することにより、法人と大学間及び教職員間の意思疎通、情報の共

有化、意思決定の共通理解を図りながら、法人及び大学が一体となって、両者の運営を円滑

に実施している。 

教職員の提案などをくみ上げる仕組みとして、毎月全教職員を対象とした「iU オールミ

ーティング」を開催し、意思の疎通を図っている。 

大学のより適切な機能化に向け、法人内に内部監査室を設置し、2021 年度はイノベーショ

ンマネジメント局の一部から内部監査を実施した。 

 

９．中期計画に関わる事項 

完成年度後の組織体制を見据え、専任教員の人事評価（ミッション評価）について振り返

りを行った。その後、制度の具体的改善については理事長から学長、副学長、学部長、イノ

ベーションマネジメント局長と各ユニット長、電子学園人事部が連携をして案を作成する

よう指示がなされ、評価制度・評価項目・評価内容等の改善案を作成した。2021 年 12 月に

は、教授会にて専任教員への新評価制度の説明会を行い、動機づけ等を行った。なお、人事

制度案策定については、本来、大学運営会議人事部会にて検討すべき案件であるが、開学当

初の制度設計を電子学園人事部が行ったことから、この度の振り返りについては電子学園

人事部とも連携して策定した。 

 

以上 
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委員会・センター名： イノベーションマネジメント局 

 

１．職員配置 

法人人事部と協働し、教学マネジメントに必要な人員を採用計画に則り、適正ある職員を

採用した。 

年間を通して、管理職、ユニットごとに定期的・随時ミーティングを実施し、大学運営に

支障が出ないように全職員が対応することが出来た。 

職員の資質・能力向上・組織力向上を目指し、通期にわたり研修を実施した。 

 

２．会計 

中期計画（2020～2025 年度）と 2021 年度事業計画に基づき、厳正な財政運営を行った。

会計処理については、学校法人会計基準と経理関連諸規程に準拠して適正に行い、監査法人

による厳正な会計監査や内部監査を実施した。 

また、経費精算システム「楽楽精算」を導入し、全職員が予算執行状況を随時確認できる

環境とすることで予算管理体制を強化し、予定通り執行することが出来た。 

 

３．学修環境（耐震・バリアフリー等） 

既存校舎は全てバリアフリーであるため、一年を通して、障害のある学生に対し支障をき

たす事案は起きなかった。また、校舎の耐震に関しても、既存校舎は 2019 年 12 月に竣工

した校舎であり、新耐震基準を満たしているため、2022 年 3 月に震度 4 の地震の際、問題

は起きなかった。 

2020 年度の課題として挙げていた、ハイブリッド授業対応の設備の充実と ICT 系のイン

フラ整備及び地中埋蔵物撤去の運動場整備を行った。まず「Cisco Webex Meetings」を導

入し、オンラインでもオフライン同様の質で授業を受講できるようにした。また、2020 年

度地中埋設物が多く、芝が成長できない環境であった運動場では、運動場全体を鋤取りし、

地中埋蔵物の撤去を行い、その後、新たに芝の吹付を行った。結果、学生及び地域住民に開

放することができた。 

新たな学修環境の取組としては、授業評価アンケートから一部教室において、「後方の席

では声が聞きづらい。」との回答からスピーカーの増設を行い、学生からの要望に応えた。 

図書館運営は設置計画通りの規模・環境が整備出来ており、可能な限り学生に開放を行っ

た。今期は図書リクエスト制度も導入し、学生の希望にも応える体制も整備した。さらに電

子書籍も整備した。 

 

４．理事会（開催・出席状況等） 

2022 年度は 5 回開催された。出席率は良好で、適切な意思決定・運営がなされた。欠席

の際の委任状については、単なる委任状でなく、事前に議案を提示し、回答書を欠席者が提

出するように体制が出来ている。 

 

５．管理運営（危機管理・事務組織を含め事務全般） 

イノベーションマネジメント局は役割の明確化、業務の迅速化を行い、各ユニット運営は

各ユニット長が職員との定期的なミーティングを実施し、適切な業務マネジメントを行っ

た。月 2 回のミーティング（副学長・学部長・各領域担当の教員・局長・ユニット長・主任）

も加え、情報共有の徹底と教員との連携強化を図った。 

教職員間の情報共有を円滑にするために、2020 年度に導入した情報共有ツールのコンフ

ルエンス （Atlassian）は十分に活用できていない。更なる活用が、2022 年度の課題であ
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る。 

法人と各管理運営機関との連携・意思決定の疎通、連携に関しては理事長のリーダーシッ

プのもと、問題無く適切に行われている。大学と法人との意思疎通も、必要に応じて、実施

しているミーティング（理事長・全理事参加）により図られている。法人各部（人事・総務・

管理・財務経理）と大学各ユニットとの連携も取れている。理事長主導にて、内部監査も実

施された。大学運営会議、教授会、各委員会、センター運営会議、各ユニットのミーティン

グ等にて、教職員の意見をくみ上げる仕組みも出来ている。 

評議員会の出席は年間を通して良好な出席率のもと適切に行われ、各出席者が必要に応

じて意見を言える運営を行っている。また、監事は、理事会及び評議員会の出席状況は概ね

良好であり、各議案に関して必要に応じて意見を述べている。なお、2021 年度は、監事の

退任、解任はなかったが、2021 年 12 月に任期満了となったため、理事会及び評議員会に諮

り、重任が決定された。 

2020 年度、危機管理マニュアルを整備したが、不測の事態も発生しておらず、実際のア

クシデントに対応出来る危機管理体制を充実させていくことが 2022 年度以降の課題であ

る。 

 

６．財務基盤と収支 

完成年度前のため 2021 年度は支出超過であるが、設立当初の計画通り予算を執行してい

る。中期計画（2020〜2025 年度）及び 2021 年度事業計画に掲げる諸経費の適正化につい

ても、諸経費の増加と多様化が進んでいるが、設立当初の計画の範囲で検討と改善を行った。 

また、安定的な財務基盤を確立するには、主たる帰属収入である学費等納付金の安定確保

が必須であり、在学生についてはイノベーションマネジャーが主体となり面談を中心とし

た学生支援を行い、退学者の抑制に取り組んだ。だが、2021 年度の退学者数は 29 名とな

り、2020 年度の退学者数（8 名）を大きく上回った。新入生の獲得については、令和 4 年

度入学予定者は 217 名となった。前年比 95％（2021 年度入学者 229 名）であるが、定員

充足を果たした。 

外部資金の獲得については、研究分担者として日本学術振興会科学研究費補助金を２名

が獲得した他、受託研究費 4 件と寄付金 2 件を獲得した。なお、「令和 4 年度日本学術振

興会科学研究費助成事業」へ新規に 2 件申請を行ったが不採用であった。 

 

７．中期計画に関わる事項 

キャリア支援に関しては、就職支援の方針が決定し、具体的な内容をデベロップメントセ

ンターのメンバーと共に検討中である。また、就職支援スキル向上のため、現在も産業界に

て活躍するみなし専任教員から会議内で研修を受けた。 

学修支援に関しては、2022 年 3 月 28 日・29 日に入学前教育研修を実施した。専任教員

と在学生がサポートに入り、実際にロボットを作成するプログラムである。また、入学前の

不安や心配を解消するため、イノベーションマネジャーとの入学前面談も継続的に実施し

ている。在学生の支援については、イノベーションマネジャーと学生との個別面談を実施し

（前後期 1 回ずつ)学生生活の悩みや授業内の悩みなど多岐にわたる相談を受けた。また次

年度に向けて学生支援を更に強化すべく 2 名のイノベーションマネジャーを採用した。29

名の退学者が出たが、理由には進路変更が多く、入学後の学びへの動機づけなどより一層の

支援が必要である。 

学生募集に関しては効果的な募集活動を行う為、本学公式ウェブサイトのフルリニュー

アルを 3 月に実施した。オープンキャンパスに関しては実施内容を細かく分け、学生スタ

ッフを毎回配置し、参加者の動員を図ったが、大きく伸びることは無かった。学生が企画運
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営するイベントを 3 月 20 日に実施し新規の参加者獲得には貢献することが出来た。 

募集チャネルを強化する為に高大接続強化を目指し、連携協定を２つの高等学校と締結

出来た。また募集チャンネルの多様化を目指し高校生の団体との連携を更に進めイベント

も実施した。 

留学生数を増やす為に同法人の「日本電子専門学校」の広報部と協力し、日本語学校訪問

を強化し、日本語学校向けイベントを共催したが、2020 年度以上の留学生の入学には至ら

なかった。2022 年度は国の方針変更に伴い、留学生が増えることが予想されるため、2021

年度以上の留学生獲得を目指す。 

委員会・センターの権限に関しては、決裁・稟議事項の申請経路を明確化した。事務担当

部署の明確化に向けて、体制を整えている。 

教員の人事評価・人材配置（委員会等）の見直しが終了し、ミッション評価を行う教員評

価制度を作成し、来期より運用を開始する。職員の人事考課も法人人事部主導で見直しが行

われており、各部署から意見集約が行われより公平な人事評価が出来る体制が出来、来期か

らスタートする。 

開学 2 年目になり、諸経費の増加と多様化が進んでいるが、経費の使途や目的を明確に

することで、教育研究経費支出と管理経費支出を合理的に区分するなど、適切な経費処理を

行った。また、監査法人による会計監査や内部監査を実施し、適正な会計処理が行われてい

ることを確認した。 

外部資金の獲得については、研究分担者として日本学術振興会科学研究費補助金を 2 名

が獲得した他、受託研究費 4 件と寄付金 2 件を獲得した。 

 

以上 
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委員会・センター名：自己点検評価委員会 

 

１．自己点検・評価 

本学における自己点検評価活動は、設置認可申請時に文部科学省に提出した「設置の趣旨

等を記載した書類」に明記されている「評価の項目」に基づき、実施されている。この「評

価の項目」に認証評価の留意点を付し具体化したうえで、各種委員会・センター等部局に担

当を割り振っている。2021 年度までの自己点検評価活動は、担当部局ごとに報告書を記載

する方法である。担当部局が責任をもって施策を実施することができる一方、「評価の項目」

の所管が部局をまたがることもあるため、項目ごとの施策が見えにくいという欠点がある。

そのため、2022 年度からは、係る報告書を、「評価の項目」ごとの記載に変更することとし

た。 

なお、2020 年度自己点検評価報告書は、2021 年 6 月 2 日開催自己点検評価委員会で承

認され、大学運営会議、教授会の議を経て、学長決定がなされた。その後、本学公式ウェブ

サイトで公表されるとともに、当該報告書を評価資料として、外部評価が実施されている

（後述）。 

また、自己点検評価報告書の性質上、記載内容の適切性、評価判断の妥当性の観点から、

施策を実施した部局のエビデンスを必要とする。2021 年度は、イノベーションマネジメン

ト局アドミニストレーションユニット総務・施設管理担当が、全ての委員会、センター運営

会議の委員会資料・議事録を確認したが、2022 年度からは、自己点検評価委員会が各部局

にエビデンスを求める仕組みに変更した。 

IR については、9 月 17 日開催・翌 3 月 23 日開催全体会議、及び 9 月 27 日開催・翌 3

月 18 開催教育課程連携協議会で、学生の成績分布や意欲などの分析結果を共有した。2022

年度からは、各部局で実施されるアンケートデータ、成績評価等教務データ、学外で実施さ

れる本学学生に対する調査データを収集するとともに、これらデータを統合・分析する。こ

のための「IR に関する WG」を設置するよう、大学運営会議に要請することとなっている。 

 

２．PDCA サイクル 

本学の自己点検評価活動は、本学独自の「評価の項目」に、認証評価機関の留意点を付す

ことで具体化したうえで、各部局が PDCA サイクルを回す仕組みとしている。 

これら自己点検評価活動の「客観性及び公平性」を担保するため、「情報経営イノベーシ

ョン専門職大学外部評価実施規程」（2020 年 11 月 25 日制定）に基づき、「外部評価」を実

施した。「本学職員以外の者で、大学に関し広くかつ高い識見を有する者」から「外部評価

会議委員」として 2 名委嘱し、10 月 14 日に実地調査及び「外部評価会議」を実施・開催し

た。12 月 22 日開催教授会で外部評価会議委員による「外部評価報告書」を報告するととも

に、同日、「2021 年度外部評価結果に基づく改善課題について」を発信し、学長が各部局に

課題の改善を指示した。 

しかしながら、三つのポリシーを「起点」とした内部質保証については、IR に関する議

論がなされている段階に留まっており、設置計画履行状況等調査の結果を踏まえた「次年度

の計画策定」についても、その検討がなされていない状況にある。 

 

３．中期計画に関わる事項 

2024 年度に受審する専門分野別認証評価の準備に関しては、2021 年度は、自己点検評価

委員会で 2 回審議がなされており、現在、特定の評価機関に相談し、求めに応じて、専門職

大学の状況等を報告している段階にある。 

なお、「機関別認証評価受審までに必要な自己点検評価体制が学内で確立している。」につ
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いては、「１．自己点検・評価」に、「外部評価会議を実施する。」については、「２．PDCA

サイクル」に記載ずみである。 

 

以上 
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委員会・センター名：FD・SD 委員会 

 

１．研修（教授方法の改善） 

本学は、「情報経営イノベーション専門職大学 FD・SD 委員会規程」に基づき、FD・SD

委員会が設置されており、2021 年度において 11 回開催された。主な審議内容は FD 研修、

授業評価手法、授業交流等であり、学期ごとに教職員が一同に会する全体会議での FD 研修

（後述）等、授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施している。

9 月 17 日に教職員全体会において、3 時間の FD 研修会を実施した。2 名の教員のオンラ

イン講義の録画ビデオを見たうえで、グループに分かれてその教授方法の評価や改善点に

ついて討議した。 

2022 年 3 月 23 日に教職員全体会議において、1 時間の FD 研修会を実施した。本回にお

いては、2022 年度から対面授業が大学全体で本格的に再開されることを念頭に置きながら、

1 名の教員のハイブリッド講義の録画ビデオを見たうえで、グループに分かれて、その教授

方法の評価や改善点について討議した。 

 

２．研修（大学運営に関する教員及び職員の資質向上） 

上記の研修会を通じて、教職員の相互理解を深めた。また、障がいのある学生支援研修と

いう SD を実施した（参加者 8 名）。 

 

３．学生の意見等への対応（学修指導の改善へのフィードバック） 

2021 年 5 月に前期中間授業評価アンケート、7～8 月に前期期末授業評価アンケートを行

い、その結果を個々の教員にフィードバックした。 

11 月に後期中間授業評価アンケート、2022 年 1～2 月に後期期末授業評価アンケートを

行い、その結果を個々の教員にフィードバックした。 

なお、中間授業評価アンケートについては、実施から各教員までのフィードバックに時間

を要し、期中の授業の品質改善に向けた動きが遅れることが課題であるという意見が委員

会内であったことから、翌期より本学全体での中間授業評価アンケートは取り止めとし、各

科目ごとに教員から学生に対して授業内容の評価や改善項目に関するアンケートフォーム

への意見の記載や、リアクションペーパーの提出などを指示することでこれに替えること

となった。 

また、期末授業評価アンケートについては、翌期より対面授業に切り替わることもあり、回

答率を高めるためにデジタルでの実施から専用の用紙の配布と回収に切り替えるべきとの

意見が委員会内であったが、これについては他大学の状況からも大きな改善効果は認めら

れない、またデジタルでの実施に比べて入力・集計等に多大なリソースや費用等が必要とな

ることから、翌期以降継続検討することとなった。 

 

４．中期計画に関わる事項 

2021 年度、FD 研修の参加者は全体会議内で実施したこともあり、前後期共に 90％以上

の出席率であった。授業アンケートについては、目標を下回る 36％の回答率であった。今

後の計画としては、授業アンケート方法の変更を審議しており、回答率向上のため 2022 年

度前期から変更する予定である。また、学生団体（学友会）に教員評価や優秀教員の表彰等

を通じた FD 活動への参画を呼びかけたが、学友会からは積極的な返答がなかったため、見

送りとした。 

 

以上  



- 11 - 

委員会・センター名：コンプライアンス委員会 

 

１．管理運営（コンプライアンス） 

「情報経営イノベーション専門職大学コンプライアンス委員会規程」に基づき、人権への

配慮に関してハラスメントに関する防止や相談および事案発生などに該当する審議事項の

発生時に、当委員会を開催し、コンプライアンス事案としての認定可否判定を実施している。

コンプライアンス事案と認定した際には、法人コンプライアンス委員会への迅速な報告を

行うと共に、事案の調査及び対象者への処分などの対応を実施している。 

また、事前に想定できないインシデント（事件や事故）が発生した際には、既存の対応手

順では対応できず、該当する委員会やセンターも不在になるケースが考えられるため、学内

にインシデント・レスポンス・チーム（IRT）を組織化した。対応部署が不明なインシデン

トにおいては、初期対応として IRT が対応を実施することで、予期せぬコンプライアンス

やハラスメント事案についても迅速に対応することを可能にしている。 

加えて、ICT 教育センターが「情報セキュリティ対策基本規程（案）」等を作成するにあ

たり、コンプライアンス遵守の視点より、支援を実施した。 

 

２．研修（コンプライアンス） 

コンプライアンスに関するリーフレットを作成して全教職員に対してはコンフルエンス

で、学生に対しては UNIPA 上で、「ハラスメントのないキャンパスにするために」を公開

した。当リーフレットでは、「セクシャルハラスメント」「アカデミックハラスメント」「パ

ワーハラスメント」及び「その他としてマタニティハラスメントや人種差別につながる内容

など」について、事例を交えながらわかりやすく解説しているものである。なお、2022 年

3 月 23 日に実施した、教職員が一堂に会する「全体会議」で、「リーフレット」を用いて、

ハラスメント防止に関する説明を行った。 

 

３．学生の支援（生活支援（ハラスメント）） 

学生が相談しやすいよう、ハラスメント相談員を本学独自に設置し、リーフレットの公開

に合わせて、「相談連絡先・相談体制」を整え公表している。ハラスメント相談先に関して

は、専門のメールアドレスを設置するとともに、相談委員については、教職員および男女の

バランスよい布陣とし、相談しやすい環境を作り、ハラスメントの廃絶を目指した取り組み

を実施している。 

具体的な相談案件としては、パワーハラスメント、またはアカデミックハラスメントの可

能性のある学生からの相談に対し、学務と連携し、ヒヤリハットの段階より適切な対応を行

い、ハラスメントに至る前段階での問題解決を行なった。ハラスメントを未然に防ぐことで、

学生の不安解消や安心した学生生活を送れるために支援を実施している。 

 

４．中期計画に関わる事項 

コンプライアンスを遵守し、情報漏洩などを防止するため、ICT 教育センターと連携し

て、情報倫理に関する教育実施を計画している。 

また、ICT 教育センターによる「情報セキュリティ基本方針」及び「情報セキュリティ対

策基本規程」の策定に関して、本委員会は、ICT 教育センターの求めに応じて、係る諸規程

の原案を審議し、その結果を踏まえ、助言を行った。 

 

以上 
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委員会・センター名：不正防止計画推進委員会 

 

１．研究支援（研究倫理及び不正防止） 

2021 年度も引き続き、文部科学省による「研究機関における公的研究費の管理・監査の

ガイドライン」及び「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」の主旨

を踏まえ、本学の教職員の研究倫理の確立・向上に努めるとともに研究活動の不正を未然に

防止するために作成した「情報経営イノベーション専門職大学における公的研究費の管理・

監査に関する規程」等、関連諸規程に基づき、その運用を実施している。 

2021 年度の新たな取り組みとしては、公的研究費の適正な運営・管理を行い、研究不正

を防止するため、「2021 年度 情報経営イノベーション専門職大学 不正防止計画」を作成

し、その運用を開始した。合わせて、「2022 年度 情報経営イノベーション専門職大学 不

正防止計画（案）」の作成を実施している。 

適正な運用においては、科学研究費（日本学術振興会）に提出する際には、「取組状況に

係るチェックリスト」「体制整備等自己評価チェックリスト」による事前チェックを行う運

用も開始している。 

また、当大学の研究不正を防止するため、研究倫理に関する規則である「情報経営イノベ

ーション専門職大学における公的研究費の管理・監査に関する規程」について整備・見直し

を行ない改訂版の作成を実施した。 

 

２．研修（研究倫理及び不正防止） 

2021 年 9 月 17 日に開催された、全教職員が出席する全体会議にて、「コンプライアンス

教育と研究倫理」研修を実施し、職員の資質・能力向上のための取り組みを行なっている。 

加えて、科学研究費（日本学術振興会）を申請した教員と担当事務職員については、「情報

経営イノベーション専門職大学公的研究費取扱要領」に基づいた適切な研究費の取り扱い

について具体的な指針を示してガイドを行なうと共に、e ラーニングを用いた不正防止の研

修（L-core）の受講を義務付け実践している。 

 

３．中期計画に関わる事項 

コンプライアンスを遵守し、研究不正などを防止するため、不正防止教育の実施の計画を

作成する予定である。 

 

以上 
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委員会・センター名：学務委員会 

 

１．学生の支援（学修支援・生活支援） 

合理的配慮が必要な学生の対応について、文科省文書の基本原則を引用して、学務委員会

内において本学としてサポートを行うことを確認した。また、障がいのある学生への対応を

明確化することを確認し、学生やイノベーションマネジャーからの申告に基づき、学務委員

会において対応を検討した。2021 年度は 2 名の学生に関し、授業等における特別な配慮方

法審議し、委員会内で方針を決定した。その後、各授業担当者に対し授業内での支援内容を

通知した。また、障がいのある学生の支援に関しては、規程制定を進めることを委員会内で

審議、決定をした。11 月の学務委員会では、学生の修学・学生生活の状況について現在の

状況を確認し、学籍異動の可能性がある学生に対する対応方法について審議がなされた。2

月の学務委員会において、緊急給付金の推薦状況、2021 年度学生表彰、新年度オリエンテ

ーションについて議論を行い、状況を確認した。学友会への支援に関しては、学務委員会委

員が学友会アドバイザリー委員でもあるため、特別委員会・サークル活動等への支援状況・

指導内容の共有がなされた。また、特別な配慮を要する学生への対応についての課題提起が

行われた。さらに、学生支援に関係する部署である学生相談室と保健管理センターにはそれ

ぞれ学務委員会委員であるイノベーションマネジャーを配置し、学生からの相談傾向等を

学生相談室や保健管理センターへ定期的に情報共有を行った。 

その他項目については、2022 年度から実施する。 

 

２．学生の意見等への対応（学修及び学生生活に対する意見） 

学生とイノベーションマネジャーとの面談、教員とのオフィスアワーでの面談内容を中

心に学生の意見を委員会内で共有し、学修・学生支援方法の改善を目的に議論を行った。 

具体的な改善策、対応に関しては副学長 WG 等とも連携し、2022 年度から実施する。 

 

３．卒業認定 

2021 年 4 月・9 月において教務ガイダンスを実施し、学生便覧に記載のあるディプロマ・

ポリシーの説明、シラバスの見方の説明等と併せ、卒業要件なども学生へ周知を行った。単

位認定に関しては、成績評価基準と学修到達度を判定する具体的な方法（筆記試験・レポー

ト等）について周知を図った。 

 

４．教育課程 

年度当初に各科目のシラバスを確認して、不適切な記載事項については学務委員会委員

によって修正を提示することを確認し、教務ガイダンスを実施して、学生への周知を行った。 

シラバスには、学習内容の概要・必要な時間、授業における学修到達目標、成績評価の方

法・基準、最終回に行う試験等について明記している。 

また、履修登録上限を超える履修登録について、所定の GPA: 3.5 以上であれば年間で 6

単位まで追加での履修を認めることを確認した。3 年次後期の総合理論演習（ゼミ）運営に

ついては、学務委員会で要綱案を審議した。10 月の学務委員会では、学籍異動への対処、

次年度の学年暦案における各種課題について議論を行った。また、定期試験の実施方法、学

生の学会発表に係る公欠の取扱いについて審議を行い、実施方針を確定した。11 月の学務

委員会では、2022 年度学年暦（案）、2021 年度後期定期試験について議論を行い、実施方

針を確認した。また、ゼミ（「総合理論演習」・「総合実践演習」）の運営方針に係る検討状況

を確認した。12 月の学務委員会では、企業面談等に係る公欠の取扱い、2022 年度予算計画、

2022 年度授業運営について議論を行い、実施方針を確認した。また、インターンシップの
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先修条件と特別プログラムのあり方、2022 年度授業運営について議論を行い、実施方針を

確認した。1 月の学務委員会では、2022 年度前期時間割（案）、2022 年度版シラバス作成

要領（案）、2021 年度後期定期試験について議論を行い、実施方針を確認した。2 月の学務

委員会では、2022 年度学年暦、2022 年度前期時間割案、2022 年度計画について議論を行

い、実施方針を確認した。また、クラス分け対応の状況を確認した。2022 年度に関しては、

専門職大学は、設置基準で「同時に授業を行う学生数は、40 人以下」と定められているが、

定員を超える入学者数となっているため、その措置として、通常 5 クラス設置のところ、6

クラス設置とした。これにより、40 人以下の受講者人数を保つよう決定した。なお、本学

はクラス担任制を設けている。クラスごとに、「イノベーションプロジェクト」を担当する

教員 5 名とイノベーションマネジメント局学生支援担当のイノベーションマネジャー１名

が担任となって指導に当たっているが、毎年度クラス分けを変更している。そのクラス分け

の検証については、今後実施予定である。3 月の学務委員会では、インターンシップ要件に

係る履修条件について議論を行い、実施方針を確認した。また、UNIPA 成績入力の不具合、

2021 年度後期開講科目における成績疑義照会について議論を行い、状況を確認した。 

その他項目については、2022 年度から実施する。 

 

５．学修成果 

3 月の学務委員会では、学生表彰対象者の選定について議論を行い、実施方針を確認した。 

学修成果に関しては、ディプロマ・ポリシーに基づき、評価指標を審議している。現状で

は、学生の授業外学習時間等の把握を目的として「学生アンケート」を実施しており、学務

委員会では、学生の学習状況の把握等も目的として調査を実施している。 

その他項目については、2022 年度から実施する。 

 

６．教育課程連携協議会 

2021 年 9 月、2022 年 3 月において教育課程連携協議会を実施し、本学の教育課程上の

課題、教育手法等について外部委員からご意見を頂戴し議論をした。主に教育手法について

は、学務委員会でも共有がなされ、今後の導入等検討を進めることとなった。なお、2022

年 3 月の全教職員対象の全体会議では、議論内容を全体に周知した。 

 

７．中期計画に関わる事項 

入学前教育については、学生生活のルールマナー・ICT 機器の設定等を盛り込んだオリエ

ンテーション、仲間づくり・目標設定を目的としたスタートプロジェクト、履修・授業・成

績等について伝達する教務ガイダンス、その他インターンシップガイダンス、ビジネスマナ

ー、キャリア指導、留学生、語学サポート、課外サポート、など、学生教育方針の議論に着

手した。また、前後期の学籍異動者の確認、前期講義における成績疑義照会の件数や傾向に

ついて、全体の結果を確認した。成果発表の機会（デモデイ）については、イノベーション

プロジェクト講義での実施方針を確認した。 

その他項目については、2022 年度から実施する。 

 

以上 
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委員会・センター名：入学試験委員会 

 

１．学生の受入れ 

入学試験委員会では、3 月までに 13 回の委員会を実施し、下記について審議を行った。

まずは。今年度入試日程を確定すると共に、教職員のスケジュール確保について依頼を行っ

た。また、出願システムの対応状況について情報共有を行い、4 月末時点の情報に基づき入

試ガイドを作成した。外部資格試験の導入については、ワーキンググループを作成して検討

を継続することとした。入学者選抜評価基準については、アドミッションポリシーに沿って

適切に設定するべく議論のうえ、方針を設定した。試験問題作問への対応については、その

実施体制を確認すると共に、指定校推薦における科目の扱い等について、留学生入学者選抜

における口頭試問、作問方針について議論を行い、対処方針を審議、確定した。入学者選抜

要項についてはアドミッションポリシーを明記のうえ、文科省実施要項との整合性、出願資

格等について議論を行い、最終要項を確定した。さらに、受験者からの特別な要望への配慮、

対応方針、入学者選抜実施規程について議論を行い、対処方針を審議、確定した。9 月の入

学試験委員会では、緊急事態宣言下における試験実施の方針確認、問題作成に係る手当の支

給、試験実施に係る前泊等旅費支給の扱いについて議論を行い、対処方針を審議、入学者選

抜実施規程として確定した。10 月の入学試験委員会では、感染症対策に伴う追加日程の実

施、出願資格審査の規定についての議論を行い、対処方針を審議、確定した。また、出願シ

ステムの機能改修について、進捗状況を報告した。1 月の入学試験委員会では、指定校受験

者の合否判定基準及び指定校辞退に係る次年度以降の対応、次年度入試日程案についての

議論を行い、対処方針を審議、確定した。また、次年度選抜方式、次年度指定校選定基準に

ついて、検討進捗状況を報告した。入試当日の感染症対応及び外部資格への対応についても、

検討状況を報告した。3 月の入学試験委員会では、学校推薦型選抜の指定校選定方針につい

ての議論を行い、基本対処方針を審議した。また、合格辞退および入学後の休学・退学に関

する高等学校等への対処について方針を確認した。 

入学者選抜の実施については、いずれの日程においても事故や遅滞なく適切に実施し、入

学定員を勘案のうえ、設定された入学者選抜基準に基づく合否の判定を行った。 

以上 
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委員会・センター名：図書委員会 

 

１．学生の支援（図書館） 

図書館利用サービスでは、①予約受付、②貸出延長受付、③OPAC 検査機能の充実化、④

別置の展示対応に取り組んでいる。①については、図書館のウェブサイトの専用フォームか

らいつでも館内蔵書の予約受付が可能であり、貸出準備ができ次第、図書館からのメール連

絡（取り置き期間は 2 週間）で対応している。特に、図書館のウェブサイトへのアクセスが

しやすいように QR コードを作成し、館内掲示している。この点は②貸出延長受付でも、同

様に、QR コードを作成し、館内掲示している。③OPAC 検索機能の充実化を巡っては、所

属している図書の目次・内容詳細登録がないため、検索にかからない図書が多く、利用者が

必要としている図書を探すことが出来にくくなっている、そのため書架案内と図書登録を

見直している。現在、図書登録については OPAC 検索のための目次・著者・内容詳細登録

（電子書籍については URL 表示）を行い、書架異動で OPAC 配架場所詳細案内表示・書

架サイン差し込み表示の作成業務を実施し、今年度内には作業が終了する予定である。④別

置の展示対応では、白書・年鑑といったレファレンスに必要な図書の購入、別置対応をして

充実化に取り組んでいる。 

 

２．学修環境（図書館） 

初年度からの懸案事項であった、貯蔵図書の目次・内容明細登録の整備・充実化を図りつ

つ、利用者の利便性を高めるため書架案内と図書登録の見直しを行った。書架案内について

は、新着図書の展示・貸し出し、新着案内を作成し HP・UNIPA・館内掲示にて周知した。

また、図書登録については①定期購入図書及び②リクエスト図書を設け、2021 年度はいず

れも 2021 年 6 月～2022 年 2 月の 9 回実施した。前者は毎月の予算内で図書館スタッフに

よる選書、図書委員会の承認手続きを経て発注（月 20~30 冊購入）し、後者はリクエスト

期間を設けず、図書館 HP 受付フォームよりいつでも受付可能とし、利便性を図るととも

に、図書委員会選考基準を満たしている図書についてのみ購入受付とした。 

今後の課題としては、リクエスト申請の利用者に固定化が見られるため、新規リクエスト

申請者の獲得に繋がる広報活動が必要と考えている。 

また、図書館開館時間については、当初「10：00～18：00」であったが、学生が授業開

始前や放課後に利用ができるよう、開館時間を「8：40～18：50」に変更した。 

学習支援の面では、シラバス掲載図書の展示、教員著書の展示、ラーニングコモンズの開

放準備を進めている。「iU コモンルーム」については、新たにコピー機の設置、プロジェ

クター貸出により、教職員・学生等の各種利用に活用できるよう充実化を図っている。 

 

３．研究支援（図書館） 

既存図書・雑誌の見直しを実施し、学術研究に関連する白書・年鑑などの（統計書）図書、

学術雑誌、研究論文集（電子図書含む）の充実化、を徐々に進めている。なお、白書・年鑑

図書等は研究調査対象の統計書にあたるので、参考図書と同じ書庫へ異動している。 

研究雑誌・論文集、授業や研究に必要な白書・書籍の選書については、図書館のみならず

教員からの積極的な選書アドバイスがのぞまれる。また、白書等は、現在、定期購入図書の

予算内で購入しているが、年度単位で定期的に購入が必要な図書のため、白書関係図書予算

として独立計上することがのぞまれる。 

 

４．中期計画に関わる事項 

図書館で進めるべき課題・計画は多いが、まず第 1 に、図書館蔵書数の充実化（開学 4 年
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目 目標：12,000 冊）を進めて行く。学生・教職員が有効活用できる図書の充実化を目指

す。第 2 に、図書館システムの改善が必要である（予約手続きや延長手続きを行うまでのフ

ォームでの手続きに不便姓を感じ、利用する人が少ない。また、マイページ機能のないシス

テムのため貸出履歴の確認が出来ず、個人情報の観点からも大学レベルの図書館システム

の提供ができていない）。第 3 に、図書館利用方法の検討である。今後、学外利用対応や、

ラーニングコモンズの解放により、図書館内のスペースが増加するため、利用者対応への把

握が難しく、管理業務も増加するため、大学との共有が重要であると考えている。第 4 に図

書館のリスク管理である。図書館を利用する際のマナー等を徹底する必要がある。最後に、

選書に関する教職員の積極的アドバイス、とりわけ授業等に関連する選書について教員か

らの情報提供を得る工夫が必要である。 

 

以上 
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委員会・センター名：保健管理センター 

 

１．学生の支援（健康支援） 

2021 年 4 月、新入生の健康状態（既往症、健康状態、予防接種歴の有無など）を調査し、

その結果に基づき、健康管理の配慮が必要な学生、及び、自身の健康に不安がある学生に対

して対面相談を実施し、こうした懸念を解消するよう努めた。 

6 月の定期健康診断では、1 年生 219 名／全 229 名、2 年生 202 名／全 221 名が受診し、

学校教育・生活を円滑に営めるよう、また、疾病疑いの早期発見及び治療開始が行われるよ

う、対象者に告知した。また、2 年生については、3 年時のインターシップ実施にあたり、

受診漏れが発生しないようにサポートした。 

8 月～9 月は、法人本部と連携し、全大学関係者の希望者（全体の約 2 割）に対して新型

コロナワクチン接種（第１回目、第２回目）を実施し、感染防止、及び重症化リスクの低減

を図った。 

10 月は、検温アプリ LEBER へのコロナワクチン接種状況の登録と日々の検温報告の依

頼を実施し、検温報告率の向上に努めた。 

2022 年 1 月は、大学が地域の新型コロナウィルス検査会場として活用できるかを検討し

たが、人的稼働、感染リスク等の観点から導入については見送ることとした。 

3 月は、新型コロナワクチン接種の第 3 回目職域接種に向けて、接種希望者数の調査を行

い、遅滞なく接種できるように準備を進めた。 

 

２．管理運営（保健衛生） 

2021 年度は、保健管理センターが学生や外部関係団体との連絡・連携時に関係者全員に

早期に情報共有を図る為に、メーリングリストを整備し運用を開始すると共に、学内での緊

急対応時に必要となる折り畳み式の車椅子、担架を導入し、保健室に配備した。また、新型

コロナウィルス感染症を早期に発見できるよう、簡易診断検査キットを導入し、感染疑いが

ある場合は、学内で早期に発見し外部機関につなげることがきる環境を整備した。 

健康調査にあたっては個人情報の扱いを明記し、新型コロナワクチン接種の有無の確認

により、差別、不等な扱いがされないよう教職員に注意換気を促した。また、個人情報の取

扱いに関しては、法人本部の協力を得て、規程として整備することとした。個人情報を電子

化して取り扱う環境については、次年度以降に整備することとした。 

10 月には、墨田区向島消防署のご協力を得て、教職員に対して救急救命講習（心肺蘇生

法、自動体外式除細動器（AED）を用いた救命訓練）を実施した。約 30 名が参加し、緊急

時に誰でもが救命措置ができるように、救命法の普及を推進した。 

保健管理センターのメンバーにて定期的に意見交換会を開催し、大学の保健管理に関す

る事項についての意見交換、状況把握、情報共有などを実施した。保健管理センター独自の

中長期目標として、保健室の活用を促すための周知の強化、及び学生が気軽に健康相談をし

たり、保健室が活用され易くなるような環境を整備すること等を目標として議論し、実施し

た。 

 

以上 
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委員会・センター名：学生相談室 

 

１．学生の支援（心的支援） 

キャンパス内に常設されている学生相談室を予定通り開室し、学生からの各種相談に対

応した（相談者数のべ 20 名、相談回数のべ 27 回）。2021 年 4 月より、従来から実施して

いる来室・電話・メールによる相談に加えて、Zoom を用いたオンライン相談も対応を開始

した。しかしながら、2021 年度においては、来室及びメールによる相談が主であり、オン

ラインを利用した相談の実施実績はなかった。 

学生の心身の健康意識及び健康状態の向上を目的としたプロジェクト（「スイミープロジ

ェクト」）を、保健管理センター保健室との合同プロジェクトとして企画立案した。その第

1 ステップとして、学生に対する事前意識調査を 10 月に実施し、身体的な不調やストレス

を感じている学生が一定程度の割合でいることや、適度な運動をするあるいはリラックス

／リフレッシュするような機会を学生に対して提供することが有意義と考えられること、

などが結論として得られた。この調査結果を受けて、学生参加のもとで具体的な施策の内容

を検討し準備調整実行するべく、中心となって活動する学生を募集したが少数の応募にと

どまった。これについては募集の時期が学年末の時期となってしまったことなどがその要

因の一つであると考えられたため、新年度が始まった後の適切な時期に再度募集を行うこ

ととし、2022 年度に引き続きプロジェクトを推進していく予定である。 

大学全体として学生支援を行ううえでの基礎資料を充実させることを目的とした心理ア

ンケート（スクリーニングテスト）の実施について、どのように行うのが適切であるか調査

及び検討を行った。その結果、大学生の精神的健康度調査として実績のあるUPI (University 

Personality Inventory) を用いることが適切と判断した。2022 年度より予算化し対象学生

全員に対して実施する予定で準備している。 

学生相談室の運営において、人権等への配慮が適切に行われるようにするための仕組み

について検討した。人権等への配慮が適切になされていることを確認するとともに、潜在的

な課題についても可能な限り早期の気付きを促し予防的な対応を可能とするために、チェ

ックリストを整備し定期的に関係者で点検を行う仕組みを設けることとした。このチェッ

クリストによる点検は半期ごとに行うこととし、チェックリストの内容についても随時見

直すこととした。実運用は 2022 年度から開始する予定である。 

 

以上 
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委員会・センター名：イノベーション研究所 

 

１．研究支援（研究活動の活性化） 

イノベーション研究所の活動を一層活性化させるために、イノベーション研究所の

愛称を Beyond、Borderless、Breakthrough の頭文字をとった「B Lab」と定め、慶

應義塾大学教授の石戸氏を所長に迎え、研究活動を本格始動させた。イノベーション

研究所のキックオフイベントとして、7 月 3 日にスマートシティ竹芝にて開催したポ

ップ＆テックのイベント「ちょっと先のおもしろい未来」（チョモロー）にて記者発

表会を開催した。記者発表では、長期的なゴールとして、100 大学・研究所と連携

し、世界各地に 100 フィールドを設置し、100 万プレイヤーを研究員として受け入れ

る旨、本学学長の中村伊知哉より発表があった。また、記者発表に先んじてロゴを作

成し、イノベーション研究所のコンセプトや今後推進してきたプロジェクトを整理し

た簡易のウェブサイトを公開した。 

民間研究員の受入を開始するにあたり、民間人登用の採用方法並びに運用について

検討し、規程改正並びに内規制定の整備を行った。情報経営イノベーション専門職大

学イノベーション研究所規程第 6 条第 3 項に定める研究員（非常勤）の受入を 2021

年 9 月より開始し、2022 年 3 月 14 日時点で研究員（常勤）と研究員（非常勤）あわ

せて合計 630 名の研究員を受入れた。研究員受入に際し、本学のメールアドレスや

Wifi アカウント、また名刺データの作成・発行する体制を整備した。 

2021 年前期には慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科（KMD）と教育活動等

に関する包括連携協定を大学が締結し、KMD の学生が研究員になりプロジェクトを

推進するなど、人材交流や共同研究等を通じた協力が強化された。 

また、2022 年 3 月 28 日には本学で推進している教職員の研究成果を対外的に発表

する環境を整えるために、イノベーション研究所のウェブサイトを制作した。ウェブ

サイトの公開にあたり、地域連携センターで把握しているプロジェクトを整理すると

ともに、プロジェクト認定委員会を設置し、イノベーション研究所として注目したい

プロジェクトを選定した。 

 

２．研究支援（外部資金の獲得） 

外部資金を獲得し研究しやすい環境の整備を進めている。具体的には、研究環境にお

ける現在の運営状況の把握と改善点を洗い出し、改善策を検討している。また、プロジ

ェクト受託時に発生するオーバーヘッドの割合や資金フローについての議論を継続し、

2022 年度も引き続き研究環境を整備していく。加えて、2021 年度前期は、民間企業か

ら寄付金を受領した。 

 

３．中期計画に関わる事項 

2021 年度はイノベーション研究所研究員によるプロジェクト成果発表会や親睦会を

開催した。2021 年 12 月 13 日にはイノベーション研究所研究員による懇親会を東京

ポートシティ竹芝オフィスタワーとオンラインでハイブリッド開催した。2022 年 3

月 4 日にはイノベーション研究所研究員によるプロジェクト報告会と懇親会を本学墨

田キャンパスで開催した。発表者は専任教員 3 名、客員教員 12 名、イノベーション

マネジメント局職員 3 名であった。 

イノベーション研究所の拠点も世界各地に設置した。2021 年 12 月 14 日には B 

Lab Singapore、2022 年 1 月 5 日には B Lab Adelaide、2022 年 1 月 24 日には B 

Lab Chiba、そして 2022 年 3 月 14 日には B Lab Yoyogi Cafe を設置した。 
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また、各業界を牽引する企業との共同研究も始動した。例えば、2022 年 3 月には理

化学研究所 革新知能統合研究センターとの共同研究「超校歌」プロジェクトや、京都

大学、京都市、ソフトバンク他企業約 10 社から成る「京都超 SDGs コンソーシア

ム」と共同で推進する「超 SDGs ラボ」の活動を開始した。 

2022 年度初期に設定した 3 つの目標①外部研究員を積極的に増やし、イノベーショ

ン研究所内で新しいプロジェクトが自立発展するインキュベーションの仕組みを構築

すること、②教員の研究成果を発信するためにイノベーション研究所のウェブサイト

を構築すること、③ソーシャルインパクトのあるプロジェクトを推進するは概ね達成

された。 

今後の計画として以下の目標を掲げる。①イノベーション研究所研究員によるプロ

ジェクト成果発表会を 1 回以上開催する。また、研究員間の交流を促す懇親会を定期

的に開催する。②引き続き、外部研究員を積極的に増やす。並行してデータの一元化

など管理体制を整備する。③ 新しく公開したウェブサイトのコンテンツを充実させ、

各教員の専門性やプロジェクトを可視化させる。④業界トップとの共同研究を推進す

るなどして研究所のブランドを高める。⑤研究活動への資源配分に関する規則を整備

する。⑥予算確保に尽力する。 

 

以上 
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委員会・センター名：グローバルセンター 

 

１．国際交流 
国際交流の一環としての海外大学等提携については、現在 9 校（昨年からの 7 校に加え、

直近は Adelede 大学が追加)と基本活動合意書（MOU）を結んだ。現在交渉中の大学は、

以下 5 校（USC,UC Urbain, Hawaii University, Arkansas University, IUMW）であり、

いずれも 2021 年度内に合意書の締結を目指したが、至っていない。 
また、2023 年度の留学実施のため、Oxford 大学と計画を推進中。それ以外にも 2022 年

度終わりまでに The University of Adelaide や Int’l Univ Malaysia & Wales との海外プロ

グラムを具体的に推進する. 今後、Education First 社などとも交渉し、上記以外の留学先

（私費、単位互換なし）も進める。 

  

２．学生の支援（進路支援及び生活支援（留学生）） 
 デベロップメントセンターと協調したインターン先企業（主にグローバル企業）の確保を、

月間 5 社程度を目標に、引き続き行なう。共同プロジェクト、通常インターン、また就職先

として、引き続き企業開拓を行う。また、コロナ収束後の留学や通常のインターンの海外で

のインターンの展開も交渉を開始する。 

 

３．中期計画に関わる事項 
 グローバルセンターが主導し、独自の活動や企業とのグローバルプロジェクトを多く行

う（例①iU Blog の運営②Tupperware Japan との動画作成③UNEXT とのアフィリエイト

プログラム④さくらインターネットとの DX プロジェクト⑤Dassault Systems とのドロー

ンプロジェクト⑥Plugoとの電気自動車スタンドプロジェクト⑦Luupとの有料キックボー

ド設置プロジェクト⑧円谷プロジェクト⑨ファイザープロジェクト⑩レアジョブプロジェ

クトなど）。 

また、グローバルセンターのメンバーが主体となり、学生からの問い合わせに対して個別

相談を実施した。2022 年度も学生からの相談に随時対応すると共に、年 3 回程度の留学説

明会を全学に対して実施する予定である。 

さらに、産学提携・地域貢献として、すみだファクトリーツアーのビデオ映像を日本語と

英語で制作した。今後配信方法を検討し、最終的には各ファクトリーに寄贈する。加えてす

みだ北斎美術館の企画展を iU Blog で取材し発信を継続している。 

本学全体の広報活動及びオープンキャンパス活動も継続して行う(例：Linkedin への定期

的なポスト活動、さくらインターネットなど企業連携などのプレスリリース化、親子面談、

模擬授業、高校訪問など)。 

 

以上 
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委員会・センター名：ICT 教育センター 

 

１．学生の支援（ネットワーク環境及び ICT 機器） 

2022 年度以降のネットワーク環境に関して、安定性、信頼性、コストの面から比較検討

した結果、次期学術情報ネットワーク（SINET6）に決定し、各種契約手続きを進めた。

SINET6 に移行することに、通信速度が 10Gbps（上）、10Gbps（下）となり、現状の 1Gbps

（上）、2Gbp（下）より大幅に向上する。 

収束が見えないコロナ禍の中で新たな授業形態として、オンライン授業と対面授業を同

時に行うことができるハイフレックス型授業を開始するために、6つの教室で必要な設備整

備を行った。これらの教室を用いて、一部の授業でハイフレックス型授業を実施した。 

 

２．研究支援（ネットワーク環境や ICT 機器及び情報倫理） 

研究用のインターネット環境についても、次期学術情報ネットワーク（SINET6）を利

用することに決定し、各種契約手続きを進めた。SINETは、国内の商用相互接続サービス

（JPIX,JPNAP）や他の研究ネットワーク（WIDE,APAN,TEIN2）と相互接続してお

り、他企業や他大学・研究機関との共同研究を円滑に行うことが可能となる。一方、研究

設備については、年度内に計算機サーバー（含、GPU）を整備する予定であったが、コロ

ナ禍による半導体不足のため、予算や納期が制約となり、整備するには至らなかった。 

ICT関連機器などの研究設備を教員に適時配分するとともに、人的支援に関してはイノ

ベーションマネジメント局と連携し、必要に応じて行った。 

 

３．学生の意見等への対応（ネットワーク環境及び ICT 機器） 

前期授業、後期授業とも開始後 1 か月ほど経ったころに、LMS 環境や授業環境への学生

アンケートを実施し、意見収集を行った。その結果を分析したところ、 ハイフレックス型、 

対面型、オンライン型も含め、早急に対処すべき問題はなかった。 

 

４．社会との連携（ICT 導入支援） 

地域連携センターと京丹後市のDX化に関して連携の可能性について議論したが、ICT教

育センターからのサポートの必要性は当面低いと判断した。2021度のICT導入支援に関す

る議論は本件1件のみにとどまった。 

 

５．中期計画に関わる事項 

2022年度以降のネットワーク環境に関しては次期学術情報ネットワーク(SINET6)に決

定し、各種契約手続きを開始した。現時点では完成年度以降も問題ないと判断した。 

本学における情報資産に関して、教職員および学生は適切で安全な運用と利用が求めら

れる。これらに対応するため、順守すべき情報セキュリティポリシーとして、情報セキュ

リティ基本方針、情報セキュリティ対策基本規程を策定した。情報セキュリティ基本方針

では情報セキュリティの基本的な考え方を定め、情報セキュリティ対策基本規程では情報

セキュリティ対策に必要な措置について基本事項を定めた。 

情報セキュリティに関しては、2021年度も全学生、全教職員にセキュリティソフトを配

布するとともに、特に新入生に関しては、入学ガイダンス等でに関する注意喚起を行っ

た。さらに、セキュリティ強化のため、パスワード入力に2段階認証を導入した。 

 

以上  
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委員会・センター名：デベロップメントセンター 

 

１．学生の支援（キャリア教育・進路指導） 

本学学生の進路選択は、通常の就職以外に、自ら起業することも期待されている。本年度

は、本学学生に求められるスキルを整理し、動機づけ理論や個々の学生の性格・行動類型を

分析したうえで指導を行い、学生の就活および起業のサポートに活かす体制づくりの参考

とした。起業した会社組織と就職することとの両立については引き続き検討している。2 年

次前期の必修科目である「キャリアデザインⅠ」において、卒業後の進路予定を調査した結

果をふまえ、学生の就活サポート体制づくりに着手した。 

 

２．学生の支援（起業支援） 

本学は学生に対し、在学中に起業することを求めている。そのサポートとして、2021 年

7 月に本学墨田キャンパスに「iU サロン」を設置し、また墨田区から派遣された起業家支

援の相談員が、学生からの相談に対応した。本年度中の相談件数は 20 件（24 名）であり、

また起業件数は 4 社となった。 

学生の起業に対する意識を高めるため、各種講演、セミナーを計 9 回開催した。主なテー

マは、「海外で働くとは?ベトナムと日本の違い」「グローバルメーカーが見据える今後の DX

について」「複業を活用したキャリアデザイン」などである。 

 

３．社会との連携（臨地実務実習） 

本学は、「就職、インターンシップ及び起業に関わる支援を行うことにより、本学学生の

キャリア全般に関する支援の推進に資すること」を目的として、「デベロップメントセンタ

ー」を置いている。本センター構成員は、情報経営イノベーション学部教員 12 名、イノベ

ーションマネジメント局職員 9 名となっている。また、イノベーションマネジメント局マ

ネジメントユニットに、「キャリア支援担当」を置き、2022 年 3 月 31 日現在、7 名（１名

兼務含む）の体制であるが、2022 年度から 9 名（１名兼務含む）に増員し、万全な「キャ

リア教育のための支援体制」を整備している。 

臨地実務実習の状況としては、本学実習生の受け入れ依頼に対し、2021 年 12 月までに

425 社に案内をし、162 社から承諾があった。2022 年度の実施に向け、その内 114 社に実

習生の受け入れを依頼することとなった。 

学生向け実習説明会として、8 月に臨地実務実習に向けたガイダンスを 3 回実施し、実習

の意義、実習先選考、履歴書の書き方等を指導した。さらに、11 月には企業による面談に

向けたガイダンスを 7 回実施し、2022 年 1 月には企業への挨拶訪問に向けたガイダンスを

10 回実施して、それぞれで心構えや所作等を指導した。 

学生と受け入れ先企業のマッチングのために、企業側に提出する学生の履歴情報、エント

リーシートの添削指導を、実習対象の全 2 年生に行った。2021 年 11 月 11 日には 71 社の

企業と 138 名の学生が面談を行った。 

 

４．中期計画に関わる事項 

学生対象のキャリアに関するアンケート調査」に関して、1 年生は 2022 年 3 月 25 日、2

年生は 2022 年 3 月 18 日に実施した。学生 351 名（１年生 165 名・２年生 186 名）の回答

が得られ、進路希望についての学生の意向が確認できた。 

学生のキャリア意識を継続して調査する体制を、イノベーションマネジメント局の部署

との連携体制の整備に着手した。本学での学びが、学生の成長にどのように効果があるのか

測定することで、効果的なサポート体制づくりに役立てる。 
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今年度からの臨地実務実習開始に向け、受け入れ先企業が離脱しないための定期的なフ

ォロー体制を構築する準備に入った。 

 

以上 
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委員会・センター名：地域連携センター 

 

１．社会との連携（企業・地域初等中等教育機関） 

地域連携センターの取組みは、地域及び企業からの依頼を受付け、大学全体としていかに

対応するかを検討し、その実施を図るものである。 

2021 年度の地域及び企業との連携状況としては、地域：16 件、企業：18 件、団体その

他：6 件である。今年度の主な連携として、「京丹後市 DX 戦略策定プロジェクト」「曳舟小

学校との連携」について以下に示す。 

京丹後市ＤＸ戦略プロジェクトは、市民サービスの利便性向上及び市役所業務の効率化

ための DX 戦略を描き達成までの道筋を明確にするものである。本学の教員とその関係者

によりプロジェクトチームを発足した。市職員約 80 名のヒアリングを実施したうえで業務

診断を行い、京丹後市に予てからあるデジタル戦略指針と合わせて、DX 戦略をまとめた。

京丹後市長に最終報告を 10 月 8 日に行った。 

墨田区との連携については、曳舟小学校との「1 日大学生体験」、地域住民への「ZOOM

活用セミナー」、墨田区産業観光部と連携した「SDGs 未来都市すみだ ロボライブ」などを

実施した。 

また公開講座として、志村教授と株式会社エルテスと連携したデジタル＆インテリジェ

ンス講座「 企業の想いを見抜く！デジタルコミュニケーション分析 」（2022 年 2 月 28 日）、

磯教授による「ケータイ（スマフォ）を何のツールとして使っていますか？」（3 月 5 日）

を開催した。 

この様に、地域連携センターでは、地域や企業からの依頼に対して、大学のリソースを活

用して、どの様に応えるかを検討し、実施している。 

 

２．中期計画に関わる事項 

2025 年度末までに、全ての教員が最低１件のプロジェクトを担うことが中期計画（2020

～2025 年度）に示されている。2021 年度は、現在教員がどのようなプロジェクトに取組ん

でいるかを把握する仕組みの構築を行った。 

これまで、Google スプレッドシートを活用し、全体のプロジェクト管理を行っていたが、

全教職員から情報を集約することが困難な状況が続いていた。そこで、Microsoft 社の

Planner を活用した新たなプロジェクト管理の運用ルールを導入した。 

Planner 上でプロジェクトの詳細と進捗が把握できるよう明確な記載ルールを設け、全

教職員が各自で登録を進める運用とした。教職員が先ず Slack 上にて、プロジェクトの申請

を行い、地域連携センターにて承認後、自身のプロジェクトを Planner 上に登録をするこ

ととした。これにより、本学の全体のプロジェクト把握と各プロジェクの進捗や詳細の可視

化が進んでいる。 

また、公開講座の在り方について検討まとめた。受講対象を本学学生を含む一般の方とし、

本学教員及びその関係者が講師とし、夏期・冬期休業期間に開催することとした。 

 

以上 
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