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（１）法人の自己評価の妥当性に意見のある事項

年度計
画No.

平成24年度計
画

取組実績

法人
自己
評価

コメント コメントに対する法人回答

23
【重点】

学生の海外留学に
関する各種情報を
集約し、留学相談窓
口等において情報
を提供するととも
に、留学前ガイダン
スを開催するなど学
生の海外留学を支
援する。特に英語圏
の語学留学プログ
ラムの拡充や、短期
語学研修の単位認
定等について検討
する。

・各部局で行っている短期留学の情報を収集し、留学相談等で提供するとともに、
一部については募集・受付窓口を国際センターに一元化した。
・包括協定を締結している旅行業者と協力し、海外研修前の留学ガイダンスを26
回開催し、延べ365人参加した。
・新たに国際センター主催でカナダ・ビクトリア大学の短期語学研修を9月に実施
し、23名の学生が参加した。
・新たに国際センター主催で中国・上海における就業体験を9月に実施し、8名の
学生が参加した。
・新たに国際センター主催で3月に実施する英国オックスフォード大学の短期語学
研修について、6月開催の全学共通教育教務委員会にてAdvanced College
English 1単位（全学共通科目）として単位認定することが決定した。
・新たに国際センター主催で、英国オックスフォード大学の短期語学研修を3月に
実施し、30名の学生が参加した。
・短期海外研修プログラム参加者数　＊1年以内のプログラム　＊ゼミ旅行、研修
は含まずH20:27人 H21:21人 　　H22:88人H23:103人 H24:158人

Ⅳ ・短期留学研修など、学
生の留学支援について
は、自己評価のように
特に進捗していると判
断される成果であると思
う。
ただ、学部生6657人、
院生1947人に対し、H24
年度の短期海外研修プ
ログラム参加者数の158
人という比率は、他大学
の実態と比較してどの
ようなレベルかという指
標開示も必要かと思う。
それでないと目標水準
の合理性が判断できな
い。
・学生の留学について
は達成水準を超えてお
り、評価Ⅳが妥当と考え
る。

・達成水準の数値については、これまで実施してきた短
期語学研修プログラムの参加人数をもとに設定してい
た。平成24年度から国際センター主催で新たに3プログ
ラムを開始したことに加え、これまで全学的には集約で
きていなかった部局単位で開催している語学研修プログ
ラムについても情報収集に努めたため、参加者数の大
幅増となった。
・単純計算では約1.83％の学生が大学主催のプログラム
に参加したことになり、グローバル30採択大学などの特
に国際化が進んでいる大学に比べると、まだまだ少ない
数値であると考えているが、文部科学省及び日本学生
支援機構の統計資料から積算する平成23年度の1年未
満の海外留学者数は約1.85％（全学生数2,841,915人＜
学校基本調査＞、1年未満留学生数52,650人＜JASSO
調査＞）であるので、本学はほぼ平均的な数値であると
推測している。
・大学院生の海外での学会参加や研究目的での渡航、
ゼミ単位での海外研修、個人レベルでの海外留学につ
いては数値の把握が困難なためデータ外となっている
が、これらを加えると大学全体で海外渡航経験のある学
生数はもう少し増えると思われる。

平成24年度業務実績報告書に関する各委員意見

①　法人自己評価が妥当との意見のもの



（１）法人の自己評価の妥当性に意見のある事項

年度計
画No.

平成24年度計
画

取組実績

法人
自己
評価

コメント コメントに対する法人回答

30
【重点】

複合先端研究機構
は、若手研究者育
成の環境を整備す
るための外部資金
獲得をめざす。ま
た、人工光合成研
究の若手研究者や
研究資金の確保に
より、基本的方向で
あるハイブリッド人
工光合成の実証と
先端研究化を図り、
早期実証を行うため
の方法を検討し、早
期実用化をめざす。

・神谷教授の光合成研究が科研費基盤研究Sに採択された。
・外部資金（受託研究、共同研究、科研費、寄附金）獲得総額／件数：196,689千
円／22件
・企業との共同研究を7件行った。このうちの4件については、特に後期博士課程
学生への援助を前提とした研究を行っている。
・特任教員の任用を増加し、（8名）ハイブリッド人工光合成研究を加速している。
・リーディングプログラム等は採択に至らなかったが、大学院卒業生を企業との共
同研究を通じ共同研究員としてインターンシップを行った。（博士修了者1年間／修
士2年間）
・光合成フォーラムに協力した
・実証的研究である酵素系による水素とメタノール発生という最先端の研究をすす
めるため、人工光合成研究センターとも連携した新たな人材を配置するべく準備を
すすめた。
・光エネルギー変換指標については中長期的課題であることが判明したため、引
続き確立にむけて研究に取組んだ。
※獲得金額は直接経費と間接経費を含む。※科研費には分担を含む
・受託研究　H22 5,392千円／2件　H23 80,559千円／4件　H24 72,136千円／5件
・共同研究　H22 15,088千円／2件　H23 13,760千円／5件　H24 19,850千円／7件
・科研費　H22 9,248千円／4件　H23 20,796千円／7件　H24 102,703千円／9件
・寄附金　H22 9,000千円／1件　H23 0千円／0件　H24 2,000千円／1件

Ⅳ ・複合先端研究機構の
活動実績は達成水準を
大幅に上回っており、評
価Ⅳは妥当と考える。

ご意見のため回答無し。

37

大阪市職員人材開
発センターが実施し
ている技術職員の
スキルアップを目的
とした研修に、工学
研究科からの講師
派遣を継続するとと
もに、技術職員の管
理能力育成のため
の新たな研修制度
について検討する。
あわせて、本学学
生の高度専門職教
育プログラムとの
マッチングを図る。
関係学部において
も、大阪市職員人材
開発センターとの連
携強化を図り、研修
等を通じて大阪市
職員の能力向上を
支援する。

・大阪市職員人材開発センターと2回の打合せを行うとともに、大阪市技術職員研
修・人材育成検討会で説明し、具体的な課題などについて議論した。
・とくに、研究指導による研修、実務と理論の相互研修、海外派遣研修の3つの研
修について検討することとし、具体的な検討は平成25年度に実施することとした。
・H24年度の大阪市技術研修に講師1名(のべ5名)を派遣し、講義半日1コマとグ
ループワーク研修1日4コマを行った。受講者は隣接都市協議会および近畿市長
会、関西広域連合の推薦者を含む97名であった。
・研修受講者数　H22:301人　H23: 84人　H24: 97人

Ⅱ ・大阪市職員人材開発
センターの人材育成の
仕組み作りは遅れてお
り、評価Ⅱは妥当と考え
る。

ご意見のため回答無し。



（１）法人の自己評価の妥当性に意見のある事項

年度計
画No.

平成24年度計
画

取組実績

法人
自己
評価

コメント コメントに対する法人回答

43-2
【重点】

各学部研究科は、
地域拠点として、市
民生活に貢献する
ため、各種セミナー
や相談事業に加
え、ボランティア支
援等の連携を強化
する。

・各学部・研究科において、公開講座や相談事業の実施、地域活性化事業などに
取り組んだ。
（経済）経友会講座に市民受入れ
（法）無料法律相談(196件)、中小企業法律相談(60件)を実施。
（工）都市防災研究の実績をベースとして、市民を対象として、防災に関するセミ
ナーを開催した。
（生科）児童・家族相談を継続して実施（117件・1092回）したほか、QOLプロモー
ター育成プロジェクトを中心に、地域貢献活動を推進。
（創都）（財）大阪市北区商業活性化協会との包括提携規約により北区内の商店
街の団体とともに、地域貢献・地域連携活動とくに『商店街調査研究支援助成金
事業』を行ってきており、24年は「《地域連携》芝田町商店街・上田学園との「ファッ
ションタウンプロジェクト」を実施した他、北区新聞「きたまち・ふれあいタイムズ」の
発行（4号～6号）、「創造都市キタサイト」運営を行った。プロジェクトに関係する組
合員数（概数）は約80軒。
・住吉区民セミナー「人はなぜ歌をうたふのか」（6月）168人
・住吉区民セミナー「しない！させない！子どものいじめ、自殺、そして虐待」（12
月）51人
・三大学連携公開講座「未来をひらく『コドモのチカラ』」（9月）139人（大阪市住吉区
役所後援）
・住吉区民セミナー開催数／参加者数　H19:2講座／216人　　H20:2講座／245人
H21:2講座／165人　　H22:2講座／246人　H23:2講座／164人　　H24:2講座／219
人

Ⅲ ・各種セミナーや法律相
談など達成水準よりや
や低いがⅢの評価で妥
当と考える。

ご意見のため回答無し。

25

就職ガイダンス、
ワークショップ実施
回数ならびに参加
人数について前年
度と同じレベルを維
持するとともに、学
内企業セミナーへ
の優良企業の参加
を推進しセミナーの
質的充実を図る。

■ガイダンス：今年度より「論理コミュニケーション力講座」をスタートさせ、質的向
上を図った。
■セミナー：今年度、大阪労働局（ハローワーク）との共催による求人説明会を開
催した。従来から本学が行ってきた求人説明会のノウハウ（①関西圏の大学等に
も広く門戸を開き、②企業から学生への参加呼びかけが可能など）をベースに、ハ
ローワークが行う、求人情報提供機能・職業紹介機能と連携させた初めての取組
となった。 本質的な意識形成を促す「21世紀セミナー」は昨年を上回る34日間実
施(23年度23日間)。実践に即した企業の考え方を知り、研究する良い機会となっ
た。
■就職相談：下期がピークを迎えた就職相談年間件数は前年を200件以上を上回
る2365件となった。
年度計画に基づき、各種ガイダンス・セミナーは、予定通り実施することができた。
・ガイダンス件数・参加者数　H19:32日・2348人　H20:52日・3242人　H21:37日・
3374人　　　　　H22:29日・2996人　H23:34日・3465人　H24:40日・3336人
・合同企業セミナー開催日数・参加企業数・参加者数　H19:38日・473社・3527人
H20:42日・679社・7909人　H21:57日・834社・12603人　H22:40日・611社・14041人
H23:69日・852社・16063人　H24:120日・1062社・18271人
・就職相談件数　H18:382件 　H19:829件　H20:1417件　H21:2001件　H22:2603件
H23:2100件　H24:2365件

Ⅲ ・ガイダンス・セミナーは
達成水準を大幅に上
回っており、評価Ⅲ→Ⅳ
が妥当ではないか。

数的水準においては大幅に上回っているが、質的内容
に関しては計画していたレベルでのガイダンス・セミナー
の実施であった。全体を総合的に判断し、Ⅲとした。

②　法人自己評価よりも評価を上げた方がいいのではないかとの意見のもの



（１）法人の自己評価の妥当性に意見のある事項

年度計
画No.

平成24年度計
画

取組実績

法人
自己
評価

コメント コメントに対する法人回答

26

学生等に対しカウン
セリングルームの認
知度を高め、必要な
学生が利用できるよ
う引き続き啓発に努
めるとともに、イン
テークを行う保健師
を活用し効率的にカ
ウンセリングにつな
げ、利用率の向上
を図る。

・ホームページへのカウンセリングルームだより掲載や、リーフレットの作成等、カ
ウンセリングルームをより周知啓発するよう努めた。学生が訪れやすい雰囲気と
なるよう、インテーク面接室を明るく改装した。
・障がい学生支援室でのサポートの紹介や、逆に障がい学生支援室から紹介を受
けてカウンセリングルームに来所する等、障がい学生支援室との連携をはかっ
た。
・インテークで学生の主訴を充分聞き取ることにより、カウンセラーに適切につなぐ
だけではなく、神経精神科の特別診療等を紹介した。
・神経精神科医師と連携し、必要なカウンセリングの調整を行った。・必要に応じ、
心の相談センターやDV相談機関等、他機関にも適切なコーディネートを行った。・
心の安定を取り戻すための保健相談を実施し、学生だけでなく、保護者、教員から
の相談にも必要に応じ対応した。・発達しょうがい学生に、必要に応じて対応し、障
がい学生支援室、大学教育研究センターと連携をはかった。
・平成25年度カウンセリングルームのインテーカーに臨床心理士を配置し、イン
テーカーの役割を充実させられるよう調整した。
・平成25年度神経精神科の診察体制充実のため診察回数を6回から10回に増や
せるよう調整した。
・カウンセリングルームの利用状況　H19:304回　37人　H20:427回　51人
H21:530回　48人　H22:303回　48人　H23:517回　64人　H24:587回　85人

Ⅲ ・カウンセリングルーム
の利用は達成水準を大
幅に上回っており、評価
Ⅲ→Ⅳが妥当ではない
か。

 本学としても、カウンセリングルームの充実は、非常に
重要と位置づけている。
 平成24年度の目標数値の設定に当たっては、設定時期
が平成23年度途中であったため、直近の年間実績として
平成22年度の実績を元に設定した。結果として、平成23
年度の実績と平成24年度の達成水準の開きが大きい設
定となった背景を踏まえ、自己評価をⅢと判断した。
　平成25年度は量だけではなく質の充実もはかってお
り、インテークや精神保健相談のできる臨床心理士の配
置や、神経精神科の診療回数を6回から10回に増やす
等の取り組みを行っており、今後とも高い評価を付する
ことができるよう努力していく。

69

地方独立行政法人
法等により公立大
学法人の制約と
なっている事項につ
いて検討を行い、撤
廃の必要性につき、
提携する公立大学
法人等と意見交換
を行う。

・公立大学法人の制約となっている事項について、撤廃の必要性等について具体
的検討を進めた。
・公立大学協会等の会議の際に、他の公立大学法人等と公立大学法人の制約撤
廃についての意見交換を行った。
・地方独立行政法人法等により公立大学法人の制約となっている事項について、
撤廃の必要性等につき具体的検討を引き続き行う。
・大阪府立大学等と連携、公立大学協会や東京拠点を活用した取り組みを引き続
き強化していく。

Ⅱ ・公立大学学長会等に
おいて本格的議論はさ
れていないが、検討を
始めていれば評価はⅢ
でもよいと考える。

自己評価の判断根拠を補足に追記したとおり、意見交
換は実施しているものの、具体的な検討には至っていな
いことから達成水準には至らず、自己評価を「Ⅱ」として
いる。



（１）法人の自己評価の妥当性に意見のある事項

年度計
画No.

平成24年度計
画

取組実績

法人
自己
評価

コメント コメントに対する法人回答

6-1

学生の自立的・自
律的なキャリアデザ
イン力育成をめざす
授業科目を提供す
る。

Ⅲ ・大学教育研究センター
の授業受講者はH21を
ピークに全般的に減少
傾向にある。自己評価
Ⅲでよいと考えるが、問
題点は何か。

③　法人自己評価が高いのではないかなどの意見のもの
 中期目標では受講者数の増加は目標として設定してい
ないが、極端な受講者数低下はそれなりの検討が必要
と考える。全体的としては減少傾向との指摘だが、実際
のデータは、ほぼ同レベルで推移していると読み取るこ
とが自然と思われる。また、教員退職により22年度から
休止している科目や22年度から開講した加わった2科目
などあり、全体的な傾向を把握するためにはもう少し時
間が必要に思われる。以下現在提供している科目別に
状況を説明する。
  なお、H24年度に見られるからいずれの科目も全般的
に受講者数のが減少傾向にある一因としては、この年よ
りWEB履修制度が始まり、学生が事前により吟味して実
質的な科目登録を行うようになり、従来のような望ましい
登録数よりも過剰に登録することを控えるようになったこ
とが考えられる（学期途中の離脱率も減る傾向にあり、
むしろ科目登録が実質化しつつある望ましい傾向とも言
える）。
●「ゲームで学ぶ社会行動」について
本科目は、キャリアデザインに関する内容を含む科目と
して、平成22年度よりこの中期計画・目標に組み入れら
れた科目である。平成22年度の受講者は88人、平成23
年度の受講者は146人、平成24年度の受講者は121人で
あり、年度によって変動している。
●「日常の中の不思議を探す　演習」について
本科目は、キャリアデザインに関する内容を含む科目と
して、平成22年度よりこの中期計画・目標に組み入れら
れた科目である。平成22年度の受講者は14人、平成23
年度の受講者は8人、平成24年度の受講者は10人であ
り、年度によって変動している。
●「現代社会におけるキャリアデザイン」について
H23年度までは200名を挟んで30～40名程度の差で、年
度によって受講者数が上下に変動してきた。この変動に
影響を及ぼしていると思われる要因としては、同一時間
帯に開講される他科目の数や規模およびその年毎の就
職動向に対する学生の危機感の強弱などが考えられ
る。H24年度がそれまでより少なくなったのは上述のWEB
履修の影響も考えられる。
●「大阪市大でどう学ぶか」について
平成25年度は141名となり、21年度を基準では現状維
持、19年度基準では増加傾向と解釈できる。また年度に
よる変動が大きいことも事実であると認められる。

大学教育研究センターはキャリアデザイン力育成をめざす取組として、①授業科
目の提供および②各学部・研究科の教育体制整備への支援を実施した。①授業
科目の提供
●キャリアデザイン力育成をめざす授業科目の提供（大学教育研究センター提供
科目）
・前期1科目(「大阪市大でどう学ぶか」）、後期3科目（「現代社会におけるキャリア
デザイン」、「ゲームで学ぶ社会行動」、「ゲームで学ぶ社会行動」）を提供した。
●「大阪市大でどう学ぶか」アンケート調査と授業改善
・授業改善を目的に受講生にアンケート調査実施し(H24.7.25実施、履修登録者
116名、回答者96名、履修登録者に対する回答率88.2％、当日の出席者に対する
回収率100%)、その結果をもとに25年度から実施の授業内容の改善を行った。②
各学部・研究科の教育体制整備への支援
●ポスドクキャリア開発事業申請
・大阪市立大学、兵庫県立大学、大阪府立大学による地域貢献型高度人材育成
事業に参画し、その経過を第3回、第7回、第9回および第10回大学教育研究セン
ター研究員会議(H24.6.8、同11.9、H25.2.8および同3.8)にて報告した。
●文学研究科FD委員会主催、大学教育授業実習制度の事前事後研修実施への
参画
・大学教育研究センターより事前研修への講師派遣(H24.4.25 16:20～17:50、
H24.5.11第2回大学教育研究センター研究員会議にて報告)および実習生1名の実
習授業見学3回を行い、後期事前研修ヘの講師派遣（H24.11.13 9:00～10:30、
H24.12.14 第7回大学教育研究センター研究員会議にて報告)、実習生2名の授業
実習各3回宛の見学、事後研修および大学FD論研修（H25.3.10、15:00～17:30）を
実施した。
・履修者数「現代社会におけるキャリアデザイン」（後期）
　H19：233人　　H20：241人　　H21：221人　H22：200人　　H23：171人　　H24：137
人
「ライフサイクルと教育」（前期）　H19：88人　　H20：250人　　H21：298人
※H 22以降は担当者退職により未開講
「ゲームで学ぶ社会行動」（後期）　H22：88人　　H23：146人　　H24：121人
「日常の中の不思議を探す　演習」（後期）　H22：14人　　H23：8人　　H24：10人
「大阪市大でどう学ぶか」（前期）　H19：122人　　H20：80人　　H21：149人　H22：
102人　　H23：129人　 H24：111人



（１）法人の自己評価の妥当性に意見のある事項

年度計
画No.

平成24年度計
画

取組実績

法人
自己
評価

コメント コメントに対する法人回答

8-2
【重点】

博士課程教育リー
ディングプログラム
との連動性も考慮し
た、教育・育成シス
テムの構築を検討
し、「リサーチ・アドミ
ニストレーターを育
成・確保するシステ
ムの整備（リサー
チ・アドミニストレー
ションシステムの整
備）」に申請を行う。

・「リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保するシステム整備」補助金を医学部・
都市研究プラザ・複合先端研究機構の3部局より申請。結果としては不採択になっ
た。
・「リサーチアドミニストレーター」H25年度新規採択予定なしにつき、代替事業であ
るCOI（センターオブイノベーション）への申請準備を行う。
・リサーチ・アドミニストレーターでの資金確保が出来なかったが、従来の産学連携
CDの枠組みの中で、研究支援課事務職員と協働して、外部資金獲得を図った。
例：地域イノベーション戦略プログラム、ポスドクキャリア開発事業

Ⅱ ・リサーチアドミニスト
レーターというポストに
は、どのレベルの人とど
のような役割を期待した
のか。またその予算が
獲得できなかったことに
よって生じた問題や代
替的措置およびその実
施可能性についてお聞
きしたい。（Ⅱ評価の理
由も含めて）

　リサーチアドミニストレーターでは他大学の先行してい
る事例を元に、3分野からの人材登用を計画していた。
・ポスドクなど研究者出身者
・コーディネータからの産学連携経験者
・研究支援担当の大学職員
統括者としてのシニアリサーチアドミニストレーターと実
務者の2段階の職位で全学的な補助金事業への研究プ
ログラムアレンジ、申請から研究遂行までのプロジェクト
管理を期待していた。
・予算措置が出来なかったために現行の産学連携コー
ディネーターがその役割を担っている。コーディネーター
の人数、予算に限りがあるため、業務的には全学的プロ
ジェクト研究の組成には専担として集中することができ
ずに、中途半端になっている。
・代替措置としては、コーディネーターの増強による機能
強化が検討可能であるが、予算措置との関係から実現
は難しい状況である。



（１）法人の自己評価の妥当性に意見のある事項

年度計
画No.

平成24年度計
画

取組実績

法人
自己
評価

コメント コメントに対する法人回答

11-1
【重点】

創造都市研究科
は、「地域活性化
ニューズレター」発
行、地域活性化に
関するシンポジウ
ム、国連貿易開発
会議（ＵＮＣＴＡＤ）と
連携した国際シンポ
ジウムの開催など
により、「創造経済
と都市地域再生」の
研究展開と連動した
「3セクター（＝公共・
市民・民間部門）協
働の地域活性化人
材の育成プロジェク
ト」を推進する。

創造都市研究科は「重点研究・創造経済と都市地域再生プロジェクト」「3セクター
協働プロジェクト」をはじめ正規の履修モデル以外の教育研究を多数実施してい
る。
（1）重点研究「創造経済と都市地域再生」において、ＵＮＣＴＡＤ（国連貿易開発会
議）との国際シンポジウムの準備、世界的定本となっている同機関の
CreativeEconomyの全(要)訳の完成。『創造経済と都市地域再生2』を刊行し、ウェ
ブサイト上ではhttp://www.gscc-ceur.jp/を運営して継続的に成果発表を行った。
（2）学術雑誌『創造都市研究』12巻に「創造経済と都市地域再生」特集論文2本を
掲載した。
（3）教育プログラム「3セクター協働（＝公共・市民・民間部門）の地域活性化」の成
果として24年12月に教員の研究活動と院生のフィールド研究をニュズレター3号と
して刊行し、ウェブサイトhttp://www.gscc.osaka-cu.ac.jp/regional/でも成果発表を
行った。
（4）上記プロジェクトに関係するシンポジウムを５回開催した。
①大阪産業創造館と連携「メタファー分析を通じてメンタルマップ」約50名
②大阪産業創造館と連携「Ｏ２Ｏ による集客」約60名
③大阪市北区と連携「大阪市北区のプラチナ都市構想」約80名
④社協と連携「地域運営の新たな仕組み：『地活協』形成の現状と今後」約80名
⑤市民団体と連携「ここまできた、プロボノ活動」約80名。
（5）教員３、修了生４名が、『地域活性化ニューズレター３』に記事執筆（２月刊
行）、教員４、修了生２名が『地域活性化ニューズレター４』に記事執筆（３月刊行）

Ⅲ 高度専門社会人の育成
について
・11-2では、経営、法、
生科、医などでは、どの
程度の人数の高度専門
化を養成するかを数字
で水準を明示され、平
成24年度の実績として、
各種資格試験の合格率
が開示されている。しか
しながら、11-1の創造
都市研究科の実績とし
て、シンポジウムの参加
人数や、成果発表実績
が開示されているだけ
で、果たして何人くらい
の「高度専門社会人」が
養成されたのかが不明
である。創造都市研究
科のプロジェクト（重点
研究・創造経済と都市
地域再生プロジェクト）
などへの参加によって、
プロジェクト期間内で「こ
のくらいの人数の専門
家が養成された、あるい
は、されることになる」と
いうことを明示するべき
ではないか。

（１）修了生について
　創造都市研究科は、「高度専門社会人」の育成を目的
とした社会人向け大学院で、ミッションそのものが「高度
専門社会人」養成であるので、「高度専門社会人」は（未
就職者を除く）修了生のほぼ全員ということになる。
　入学定員が２０１０年度までは毎年修士１２０名・博士１
０名、２０１１年度から現在までに毎年修士１１０名（都市
ビジネス３５名、都市政策５０名、都市情報学２５名）・博
士１０名あり、例年、これを上回る入学者があり、修了生
の数はこれまでに約１０００名近く（２０１２年度末までの
修了生が９９１名）なる。これを「高度専門社会人」養成
の実績として報告する。
【参考資料】入試パンフレット
http://www.gscc.osaka-
cu.ac.jp/exam_masters/index.html

（２）プロジェクト参加者について
　創造都市研究科では以下のように２つの大きなプロ
ジェクトがある。
　１）「創造経済と都市地域再生（前身のプロジェクトが
「創造都市を創造する」）」
　２）「３セクター協働の地域活性化」

　それぞれ、開学より毎年、在学生および修了生にシン
ポジウム、研究会、研究成果の刊行機会への参加を促
しており、１）では、それぞれ各職場での創造性の発揮
（ベンチャーやクリエイティブ産業の支援含む）やクリエイ
ティブな業務改革の研究をおこない、
　２）では、公共・市民・ビジネスの３セクター協働による
地域活性化、地域ビジネスの創出などの研究や実践を
おこなっている。
　これまで、前身のプロジェクト「創造都市を創造する」ま
で入れて、在学生および修了生でシンポジウム、研究
会、研究成果の刊行機会へ参加してきた。のべ人数にし
て約１００名ほどが熱心に研究に参加しており、在学生・
修了生の約１割はプロジェクトで研鑽したという事実があ
る。それら対象者に限って、「高度専門社会人」ということ
ではないが、より高度化ないし特化した高度専門社会人
養成の試みである。



（１）法人の自己評価の妥当性に意見のある事項

年度計
画No.

平成24年度計
画

取組実績

法人
自己
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コメント コメントに対する法人回答

21

学術情報総合セン
ターは、電子ジャー
ナル購入方針の策
定、開館日・時間の
拡大、ラーニングコ
モンズの整備等に
より、図書機能の充
実を図る。

・開館日については月1度の定例休館日を廃止し、授業のある日には休館せず学
生の学習スペースを確保するようにした。また要望が強かった土曜日の情報教育
ＰＣルームの開室（H24年度：45日）を実現した。
・H24.4より学生の自律的学習を促す共有スペースとしてラーニングコモンズの設
置・運用を始め、H24.10には、大型モニター設置やノートＰＣの貸出など更なる環
境整備を行った。ラーニングコモンズは平成25年3月末までに約4万6千名の学生
の利用があり広く活用されている。また閲覧エリアにおける無線LANの設置やノー
トPC貸出サービスなどにより、センター内でのネットワーク利用環境が大幅に改善
され、ネットワーク接続件数も飛躍的に伸びた。
・電子ジャーナル等の充実のため、電子ジャーナル経費の全学共通化の拡大を
図った。・全学共通の電子ジャーナル等の平成26年度以降のあり方を検討するた
めに研究担当副学長を委員長とする電子ジャーナル等検討委員会を立ち上げ、
平成25年3月末までに基本方針の中間まとめを策定し、役員会及び教育研究評議
会で報告した。
・学生選書ツアーを11月に企画、実施した。学生が大型書店に出向いて選書を
行った後、学生と協働による選定会議を開いて購入を決定した。また、学生自らが
作成したポップを飾って図書の展示を行った。
・入館者数　H19：562,839人　H20：564,754人　H21：609,426人　 H22：614,708人
H23：603,276人　　H24：637,221人
・貸出冊数　H19：113,121冊　H20：111,744冊　H21：111,623冊　H22：114,192冊
H23：109,732冊　H24：111,171冊
・図書市民利用制度の登録者数　H19：2,789人　H20：2,707人　H21：2,625人
H22：2,536人　H23：2,496人　H24：2,432人
・開館日数　H19：266日　H20：263日　H21：258日　H22：265日　H23：267日
H24：273日
・ラーニングコモンズ利用件数　H24：45,750人
・ノートパソコン貸出件数　H24：4,524件
・ネットワーク接続件数　H20：1,339件　H21：1,479件　H22：1,524件　H23：2,220件
H24：14,474件
・機関リポジトリ登録件数　H22:1,313件　H23:1,689件　H24:1,625件
・電子ジャーナル全学共通経費　H20： 849,350円　H21： 8,718,504円
H22：10,209,000円　 H23：12,549,000円　H24：17,327,000円

Ⅳ ・学術情報総合センター
の利用実績からみて、
達成水準を大幅に上
回っているとは考えにく
い。評価はⅣ→Ⅲが妥
当ではないか。

　ラーニングコモンズについては、開始初年度にもかか
わらず約46,000人（168人/日）の学生の利用があり、ノー
トＰＣの貸出サービスの利用実績は約4,500件（平成24年
10月開始）、無線ＬＡＮ環境の設置を含むネットワーク環
境の大幅な改善がなされ、ネットワーク接続件数も前年
度に比し、652％増加した（Ｈ23：2,220件→Ｈ24：14,474
件）。
　これらの各種取組みを積極的に実施し、それらの取組
みが、入館者増や利用者拡大などに結びつき、数値指
標としても現れていることから、自己評価をⅣと判断し
た。
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コメント コメントに対する法人回答

44-2
【重点】

生活科学部におい
て、QOLプロモー
ター育成の理念を
活用し、23年度の成
果である「指導案形
式のプログラム」の
大阪市教育委員会
等の講習会、研修
会などにおける全
市的展開をめざす。
また、地域リーダー
としての自覚と地域
のまちづくり意識の
醸成をめざし、地域
の中学校と連携し
地域貢献活動を継
続するとともに、
PTA、地域住民、住
吉区役所などとの
協同活動として展開
する。

・学部横断的なフィールドワーク活動としてQOLプロモーター育成事業を継続的に
行っている。
・地域における清掃活動を1回開催し、17名の学生が参加した。
・生活改善推進員ならびに幼稚園教諭の育成プログラム　第二次食育基本法施
行をうけて、大阪市教育委員会初等教育部ならびに私幼稚園連盟より推薦を受け
た市・私立幼稚園教諭等の協同により開発した幼児とその保護者を対象とする食
育プログラムを市立幼稚園３園、私立幼稚園２園にて実施した。次年度に向けて
食育の担い手として、食生活改善推進員ならびに幼稚園教諭の育成プログラムを
検討していく。
・高齢者の自立支援を目指した食と運動講座　高齢化率35％の堺市泉北ニュータ
ウン在住６５歳以上の在宅高齢者を対象に、教材を兼ねた地域レストランの昼食
を用いた楽しい食事指導（会食）ならびに室内でできる運動指導を行い、主観的幸
福感を高めつつ介護予防を図るという計画のもと、日々の食事と運動管理につい
ての基本を学習し生活実践を促した。次年度のリーダー育成講座に活かしていく。
・高齢者による介護予防講座　地域在住の元気な高齢者による高齢者支援を目
指して食と運動に関わる基本を学習し、他者へ伝達していくスキルを習得し、参加
者自身の健康管理および要支援高齢者への働きかけへと繋ぎ、地域活性化の一
助を担うマンパワーを育成するという計画のもと、老研式活動能力指標の社会的
役割が向上し、献立の品目数が増加するなどの改善がみられ、学習事項につい
て他者への伝達意欲が高まるなどの成果がみられた。
・QOLプロモータ育成プログラム活動数　H19:　36回 H20:　38回 　H21:　24回
H22:　30回 H23:　26回 　H24:　35回
・生活改善推進員ならびに幼稚園教諭の育成プログラム　　“たべものに親しむ”４
歳児　126名　保護者　126名　　“つくって食べよう”５歳児　 157名　保護者　157名
保護者食育講座　　 ５歳児の母親　134名
・高齢者の自立支援を目指した食と運動講座　　“食と運動講座”　　会食群15名
配食群14名　計 29名
・高齢者による介護予防講座　　“高齢者による介護予防基礎講座”　22名

Ⅱ ・依頼された研修会が
実施されなかった点に
ついて、代替的措置と
その実施可能性につい
てお聞きしたい。（Ⅱ評
価の理由も含めて）

　大阪市主催研修会等が未実施となっているのは、判断
根拠にも記載したように「市の計画の見直しによる」、及
び連携していた中学校が独自活動に切り替えたことによ
り連携が途絶えたことによる。
　このことにより、啓発的地域活動から、地域活性化支
援など、本学の特質をより活かせる活動への展開を住
吉区と協議している。
　なお、住吉区などと大学との包括協定にも基づきつ
つ、住吉区の人口減少地域における地域活性化に大学
院または学部演習等として貢献できないか、協議を始め
ている。
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47
【重点】

民間を中心とした外
部資金の獲得増を
図ると共に、リサー
チアドミニストレー
ターの体制整備に
かかる補助金を大
阪府立大学と共に
申請し、統合後を見
越した産学連携体
制の再構築を図る。
また、都市研究プラ
ザや複合先端研究
機構などの研究拠
点において、重点的
な都市科学分野の
共同研究など産学
連携活動の具体化
に取り組む。

＜産学連携推進本部＞
・「リサーチアドミニストレーター」申請済み、結果としては不採択。・「リサーチアドミ
ニストレーター」H25年度新規採択予定なしにつき、代替事業であるCOI（センター
オブイノベーション）への申請準備を行う。・民間との共同・受託研究の契約件数：
276件・民間との共同・受託研究受入額：3億1百万円・技術相談件数：430件
＜都市研究プラザ＞
受託及び共同研究について、数件の申請及び先方との協議を行ったが、1件のみ
の契約に留まった。受託及び共同研究とは別に、大型の外部資金である「平成24
年度博士課程教育リーディングプログラム」及び平成25年度新学術領域研究（研
究領域提案型）への申請を行った。産業創生研究プロジェクトの成果として、①全
国の美術館のギャラリートーク（作品解説）をインターネットで配信するCURATORS
TVを4月に開設し、前例のないメディアとして国内外からの評価を得ている。②都
市のかかえる就労・福祉・居住などの問題について、包摂型の都市政策に関する
提言、地域コミュニティの形成、人材の育成をめざす「一般社団法人インクルーシ
ブ・シティネット」を4月に立ち上げ、活動を開始している。
＜複合先端研究機構＞・共同研究や受託研究といった外部資金の獲得を積極的
に推進した。・人工光合成研究拠点を遂行する将来的な人材の発掘、人工光合成
フォーラムへの参加など人工光合成研究センターの整備に全面的に関わった。
＜複合先端研究機構による外部資金獲得実績＞※獲得金額は直接経費と間接
経費を含む。※科研費には分担を含む
・受託研究　H22 5,392千円／2件　H23 80,559千円／4件　H24 72,136千円／5件・
共同研究　H22 15,088千円／2件　H23 13,760千円／5件　H24 19,850千円／7件・
科研費　H22 9,248千円／4件　H23 20,796千円／7件　H24 102,703千円／9件・寄
附金　H22 9,000千円／1件　H23 0千円／0件　H24 2,000千円／1件
＜都市研究プラザ＞（受託・共同研究）　H19:3件　H20:0件　H21:2件　H22:2件
H23:1件　H24:1件

Ⅳ ・人工光合成研究が大
型科研費を獲得したこと
によって見かけ上は目
的の金額を達成できて
いるが、リサーチアドミ
ニストレーター申請の不
採択など、自己評価 IV
は高すぎるのではない
か。
・複合先端研究機構の
活動・学部資金の獲得
状況は、Ⅳ評価が妥当
であるが、都市研究プラ
ザの活動実績はⅢ評価
であろう。
都市研究の獲得金額
は？

達成水準に記載している６項目の内、５項目の目標を達
成している。
　その内、産学連携本部における「民間との共同研究と
受託研究の契約数： 達成率138％」、「技術相談件数：
143％」、複合先端研究機構における「獲得件数：275％、
獲得金額：179％」の３項目が達成水準を大幅に上回る
成果であり、これらを総合勘案し、自己評価をⅣと判断し
ている。
　なお、「リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保する
システムの整備」については、達成水準が申請すること
自体であるため、計画どおりの進捗と判断している。
　また、都市研究プラザの獲得金額は、51,753,400円で
ある。
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48

現有特許管理ソフト
の本格運用を開始
し、現行管理方法と
の整合性等を検証
し、共有可能なデー
タベースの構築を行
う。また特許出願に
関する研修等を実
施する。さらに学内
論文発表（卒論、修
士論文など）におけ
る新規性喪失防止
ガイドを設定する。

・特許出願件数（国内／海外）：64件／15件
・特許登録件数（国内／海外）：9件／4件
・特許活用件数：49件
・e-ラーニング参加者数：0人
・新規性喪失防止のガイドラインは策定済み。
・知財連続講座6回を開催、参加者25名。
・特許出願・登録件数　H19:20/9　　　H20:34/3　H21:25/8　　　H22:45/6　H23:63/3
H24:79/13

Ⅱ ・e-ランニング参加者数
が０人になった理由、今
後の対応についてお聞
きしたい。
・特許出願・登録の促進
は好ましいことだが、件
数の増加により、出願
費用・維持費用が大き
な負担となってくる。特
に海外出願について
は、さらに大きな負担を
強いられことになる。し
たがって、大学経営の
財務状況から、少なくと
も維持すべき出願数、
年間の出願数、マーケ
ティング等でライセンス
すべき年間件数・目標
収入など数値によるガ
イドラインを定めたうえ
で、特許出願件数向上
をめざすとともに、知財
そのものの質を高めて
いく努力が必要かと思う
が、このような数値目標
設定についてどう考え
ているか。

・e-ラーニングの参加者数が０人であったのは、学内
ポータルサイトそのものに課題があったことによる。その
ため、e-ラーニングの実施を一旦中断し、今後について
検討をしているところである。

・特許出願については、中期計画において年間出願件
数を80件～120件を維持することとしている。第２期中期
計画期間の早期において下限の80件を達成することを
念頭においている。そのため、第１段階として出願件数
を確保し、第２段階において出願内容の質の向上を図る
ことを考えている。現在は第１段階である。
　次に、出願については、企業との共同出願と単独出願
を想定しており、前者は費用を企業負担としている。後
者については、大学負担であるが、特許出願後に、企業
との共同研究を成約を目指し、契約時に当該特許を譲
渡することも含め、その際の企業から受領する金額を
もって、当初の出願費用をまかなうことを想定している。
　また、仮に共同研究を希望する企業が現れなかった場
合については、審査請求をせず、特許を放棄し、出願時
の費用負担以上の負担を回避している。
　最後に、海外出願については、ＪＳＴ(科学技術振興機
構）の「外国特許出願支援制度」を活用し、原則支援によ
る補助金を得たもののみ出願することとしており、出願
時の費用をコントロールしている（平成24年度実績約250
万円）。
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50
【重点】

中小企業家同友会
との包括連携を拡
充し、ホームドク
ター制度の会員数
を増加させる。ま
た、うめきた（健康
科学）、人工光合成
拠点（新エネル
ギー）を核としたセミ
ナー等を開催する。

・ホームドクター利用会員数：234社
・セミナー等の開催数／参加者数：32回／1,500人平成25年1月にOSTEC（一般財
団法人大阪科学技術センター）と産学官連携基本協定を締結した結果、OSTECの
賛助会員企業約50社がホームドクター制度会員となった。府大市大産学連携共同
オフィス事業での取組成果。
・ホームドクター制度会員数累計　H22:135　　H23:166　　H24:234

Ⅳ ・ホームドクター利用会
員数：234社という記載
はあるが、ホームドク
ター制度の活用実績は
どうなっているのか。
ホームドクター利用会員
数基準の判断でなく、利
用実績で自己評価すべ
きではないか。

　ホームドクター制度はかかりつけ医の中小企業技術相
談版であり、会員企業が必要とするときに簡単に相談で
きる仕組みである。
　従って、府大市大の共同オフィスではホームドクター制
度の普及に重点を置いて、地域産業界からのニーズに
対応できるように体制を作ることが重要と考えている。そ
の結果として会員企業からの相談件数増加に繋がると
計画している。
　平成24年度ホームドクター会員企業からの技術相談は
８２件であった。

59-2

5大がん及びその他
のがんについて「が
ん地域連携クリティ
カルパス」の推進を
図るなど、医療連携
の強化を進める。

■ 5大がんの地域連携パス
・乳がん地域連携パス　運用実績: 73件
・大腸がん地域連携パス　 運用実績：実数把握が困難（地域医療連携室を経由し
ない運用のため）
胃がん、肺がん、肝がんの地域連携パスについて、整備が完了した。
■その他の地域連携パスの運用・1月から新規に前立腺がん術後連携パスの運
用を決定

Ⅲ ・胃がん、肺がん、肝が
んの地域連携パスは、
まだ運用が開始されて
おらず、評価はⅢ→Ⅱ
が妥当か。Ⅲ評価とした
理由は何か。

5大がん全ての地域連携パスの運用を開始することでは
なく、5大がんのうち運用できるものから開始するという
趣旨で達成水準を設定した。
　胃がん、肺がん、肝がんについても、大阪府統一型が
ん地域連携パスに基づき、市大病院用がん地域連携パ
スを作成しており、今後市大病院医療連携「Face to
Faceの会」を通じて、学習会並びに交流会の開催、ま
た、関係医療機関へ計画的に働きかけを行い後方支援
病院の拡充を図り、パス運用に向けて進めていく。

61-2

学長裁量経費につ
いて、全学的視点
から大学の特色と
なる教育・研究・地
域貢献やその充実
に関し当初予算化
されていない緊急経
費に対して予算配
分できるように措置
する。

学長裁量経費については、直接的に教育・研究・地域貢献等に係る事項として、
第9回高校化学グランドコンテスト等に対して予算配分を行った。
・学長裁量経費　H19:24,300千円　H20:40,692千円　H21:37,910千円　H22:37,231
千円　H23:31,946千円　H24:22,053千円

Ⅲ ・学長裁量経費は年々
減少しており、評価はⅢ
→Ⅱが妥当か。内容的
にⅢ評価とすべきもの
を示してほしい。

実績金額が年々減少しているのは、他の経費と同様に
本経費の予算額そのものが縮減されている影響もある。
（予算額の推移)
H19年度：48,512千円、H20年度：45,601千円、H21年度：
42,092千円、H22・23年度：40,293千円、H24年度：30,000
千円）

（学長裁量経費の採択例）
・第9回高校化学グランドコンテスト：1,550千円
・経済学研究科の共同研究「健康格差と都市の社会経
済構造」で予定され
　ている国際ワークショップ開催費：1,750千円
・大学史資料室及び恒藤記念室の共同によるシンポジ
ウム開催及び研究
　叢書(第3集)刊行：1,160千円
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63-1

都市研究プラザ、複
合先端研究機構、
抗疲労研究拠点の
支援体制を整備す
る。

・複合先端研究機構ならびに抗疲労研究拠点の支援体制を整備すべく、人員増
加を要請していたが、組織改編含めて本年度での人員確保はできず。
・複合先端研究機構のうち、人工光合成センター拠点準備として委員会立ち上
げ。共同研究講座の受入体制は整った。
・抗疲労研究拠点としてうめきたに「健康科学イノベーションセンター」平成25年7
月開設予定。

Ⅱ ・複合先端研究機構な
らびに抗疲労研究拠点
の支援体制を整備すべ
く、人員増加を養成して
いたが、組織改編を含
めて本年度での人員確
保ができなかったという
記載がある。「支援体
制」というのは具体的に
どのような内容なのか、
新たに人員を増加させ
るのでなく、いずれかの
部局に機能付与するこ
とにより、支援体制を構
築することは、できない
のか。（Ⅱ評価の理由も
含めて）

「支援体制」とは、全学的プロジェクトとして研究環境の
整備と外部資金獲得の ための支援を行うことであり、そ
の中でも最も大きなウェイトを占める、事務的、技術的支
援等を行うための人員の配置については平成24年度中
に達成できなかった。
　平成25年4月より複合先端研究機構では、外部資金を
活用して新たに研究補佐員4名を配置し、教員の研究活
動の支援を行う一方で、事務担当である研究支援課で
は、平成25年6月より複合先端研究機構および人工光合
成研究センターの体制整備のため、事務職員1名、技術
職員2名、専任コーディネータ1名を配置している。

82-2

安全保障貿易管理
体制を整備するとと
もに、教職員の意識
高揚を図る。

・4月より安全保障貿易管理規程を施行、10月までに2件の相談受付実績あり（うち
1件はCISTECに相談）。
・7月に安全保障貿易管理担当のCDを採用。
・25年3月までに安全保障貿易管理委員会を立上予定であったが、設置時期が次
年度に繰越となった。
・1月に勉強会実施済み：参加者15人。　他の行事と日程が重なり、目標に対し参
加者数減少となった。
・HPへの該非判定ルール掲載。

Ⅱ ・4月より安全保障貿易
管理規程を施行。教員
への安全保障貿易管理
の必要性が浸透してい
ないという記載がある
が、大学において安全
保障貿易管理に関わる
事例とはどのようなもの
か。民間企業でサンプ
ル供与・製品輸出など
では、頻繁に当該規程
に関わる事例が発生す
る、もし、大学において
も当該規程に関わる案
件が多いとすれば、教
員への浸透もさることな
がら、承認システムに組
み入れた運用が必要で
はないか。
・教員への安全保障貿
易管理の必要性が浸透
していないということに
ついて、Ⅱ評価の理由
も含めて、今後の対応
をお聞きしたい。

大学における安全保障貿易管理は大きく分けて2つあ
り、指定国からの留学生・研究者の受入と海外への研究
情報提供(サンプル・メールデータ・PCの持出など)がこれ
に該当する。
　海外からの留学生・研究者の受入は研究支援課にて
事前チェックできる体制になっているが、教員の海外と
のメールデータの送信、PCの持出などについては、十分
に認識浸透ができていない。今後、教員の危機管理意
識を向上させるべく、説明会や研修会など、実施してい
く。
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（2）取組実績・判断根拠について意見のある項目
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コメント コメントに対する法人回答

概要
P2

○二つの方向での産
学連携の充実

・「二つの方向での産学連
携」の「二つの方向」とは
何を指しているのか。

『第二期中期計画に示す「新・市立大学」像』にて示され
た社会貢献の取組みにおいて、「先端的研究分野での
産学連携」と「地域にねざした産学連携」が本学における
「二つの方向」での産学連携となる。

5

平成25年度から実施
する新しい全学共通教
育のカリキュラムを編
成する。また、本学の
初年次教育の全体像
を説明し、特に新入生
の理解を促すための
初年次教育教材を拡
充する。

・新しい全学共通教育のカリキュラムのひとつとして、グローバルコミュニケーショ
ンコースのカリキュラムを確定した。
＜教育推進本部＞・6月13日の第1回中期計画の検討・実施にかかる教育改善
WGにおいて学修マップの作成及び副専攻プログラムの導入について検討した。・
7月11日の全学共通教務委員会において平成25年度後期よりグローバルコミュニ
ケーションコースの一環としてACE（Advanced College English)科目に新たに
TOEFL80＋のクラスを設置することとした。・7月11日の第2回中期計画の検討・実
施にかかる教育改善WGにおいて、文部科学省の「グローバル人材育成支援事
業」にエントリーした旨報告した。・「グローバル人材育成支援事業」に採択されな
かったもののグローバル人材の育成を引き続き行うこととした。・グローバルコミュ
ニケーションコースを実現化するため、10月24日教育担当副学長を議長に新たに
WGを設置した。・平成25年2月18日開催の教育研究評議会において、「本学の学
士課程教育の現状に関する調査」の報告を行った。
＜各学部・研究科＞　各学部において、初年次教育の教材としても活用できる学
修マップを作成した。　平成25年度後期から開始予定のグローバルコミュニケー
ションコース等の全学的な動向をふまえ、各学部において、初年次から卒業まで
の履修について検討した。

Ⅲ 大学教育センターの初年
次セミナーについて
・総合教育科目A「大阪市
大でどう学ぶか」の開講に
関し履修者が116名、
H24:5講座/60人受講と
なっている。この数字な
ら、約1500人の新入生に
対し、極めて少数しか受講
してないことになり、新入
生全体に対し影響力の少
ない講座ということにな
る。新入生が今後、大阪
市大で真剣に学んでいくと
いう姿勢に大きく影響する
のが、この初年次セミナー
のはずであり、そういう点
からすると、この講座につ
いては、むしろ全員の受講
を必須とし、かつ「大阪市
大でこう学んでほしい」と
いう、大学としての積極的
な姿勢を打ち出し、新入生
の学ぶ意識の方向付けを
するべきではないか。

・第１期中期計画期間において、本学の初年次教育のあ
り方に関する検討を行った。それを踏まえて第２期中期
計画期間においては初年次教育の科目を、各学部の専
門教育科目として１年生全員に受講させるとともに、より
幅広い総合的な学びへの動機づけを目的とした発展的
な初年次教育科目を、全学共通教育で選択科目として
提供することになった。「大阪市大でどう学ぶか」と「初年
次セミナー」は後者に当たる。このような位置づけであ
り、１年生全員に受講させる必要はないと考えている。
・第２期中期計画期間において、初年次セミナーはH24
年度とH25年度に5科目ずつ提供されており、「縮小傾
向」とは言えないかと考える。繰り返しになるが、大学で
の学びへの移行を促す初年次教育科目は、各学部の専
門科目として１年生全員に提供されている。

平成24年度業務実績報告書に関する各委員意見

１．教育に関する措置

Ⅰ　教育研修等の質の向上を達成するための措置



（2）取組実績・判断根拠について意見のある項目

年度計
画No.

平成24年度計画 取組実績

法人
自己
評価

コメント コメントに対する法人回答

＜大学教育研究センター＞
①全学共通教育の新カリキュラム編成に対する支援●全学的支援活動・全学共
通教育を明確に位置づけるように配慮した各学位プログラムの学修マップを作成
した。さらに学修マップ作成も含めた「本学の学士課程教育の現状に関する調査
報告書（2013年3月）」を作成した。・カリキュラム改訂の基礎となる「総合教育科目
の到達目標に関するアンケート調査報告書（2012年12月）」を作成した。・第19回
教育改革シンポジウム「本学の国際化・グローバル化に対応する教育・研究のあ
り方」を開催し、大学全体での国際化・グローバル化に対応する教育・研究の方向
性について検討を行った(H24.9.27　13:00～14:45、参加者69名)。・第10回FD研究
会「大阪市立大学における「グローバル人材」育成の未来像を探る」を開催し、全
学共通教育と学部専門教育の両方を通じてグローバル人材育成を図るカリキュラ
ムのあり方について検討を行った(H24.9.27　15:00～17:30　参加者63名)。●グ
ローバル・コミュニケーションコースの設置・グローバル・コミュニケーションコース
デザインに関する原案資料を作成し、グローバル・コミュニケーションコース設置
ワーキング第1～3回(H24.10.24、H24.11.28、H25.1.16)にて検討するとともに、検討
結果に基づいて平成25年度新入生向けチラシの原案を作成した。・引き続き、グ
ローバルコミュニケーションコース設置ワーキングにて、コース設置のために必要
な情報を提供した。●教育・FDに関する教員の意識調査分析(カリキュラム改善)・
カリキュラム改訂の基礎資料を得るため大阪市立大学の教育・FDに関する教員
の意識調査本調査（H23年度実施）の結果におけるカリキュラム改善に関する項
目について「大阪市立大学の教育・FDに関する教員の意識調査　本調査数値部
分報告書本調査自由記述部分報告書（中間）　予備調査報告書（2013年3月）」と
して取りまとめた。
②初年次教育教材の改訂・初年次教育教材「新入生のための授業選び案内」を
改訂した。
③初年次セミナーの開講・初年次セミナーを5講座開講した。また、総合教育科目
A「大阪市大でどう学ぶか」を開講し、調査実施と報告を行い(H24.7.25実施、履修
登録者116名、回答者96名、履修登録者に対する回答率88.2％、当日の出席者に
対する回収率100%)、またその結果に基づいて平成25年度に向けた科目内容の改
訂も行った。
・FD研究会参加者数　H19：83人　　H20：74人　　H21：99人　H22：60人　　H23：62
人　　H24：63人
・教育改革シンポジウム参加者数　H19：49人　 　H20：89人　　H21：427人　H22：
72人　　 H23：61人 H24：69人
・初年次セミナー講座数／受講者数　H21：9講座／120人　　　H22：9講座／77人

・グローバル・コミュニケー
ションコースの設置は評価
できる。自己評価Ⅲは妥
当であるが、初年次セミ
ナーは縮小傾向にある。
今後の取組み方針につい
ておききしたい。



（2）取組実績・判断根拠について意見のある項目

年度計
画No.

平成24年度計画 取組実績

法人
自己
評価

コメント コメントに対する法人回答

6-2

各学部・研究科におい
て、インターンシップの
効果的な活用、実務経
験者による講義、
フィールドワーク等に
より、キャリア支援を図
る。

各学部・研究科において、実務経験者による講義やフィールドワークにより、学生
のキャリア支援を図った。
（商）経営者等ビジネス現場との交流を重視した科目「キャリアデザイン論」他を開
講。卒業生による「商友会講座」開講。河南町とインターンシップ協定。（経済）キャ
リア形成ゼミ(16人受講)、経友会講座(446名受講)を実施。
（法）学部で実務家による授業「金融商品取引法」、「知的財産法」を提供。法曹養
成専攻で弁護士事務所におけるエクスターンシップ(年2回)、中小企業向け無料法
律相談、修了生による説明会を実施。
（文）教育促進支援機構主催の進路支援セミナー（スタートアップ、内定者報告会、
教採セミナー）を3回開催、延べ80名参加。進路支援メールマガジンを15号発行。
（理）「科学のプロ」の育成の一環として、外部実務経験者(弁理士)による講座を実
施。
（工）「技術経営論」など実務経験者による講義実施。都市学科、都市系専攻で学
外インターンシップをカリキュラムに組み込み。
（生科）居住関係コースで建築士認定のためのカリキュラムなど、資格関連で学外
者による科目提供やインターンシップ制度を実施。大学院教育改革支援プログラ
ムでは市大附属病院や地域で専門職教育を受ける体制整備。
（医）従前より1回生からの早期臨床実習実施。5回生に附属病院でのBSL（臨床
実習）、市内24区の保健福祉センターでの実習。6回生に外部の施設、あるいは附
属病院での選択BSL実施。外部施設には青森県のへき地診療所を含む。（看護）
教員の大部分が実務経験者であり外部実務者の授業も実施。3年生を対象に、臨
床で働く卒業生を招き説明会や交流。
（創都）実務経験者によるワークショップやフィールドワークを用いた課題研究を定
常的に実施。
・大阪府大、大阪市大、兵庫県立大の3大学共同の事業で、博士号取得後10年以
内のポスドク、及び、後期博士課程の院生を対象として、企業とのインターンシッ
プを含めた産業界のニーズに対応する｢ポストドクター・キャリア開発事業｣を開始
した。
・公務員試験対策講座受講者　H19:95人 　　H20:134人 H21:173人　H22:172人
H23:157人 H24:153人
・公認会計士講座受講者　H19:18人 　 H20:56人　　H21:34人 　H22:24人
H23:16人 H24:中止
・共催によるカレッジTOEIC受験者　H20:631人 H21:672人 H22:735人 　H23:585人
H24:608人

Ⅲ 「ポストドクター・キャリア
開発事業」について
・３大学の共同事業とし
て、博士号取得後10年以
内のポスドク、および、後
期博士課程の院生を対象
として、企業とのインター
ンシップも含めた産業界の
ニーズに対応する当該事
業を開始したと記載されて
いる。他方、一般的に博士
号取得者に関して言え
ば、昨今のポスドクの増加
に加え、企業とのミスマッ
チも増え、博士号保持者
が希望する就職ができな
いという問題が顕在化して
いる。そのために、もっと
早期（たとえば博士課程前
期）に産業界における博
士へのニーズ・具体的な
期待イメージを知る機会を
設け、それを知ったうえ
で、博士後期課程終了後
のキャリアパスイメージを
持って、学業に専念するこ
とが必要かと思う。そうい
う意味で、当該事業の対
象者の幅をもっと若年層
にまで広げてはどうか。

 「ポストドクター・キャリア開発事業」は文部科学省の科
学技術人材育成費補助金で実施している。
　補助金を事業に充当できる対象はポストドクターに限
定されているが、ご意見のようにキャリアパスの形成は
早い段階から学生の成長に合わせて繰り返し行うことが
必要であると考えている。
 そのため、学部３回生向けに開講していた企業経営者
を講師とする「技術経営論」を、補助事業の目的に合わ
せて「技術経営特論」として内容を見直して前期博士課
程、後期博士課程にも拡張し、さらに事業を共同実施す
る大阪府立大学および兵庫県立大学で開講される産学
連携実践講義を遠隔中継して前期博士課程の学生にも
聴講可とすることによって、若年から成長段階に合わせ
て理解できるように改善している。



（2）取組実績・判断根拠について意見のある項目

年度計
画No.

平成24年度計画 取組実績
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自己
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コメント コメントに対する法人回答

7
【重点】

大学院のあり方を全学
的に検討し、全学的共
通教育の実施や他研
究科との相互単位取
得の促進など、柔軟な
カリキュラム編成をは
じめとする、大学院課
程における教育・研究
支援等の充実策を検
討する。各研究科にお
いても、柔軟なカリキュ
ラム編成をはじめとす
る大学院課程の充実
策を実施し専門性の
高い研究者等を養成
する。

・平成24年9月12日に開催された第3回学部・大学院教育教務委員会において、
「大学院における英語のみで修了できるコースの設置」について、平成26年度中
試行的設置向けて、今後プロジェクトチームを立ち上げカリキュラム等を検討する
こととなった。
・平成24年9月27日に「本学の国際化・グローバル化に対応する教育・研究の在り
方」をテーマに第19回教育改革シンポジュウムを開催した。
・大学院での全学的共通教育の実施の可能性を検討するために、ポストドクター・
キャリア開発事業（文部科学省）の一環として、工学部の専門科目「技術経営論」
を全研究科の前期および後期課程の学生に特別講義として公開した（平成24年
度「技術経営論」参加者数：69名）。　また、同事業の一環として、工学研究科にお
いて「技術経営特論」を平成25年度後期に開講することを決定した。
・各研究科において、他研究科との相互単位取得の他、海外派遣や資格取得等
の具体的な取組みにより、大学院教育の充実を図っている。
（商）従前より定性的方法論・定量的方法論等を必修科目として設置（経済）韓国・
全南国立大学経営学部との単位互換、リーディング大学院申請
（法）大学院英語コース設置の検討。院生の研究教育機関への就職の備えとし
て、学部論文指導のチューターとして採用し院生主体で論文執筆説明会を実施。
（文）英語発信力向上のための集中講義提供。日本学術振興会の若手研究者海
外派遣プログラム活用による院生やPDの海外派遣。教員の専修免許状や専門社
会調査士の資格取得のためのカリキュラム提供。
（理）化学人材育成プログラムを実施し、関連科目の新設や、科目内での博士課
程在籍者の高校派遣（高校化学グランドコンテスト発表テーマの指導）を実施。院
生の研究発表のための国内外派遣、数学院生談話会の企画、数学オープンソー
スによる特別授業等実施。（工）研究科内他専攻や他研究科との相互単位取得が
可能。（生科）院生10名が工学研究科で35単位分を、3名が創造都市研究科で15
単位分受講。工学研究科の院生2名を受入れ。
（医）大学院改革推進委員会を立ち上げ、「博士課程臨床医科学の出願制限緩
和」、「博士課程秋入学制度の導入」、「社会人入学制度の導入」、「MD-PhDコー
スの導入」について、26年度からの制度化を目標に協議。
（看護）大学院運営委員会を13回開催、今後のカリキュラム編成の検討スケジュー
ル及び平成25年度の教育内容について検討。
（創都）修了後のキャリアアップ支援のため、「3セクター協働の地域活性化人材育
成プログラム」を中心に、各セクターとの協議による資格づくりを構想中。

Ⅲ ・英語のみで終了できる
コースの設置は前向きの
取組みで評価したいが、ど
の学部に適応していくか
の計画についてお聞きし
たい。
・工学部専門科目「技術経
営論」を全研究科に公開し
たことについて、どういう
結果を得られたのかお聞
きしたい。

・英語のみで終了できるコースについて
　文系４研究科を横断する英語のみで修了するコースの
実現について検討中である。
　また、新たなコースの設置ではないものの、生活科学
研究科においては、食・健康科学コースにおいては、後
期博士課程では英語のみで修了可能です。また英語に
よる大学院入試も要望があれば行ってきている。
　そして、経済研究科においては、後期博士課程におい
て入学試験に英語のみを課し、講義・演習も英語で行
い、博士論文を作成するプロセスを検討している。
・「技術経営論」の公開について
　平成２４年度は特別講義として「技術経営論」を全研究
科に公開したが、この経験に基いて、平成２５年度から
工学研究科の正式科目「技術経営特論」として全研究科
に提供できるようカリキュラムの一部変更および履修規
定はシラバスの制定などの制度化を行った。なお、この
科目は平成２４年１０月にスタートした文部科学省の科
学技術人材育成費補助金による「ポストドクター・キャリ
ア開発事業」の一環として実施する産学連携講義の一
つに位置づけられる。平成２４年度は大学院生の参加は
数人に留まったが、大学院教育充実のための施策の一
つとして今後の実質化のための第一歩を踏み出せたも
のと考えている。
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8-1
【重点】

大学院教育の環境整
備に係る外部資金を
調達する取組みにつ
いて戦略的教育経費
の配分などの支援を
行う。

・6月18日に開催された教育推進本部会議において平成24年度特色となる教育体
制への支援事業（戦略的教育経費3000万円）について、採択件数19件のうち8件
が大学院対象のプロジェクトとした。
(経費の対象となる事業）文部科学省が実施する教育に係る支援プログラム等へ
の応募準備、実施事業への支援事業終了後の継続支援など、全学的な必要性が
認められ、かつ、本事業による支援がなければ実施困難なもの）
（採択例）経済学研究科「プラクティカル・エコノミスト養成のための学習支援と英語
での発表力の強化」（採択額　2,190千円）・引続き、教育推進本部において戦略的
教育経費の配分方法等について検討していく。
・戦略的教育経費　H21:300万円　　　　H22:1100万円
　H23:1100万円　　　H24:3000万円

Ⅲ ・特色のある教育体制へ
の支援が19件（うち大学院
8件）実施されているのは
大学の特徴を育てるうえ
で有効であろうと期待され
るが、教育体制は継続し
て行わなければ価値が生
かされにくいかと思う。こ
のような取り組みを単年度
限りになる恐れのある戦
略的経費と位置づけるも
ので賄うことについてのお
考えはどんなものか。期限
付き経費の問題点は文科
省のCOE関係プログラム
などで強く感じられた。
経済学研究科以外ではど
のようなプログラムが採択
されたのか、お聞きした
い。
・経済学研究科「プラクティ
カル・エコノミスト養成のた
めの学習支援と英語での
発表力の強化」が採択例
として記載されているが、
このような実際的かつ実
社会が必要とする人材育
成プログラムは、非常に価
値があると思う。
No.6-2のような「ポスドク
キャリア開発」においても
戦略的教育経費を配分し
支援されることを期待す
る。

限られた大学全体の予算を踏まえつつ、しかし、本学と
して特色のある教育体制を構築していく必要がある。そ
のため、本件のような制度において、予算の効果的な配
分を行っている。
　御指摘のように単年度で事業が終了することもありえ
るものの、実施事業への支援や実施終了後の継続支援
なども本件支援において対象としており、支援するべき
事業を採択する制度としている。
　また、採択されなかった事業については、必ずしも廃止
されるわけではなく、初期段階の費用を本件支援や外部
資金等でまかない、その後運営費用を抑えた上、各研究
科等の予算の範囲において継続することもある。

採択例
経営学研究科（大学院生） 医療・福祉分野の経営者育
成プログラム－社会人プロジェクト研究による実践変革
型経営教育－
文学研究科（大学院生） 文学研究科インターナショナル
スクール（IS)
理学研究科（大学院生） 物質分子系の組織的な大学院
教育改革の推進と化学人材育成
理学研究科（大学院生） 学生の自主的研究活動支援と
オープンソース数学ソフトウエアによる新たな数物系教
育
看護学研究科（大学院生） 看護学研究科の大学院生に
対する英語プレゼンテーション能力の強化
生活科学研究科（大学院生） 地域ケアを担うPh.D.臨床
栄養師の養成（病院と地域をつなぐ栄養管理のエキス
パート養成大学院）
創造都市研究科（大学院生） ３セクター協働の地域活性
化教育プログラム－公共・市民・ビジネス部門連携の地
域活性化コーディネータ人材育成－
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9
【重点】

各学部研究科は、社
会人選抜入試や科目
等履修生の受入れ、
長期履修学生制度な
ど、各学部研究科の教
育方針に沿った社会
人教育の充実を図る。

・各学部・研究科において、社会人特別入試の実施や長期履修学生制度、科目等
履修生の受入れにより、社会人の積極的な受入れや履修環境整備を行っている。
（商）大学院の社会人プロジェクトにおいて継続的に10名以上受入れ。
（法）面接試験により科目等履修生の受入れ。大学院法曹養成専攻においては，
育児中の学生等のためにクラス分けに配慮。
(文)長期履修学生制度を10名利用。（理）24年度より長期履修学生制度を導入。
社会人を含めた後期博士課程10月入試制度を導入。
（生科）前期博士12名(106名中)、後期博士19名（48名中）が社会人学生。長期履
修学生制度も活用されている。
（医）修士課程で社会人学生受入れ、昼夜開講授業。博士課程の社会人入学制
度について協議中。
（看護）平成25年度より学部における学士・社会人入試を実施。
（創都）博士課程の長期履修学生制度を検討中。・社会人対象の入試による入学
者（学部＋院）　H19:186人　　H20：156人　　　H21：183人　H22：135人　　H23：125
人　　　H24：129人
・長期履修学生制度　利用実績（人）　　※当該年度に利用を開始した人数
H21 H22 H23 H24 合計　法 　　 　 0 0 0 0　　 0　生活科学 7 5 3 　2　 17　医 　　 0
0 1 1　文 　 2 5 10 17　工 0 1 0 1　看護 1 4 3 8　理　　　 　　　 　　　　　　　0　 0 合
計 7 8 13 16 44
・科目等履修生数(学部・院)　H19:69人(65人、4人)　　　H20:66人(63人、3人)
H21:47人(41人、6人)　　　H22:47人(43人、4人)　H23:40人(34人、6人)　　　H24:40
人(35人、5人)

Ⅲ ・社会人対象入試で相当
数の学生を獲得している。
人数集計を　学部＋院　と
してあることに何か理由が
あるのか。別々に記した方
が判断できることもあるよ
うに思う。
・医学部社会人入学博士
課程の具体的カリキュラム
はどのようにしておられる
のか、修士課程は、薬学
関係者を対象にしている
のか。

・人数の集計について
　今後はそのように表記する。
　また、平成24年度大阪市立大学データ集では社会人
入試の項目を設定し、各学部・研究科別に細分化して掲
載している。
　なお、学部と研究科に分離したデータは下記のとおり。

　社会人対象の入試による入学者
　　H19：学部21人、院165人、計186人
　　H20：学部25人、院131人、計156人
　　H21：学部25人、院158人、計183人
　　H22：学部　5人、院130人、計135人
　　H23：学部　0人、院125人、計125人
　　H24：学部　3人、院126人、計129人

・医学部社会人入学博士課程の具体的カリキュラムにつ
いて
　大学院博士課程のプログラムを大別すると、専門教育
科目、セミナー・研究指導、共通教育科目に分類できま
す。そのうち、研究指導が入学者にとって最重要科目に
なりますので、入学希望者の受け入れの際には、社会
人　　　　　　　入学希望者を含む全ての入学希望者に対
し、必ず受入予定教室での事前相談の場を設定してい
ます。その際に、入学希望者の指導希望内容と、教室と
して提供できる指導内容の擦り合わせを行い、その内容
を元にして、入学後、指導教員による指導を行っていま
す。また、指導の時間帯に関しても、朝昼帯から夜間ま
で、フレキシブルに実施しています。
修士課程については、理工系出身の方や、コメディカル
の方を中心の受け入れ状況になっています。薬学関係
の方については、博士課程への出願が可能であり、修
士課程に出願される方は皆無の状況です。
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11-2
【重点】

経営学研究科におけ
る「社会人プロジェクト
研究」や生活科学研究
科における「ＱＯＬプロ
モーター育成プログラ
ム」など、各研究科に
おいて、都市や地域の
活性化を担う高度専門
社会人を育成する。

・各学部・研究科において、医療、福祉、法学、社会学、理学等、都市や地域の活
性化に寄与する多岐にわたる分野において、資格取得カリキュラムの提供や専門
プログラムの実施により、高度専門社会人を育成している。
（商）社会人プロジェクト「医療福祉マネジメント」研究において社会人12名受入
れ。（法）法曹養成専攻において関西他で活躍する法曹人材を育成している。法科
大学院の人気低迷で入試出願者数が減少する中、優秀な人材の確保のためプロ
ジェクト・チームを立ち上げ、入学試験の実施時期や入試科目の配点を見直しに
着手。（平成24年度法曹養成専攻　入学者55名、修了者53名）
（文）社会学、心理学専修の院生が専門社会調査士カリキュラムにより資格取得、
研究者として就職。日本史専修の院生2名が博物館学芸員(正規職)として就職。
（理）「科学のプロ」の育成のために、外部専門家（弁理士）による講座実施。化学
人材育成プログラム実施に伴う学術交流研究、学際的プランナー養成特別プログ
ラム、「特別指導論」科目新設。
（工）後期博士課程に社会人学生受入れ。高度な専門社会人の育成事業の検討
を進め、シンポジウムを開催し、工学研究科共創研究機構を設立。
（生科）ＱＯＬプロモーター育成について、毎年15名前後の受講生と5名程度の修
了生を得ている。大学院教育改革支援プログラムでは市大附属病院および地域
における専門職教育を受ける体制を整備。
（医）博士課程で「7大学連携先端的がん教育基盤創造プラン(第二期がんプロ
コース)」(文科省採択事業)により臓器横断型・職種横断型の講義、実習を実施。
第二期がんプロコース5科目の入学試験を2月実施、4月からの入学者5名確定。
<平成24年度　各種資格試験合格率>
・司法試験合格率　　 17.6％ (18人合格/102人中）・管理栄養士合格率　 86％ (31
人合格/36人中）・社会福祉士合格率　　 91％ (10人合格/11人中）・医師国家試
験合格率　 97％ (96人合格/99人中）・看護師国家試験合格率　100％ (53人合格
/53人中）・保健師国家試験合格率　100％ (67人合格/67人中）

Ⅲ ・（商）社会人プロジェクト
「医療福祉マネジメント」研
究における社会人12名受
け入れについて、この12
人は、当該プロジェクト参
画によって、何らかの資格
あるいは、高度専門社会
人として顕在化できるグ
レードを取得できるのか。
・法曹養成達成水準は60
人であるが、司法試験合
格は18人。目標達成の将
来像はどのように考えて
いるか。

・社会人プロジェクトに所属する社会人は医療や福祉の
マネジメントの現場での課題を解決するために参画して
おり、研究成果を現場に持ち帰ってもらう。資格としては
修士（経営学）の資格を修得することになる。
・平成24年度の司法試験に関しては全国平均の合格率
をはじめて大きく下回ったが、従来は概ね全国平均の合
格率を確保していることから、今後とも全国平均を上回
る合格率を確保することが目標である。なお、司法試験
の平均合格率を超える合格率を確保しているロースクー
ル(募集停止を したところを含めて現在74校存在する)は
平成24年度15校(市大27位)、平成23年度19校(市大17
位)、平成22年度20校(市大18位)、平成21年度 17校(市
大21位)、平成20年度19校(市大12位)、 平成19年度20校
(市大16位)にすぎず、決して低い目標ではないこと、 司
法試験の平均合格率は毎年変動するが、 司法試験の
受験者数がそれなりに安定した平成21年度以降につい
ては概ね25％程度で推移していること(平成21年度27．
6％、 平成22年度25％、平成23年度23．5％、平成24年
度25．1％)、及び、司法試験の全国平均の合格率は当
然のことながら司法試験の合格者数によって左右される
ところ、現在法曹養成制度について大幅な改革が政府
に設置されている法曹養成検討会議において試みられ
ており司法試験合格者数についても見直しが計られる
可能性が高いことから、今後の司法試験の平均合格率
の数値については予想が困難であることを付記してお
く。
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14-1
【重点】

平成25年度から新しい
全学共通教育のカリ
キュラムを実施するの
に合わせて、グローバ
ル人材の育成を目的
とした副専攻コースを
設置するための準備を
行う。

6月13日の第1回中期計画の検討・実施にかかる教育改善WGにおいて「副専攻プ
ログラム」について検討を行った。
・7月11日の全学共通教務委員会において平成25年度後期よりグローバルコミュ
ニケーションコースの一環としてACE（Advanced College English)科目に新たにTO
ＥFL80＋のクラスを設置することとした。
・10月24日第1回グローバルコミュニケーションコース設置ワーキング開催
・11月28日第2回グローバルコミュニケーションコース設置ワーキング開催
・1月9日開催の学部大学院教務委員会でグローバルコミュニケーションコース設
置を検討する。
・平成25年2月18日開催の教育研究評議会において、平成25年新入生から40人
規模のグローバルコミュニケーションコースを設置することを報告した。

Ⅲ グローバルコミュニケー
ションコースの設置につい
て
・平成25年新入生から、40
人規模のグローバルコミュ
ニケーションコースを設置
することを報告したと記載
されているが、これは、１
つのクラスの規模が40人
という意味か、それとも
コースそのものが40人とい
うことか。新入生は約1500
人に対し、当該コースの該
当者が40人であれば、グ
ローバル人材育成のため
のプログラム参加数として
少なすぎるのではないか。
・グローバルコミュニケー
ションクラスに40名規模の
TOEFEL80+ クラスという
のは実態としてどのような
教育を行い、大学としてど
のようなとらえ方になって
いるのか。

　グローバルコミュニケーションコースの設置は、40人程
度を予定しており1クラスで運営する予定である。このク
ラスは、英語の共通科目の最高峰であるADOVANCE
COLLEGE ENGLISH 科目群のなかに、TOEFL80+を創
設し、その履修者を対象とし、来年３月にカナダのビクト
リア大学にこのコースのための特別クラスを設置し、短
期留学をさせるというものである。
　いわば、トップアップコースとしてグローバルコミュニ
ケーションコースを設置するものである。上位者に絞るこ
とについては、入学時から力がありながら入学後は「噴
きこぼれ」ている学生に力をつけてもらうための機会とし
て、同コースを設置する方向性が打ち出された背景があ
る。
　なお、ボトムアップについては、従来からのネイティブ
が全１年生を２５人の少人数クラスを教える方法を継続
しながらグローバル人材の育成を行う。

補足１：噴きこぼれている学生についての分析について
　平成19(2007)年度の本学の英語教育改革を経て、英
語科目CE(カレッジ・イングリッシュ)が3段階の習熟度別
クラスを設定して実施され、この成果について2007年か
ら2010年までの学修成果の推移をメタ分析した結果、下
位・中位クラス(＝設定されているクラスのうち9割以上)
では一定の学修成果がみられたものの、上位クラスは
力を十分のばせていない可能性が示唆されたことによる
(大阪市立大学英語教育開発センター(EEDC)レポート
平成23年度より)。
補足２：上位者と考えられる学生の人数について
　グローバル・コミュニケーションコースで学んでほしい上
位者の基礎運用能力の目安は、入学時のTOEIC-IPテス
トのスコア550点以上(理想としては600～650点)である。
入学時のTOEIC-IPテストで550点以上をマークした学生
はおよそ20％(280人程度)、600点以上をマークした学生
は約10％(150人程度)であった。海外研修を必修してま
で主専攻にプラスアルファで学びたい意欲のある学生が
TOEFEL80+ クラスについて
　目標はグローバル・コミュニケーションコースの一環とし
て、国際的に活躍するための英語運用能力を備えた人
材を養成することである。米国・カナダ・オーストラリアの
主要大学の入学基準である TOEFL 80以上の英語力を
有する学生を対象に、ドリル等の演習形式の授業を行
い、４技能（reading, writing, listening,speaking）を鍛える。
なお、評価方法は小テスト、課題、平常点を総合的に評
価する。
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【15-1】
大学教育研究センター
は、学生の学習を促
進、深化させるため
の、教育評価のあり
方・示し方に関する研
究を行うとともに、第一
期中期計画時の研究・
実践を引き継ぎ、学習
成果の測定に関する
研究を進める。

大学教育研究センターは教育の評価に関する取組として、①ワークショップ・セミ
ナーの開催、および②実施した調査の分析結果等の報告を実施した。
①ワークショップ・セミナーの開催
●シンポジウム・研究会・ワークショップ・セミナー
・第15回大学教育研究セミナー「入門物理学実験・基礎物理学実験Ｉ・ＩＩ学生アン
ケート調査報告」を開催した(H24.6.22、参加者25名)
②実施した調査の分析結果等の報告
●教育の評価の規準となる、各学士学位プログラムのアドミッションポリシー、ディ
プロマポリシー、カリキュラムポリシーを含んだ学修マップを作成し、「本学の学士
課程教育の現状に関する調査報告（2013年3月）」として取りまとめ、第10回教育
研究評議会（H25年2月18日）にて報告した。
●教育の評価に関する学部・研究科への支援「生活科学部居住環境学科教育プ
ログラム評価に関する打ち合わせ」（H24.10.23）居住環境学科の教育プログラム
評価を中心に、教育プログラムの評価について大学教育研究センターの支援のあ
り方等について検討を行った。
●英語教育プログラムの評価・大学教育学会第34回大会にて本学の実践例「英
語教育プログラム改革事例の検証と改善への考察」を報告した。(H24.5.26北海道
大学)
●教育・FDに関する教員の意識調査分析・大阪市立大学の教育・FDに関する教
員の意識調査本調査結果における学生の学習成果の評価に関する項目の分析
を行い第5回および第9回大学教育研究センター研究員会議(H24.9.14および
H25.2.8)にて報告(数値部分中間報告および数値部分最終報告・自由記述部分中
間報告)し、「大阪市立大学の教育・FDに関する教員の意識調査　本調査数値部
分報告書　本調査自由記述部分報告書（中間）　予備調査報告書（2013年3月）」と
して取りまとめた。
●入学者選抜と学生受け入れの評価（入学者追跡調査）・H18年度～23年度入学
者のデータ分析を実施し、その結果を「入学者追跡調査結果報告（平成25年3
月）」としてまとめ第11回教育研究評議会(H13.3.18)にて報告し学内周知を図った。
・FDワークショップ参加者数　H19：23人　　H20：23人　　H21：34人　H22：77人
H23：51人　　H24：21人
 ・大学教育研究セミナー参加者数　H19未実施　　 H20：9人　　　H21未実施
H22：98人　　　H23：132人　　H24：25人

Ⅲ ・この項目は、p.15 No.5,
p.25 No.13-2, p.27 No.15-
1と重複する。評価項目の
選び方を工夫する必要が
あるのではないか。

　各項目の中期計画はそれぞれ内容を異にするもので
ある。しかし、それぞれを各年度の計画に落とし込み、年
度計画の達成に向けた取組において、重複したものが
ありえる。これらは、１つの取り組みが複数の観点で捉え
ることができる場合や基礎情報として共通して利用でき
る場合など、様々な場合がありえると考える。
　しかし、ご指摘のとおり、今後さらに精査し、中期計画
の達成に向けたより優れた年度計画となるように努力し
ていきたいと考えている。
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（2）取組実績・判断根拠について意見のある項目

年度計
画No.

平成24年度計画 取組実績

法人
自己
評価

コメント コメントに対する法人回答

【17】
大学教育研究センター
は、本学の学生が真に
学ぶための学士課程
教育･大学院教育に資
する各種取組の企画
やその基礎となる調
査･研究を進め、各学
部等の教育への助言･
支援を行う。

大学教育研究センターは同センターに関する取組として以下の①～③の取組を実
施した。
①教育・FDに関する教員の意識調査分析
・平成24年度教育推進本部経費「FDに関する教員の意識調査分析」を申請し第2
回センター会議にて報告した(H24.5.2)。・大阪市立大学の教育・FDに関する教員
の意識調査本調査結果(配布対象889名、最終回答者289名、最終回答率32.5%)の
実施経過について第1回大学教育研究センター研究員会議(H24.4.14)にて報告
し、その後分析を行った結果を第5回および第9回大学教育研究センター研究員会
議(H24.9.14およびH25.2.8)にて報告(数値部分中間報告および数値部分最終報
告・自由記述部分中間報告)し、「大阪市立大学の教育・FDに関する教員の意識
調査　本調査数値部分報告書　本調査自由記述部分報告書（中間）　予備調査報
告書（2013年3月）」として取りまとめた。
②シンポジウム・研究会・ワークショップ・セミナーの開催
・第15回大学教育研究セミナー「入門物理学実験・基礎物理学実験Ｉ・ＩＩ学生アン
ケート調査報告」実施(H24.6.22、参加者25名)
・第19回教育改革シンポジウム「本学の国際化・グローバル化に対応する教育・研
究のあり方」開催(H24.9.27 13:00～14:45、参加者69名)
・第10回FD研究会「大阪市立大学における「グローバル人材」育成の未来像を探
る」開催(H24.9.27 15:00～17:30　参加者63名)
③その他の取組
●ポスドクキャリア開発事業申請
・大阪市立大学、兵庫県立大学、大阪府立大学による地域貢献型高度人材育成
事業に参画し、その経過を第3回、第7回、第9回および第10回大学教育研究セン
ター研究員会議(H24.6.8、同11.9、H25.2.8および同3.8)にて報告した。
●文学研究科FD委員会主催、大学教育授業実習制度の事前事後研修実施への
参画
・大学教育研究センターより事前研修への講師派遣(H24.4.25 16:20～17:50、
H24.5.11第2回大学教育研究センター研究員会議にて報告)および実習生1名の実
習授業見学3回を行い、その経過を第2回大学教育研究センター研究員会議にて
報告し(H24.5.11)、後期事前研修ヘの講師派遣（H24.11.13 9:00～10:30、H24.12.14
第7回大学教育研究センター研究員会議にて報告)、実習生2名の授業実習各3回
宛の見学、事後研修および大学FD論研修（H25.3.10、15:00～17:30）を実施した。
●文学研究科FD研修会への支援
・文学研究科FD研修会に講師を派遣し「大学・学生・FD ―学位プログラムと学生
の学習成果」について報告し議論を行った。(H25.3.1016:30～17:30、参加者13名)

Ⅲ
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（2）取組実績・判断根拠について意見のある項目

年度計
画No.

平成24年度計画 取組実績

法人
自己
評価

コメント コメントに対する法人回答

●工学部FD活動への支援
・工学部FD研修会にて「数学・理科基礎調査」による状況分析」、「グローバル教
育」への取組とこれから　「学士課程教育に関する学部・研究科訪問調査プロジェ
クト」を踏まえた現状分析と提言」を報告した(H24.9.28 15:00～18:10、参加者45
名)。●生活科学研究科FD研修会への支援
・生活科学研究科FD研修会に講師を派遣し、「高等教育に関する政策について」
のタイトルで話題提供を行った(H24.3.12　16：20～17：20、参加者25名)。
●大学教育だより第10号およびアンロゾ第14号の発行
・大学教育だより第10号およびアンロゾ第14号について、H24.5.11 第2回研究員会
議より審議および編集作業を開始し、H25.3月末付けで発行･配付した。
●学外との情報交換
・関西地区FD連絡協議会総会において「大阪市大の自律的日常的教育改善・FD
宣言と全学＆部局FD」を報告した(H24.5.19)。
●英語教育プログラム
・大学教育学会第34回大会にて本学の実践例「英語教育プログラム改革事例の
検証と改善への考察」を発表した(H24.5.26北海道大学)
●各種報告書
・「本学の学士課程教育の現状に関する調査報告書」を作成した。
・「総合教育科目の到達目標に関するアンケート調査報告書」を作成した。
・「入学者追跡調査結果報告（平成25年3月）」を作成した。
・FD研究会参加者数　H19：83人　 　H20：74人　　　H21：99人　H22：60人　　H23：
62人　　　H24：63人・教育改革シンポジウム参加者数　H19：49人　 　Ｈ20：89人
H21：427人　H22：72人　　H23：61人　　 H24：69人・FDワークショップ参加者数
H19：23人　 　H20：23人　　H21：34人　H22：77人　　H23：51人　　 H24：21人
・大学教育研究セミナー参加者数　H19未実施　　H20：9人　　　 H21未実施　H22：
98人　　 H23：132人　　H24：25人
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（2）取組実績・判断根拠について意見のある項目

年度計
画No.

平成24年度計画 取組実績

法人
自己
評価

コメント コメントに対する法人回答

【18-1】
大学教育研究センター
は、幅広く多様な教育
改善･FDの自律的活
動の状況についての
把握・分析を行い、全
学の教育・FDニーズを
把握しつつ、効果的な
ＦＤ事業を工夫する。

大学教育研究センターは教育の評価に関する取組として以下の①～③の取組を
実施した。
①ワークショップやセミナーの開催・第15回大学教育研究セミナー「入門物理学実
験・基礎物理学実験Ｉ・ＩＩ学生アンケート調査報告」実施(H24.6.22、参加者25名)・第
19回教育改革シンポジウム「本学の国際化・グローバル化に対応する教育・研究
のあり方」開催(H24.9.27 13:00～14:45、参加者69名)・第10回FD研究会「大阪市立
大学における「グローバル人材」育成の未来像を探る」開催(H24.9.27 15:00～
17:30　参加者63名)
②FD・教育改善に関して実施した調査の分析結果等の報告・大阪市立大学の教
育・FDに関する教員の意識調査本調査結果(配布対象889名、最終回答者289名、
最終回答率32.5%)について第1回大学教育研究センター研究員会議(H24.4.14)に
て実施経過を報告し、その後分析を行った結果を第5回および第9回大学教育研
究センター研究員会議(H24.9.14およびH25.2.8)にて報告(数値部分中間報告およ
び数値部分最終報告・自由記述部分中間報告)し、報告書冊子としてとりまとめ
た。
③FDの組織的活動の支援・全学のFD活動状況を把握し全学でその情報を共有す
るために大学教育研究センター紀要第10巻第1号に「23年度各学部・研究科FD活
動取組報告」を取りまとめ掲載した(H24.9)。・各学部・研究科のFD活動支援として
大学教育研究センターより、工学部FD研修会(H24.9.28)、生活科学科居住環境学
科「教育プログラム評価に関する打ち合わせ」（H24.10.23）、文学研究科FD研修会
(H25.3.10)に講師を派遣した。
・FD研究会参加者数　H19：83人　　H20：74人　　 H21：99人　H22：60人　　H23：62
人　　 H24：63人・教育改革シンポジウム参加者数　H19：49人　 　H20：89人
H21：427人　H22：72人　　 H23：61人 　 H24：69人・FDワークショップ参加者数
H19：23人　 H20：23人　　 H21：34人　H22：77人　 H23：51人　　 H24：21人・大学
教育研究セミナー参加者数　H19未実施　　H20：9人　　 H21未実施　H22：98人
H23：132人　　H24：25人
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（2）取組実績・判断根拠について意見のある項目

年度計
画No.

平成24年度計画 取組実績

法人
自己
評価

コメント コメントに対する法人回答

16

各学部研究科は、成
績評価の判断基準や
方法等をシラバスに明
示し、厳正な成績評価
及び学位審査を実施
する。

・各学部・研究科において、厳正な成績評価を実施するとともに、シラバスに評価
方法を明記している。全学的には、平成25年度入学生より、国際的通用力を有す
る教育を保証する一環として、5段階評価 (AA、A、B、C、F) 及びGPA基準の成績
表記を導入することとした（ただしGPAの利用は各学部・研究科の人材育成方針
による）。

Ⅲ ・各学部におけるGPAの
利用方針の現状は？今後
の具体的方針は？

＜商＞商学部では、卒業要件にＧＰＡを利用している。
＜経済＞
1) 成績表（全員）及び、成績証明書（2013年入学生以
降）に表記する。
2) ゼミや各種演習など、定員が決まっている少人数教
育科目について、履修希望者が定員をオーバーした場
合の選考に用いる事がある。
3) 各種表彰の選考の際に用いる場合がある。
＜法＞法学部では、ＧＰＡ利用については、卒業条件に
するといった制度としての利用はしていないが、海外留
学を希望する学生からの申し出があれば、留学先に提
出する英文成績証明書にＧＰＡを表記できるようにしてい
る。
＜文＞検討中。
＜理＞学生の個性を尊重するとともに、評価方法の異な
る様々な科目を自分の研究テーマの枠を超えて広く履
修することを奨励している。GPAによる成績評価は、この
ような人材育成理念となじまないため、基本的に利用し
ていない。ただし、留学等で本人の申し出があれば、算
出して通知することを検討している。なお、成績評価につ
いては、特定の実習科目を除いて、全学の方針に従っ
て、AA・A・B・C・Fの5段階評価を導入している。
＜工＞以前より、優秀学生表彰など学科を横断して成績
を比較することが必要な場合に、GPAを判断材料の一つ
として利用している。
　また、学科単位で学修指導の一環としてGPAを利用し
ている場合もある。例えば、学生にGPA算出のExcelシー
トを配布して、自己算出させている学科もある。
　今後も、学修指導のためのデータの一つとして位置付
けており、例えば卒業要件に加えるなどの、成績評価に
直結する利用は行わない方針である。
＜生科＞
・現状では成績優秀者の選考に用いている。
・将来的には、学科にコースを設けた場合の選考基準と
して用いる可能性がある。
＜創造都市＞
　主に職業を持っている社会人を対象としている。また、
彼らのキャリアチェンジ、キャリアアップの機会において、
GPAによる評価が求められる機会はない。したがって、
GPAによる評価について、研究科としてはその意義をあ
まり認ない。全学に合わせて、事務レベルでは修了生の
ニーズがあれば応じるべくGPA換算した資料を用意する
が、GPA評価を教育に利用する予定はない。
＜医＞GPAの導入については、現在検討中である。現
在、医学部医学科の大規模なカリキュラム編成を進めて
おり、その編成と同時並行で進めている。
＜看＞学業成績優秀者に対する表彰の推薦や授業料
免除の推薦基準として使用している。



（2）取組実績・判断根拠について意見のある項目

年度計
画No.

平成24年度計画 取組実績

法人
自己
評価

コメント コメントに対する法人回答

＜商＞商学部では、卒業要件にＧＰＡを利用している。
＜経済＞
1) 成績表（全員）及び、成績証明書（2013年入学生以
降）に表記する。
2) ゼミや各種演習など、定員が決まっている少人数教
育科目について、履修希望者が定員をオーバーした場
合の選考に用いる事がある。
3) 各種表彰の選考の際に用いる場合がある。
＜法＞法学部では、ＧＰＡ利用については、卒業条件に
するといった制度としての利用はしていないが、海外留
学を希望する学生からの申し出があれば、留学先に提
出する英文成績証明書にＧＰＡを表記できるようにしてい
る。
＜文＞検討中。
＜理＞学生の個性を尊重するとともに、評価方法の異な
る様々な科目を自分の研究テーマの枠を超えて広く履
修することを奨励している。GPAによる成績評価は、この
ような人材育成理念となじまないため、基本的に利用し
ていない。ただし、留学等で本人の申し出があれば、算
出して通知することを検討している。なお、成績評価につ
いては、特定の実習科目を除いて、全学の方針に従っ
て、AA・A・B・C・Fの5段階評価を導入している。
＜工＞以前より、優秀学生表彰など学科を横断して成績
を比較することが必要な場合に、GPAを判断材料の一つ
として利用している。
　また、学科単位で学修指導の一環としてGPAを利用し
ている場合もある。例えば、学生にGPA算出のExcelシー
トを配布して、自己算出させている学科もある。
　今後も、学修指導のためのデータの一つとして位置付
けており、例えば卒業要件に加えるなどの、成績評価に
直結する利用は行わない方針である。
＜生科＞
・現状では成績優秀者の選考に用いている。
・将来的には、学科にコースを設けた場合の選考基準と
して用いる可能性がある。
＜創造都市＞
　主に職業を持っている社会人を対象としている。また、
彼らのキャリアチェンジ、キャリアアップの機会において、
GPAによる評価が求められる機会はない。したがって、
GPAによる評価について、研究科としてはその意義をあ
まり認ない。全学に合わせて、事務レベルでは修了生の
ニーズがあれば応じるべくGPA換算した資料を用意する
が、GPA評価を教育に利用する予定はない。
＜医＞GPAの導入については、現在検討中である。現
在、医学部医学科の大規模なカリキュラム編成を進めて
おり、その編成と同時並行で進めている。
＜看＞学業成績優秀者に対する表彰の推薦や授業料
免除の推薦基準として使用している。



（2）取組実績・判断根拠について意見のある項目

年度計
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28
【重点】

都市型の総合大学と
いう利点を最大限活用
し、都市防災研究や都
市の健康科学などの
総合的な研究や人工
光合成など都市の次
世代エネルギー研究を
はじめ、健康格差と都
市の社会経済構造、
就労支援と生活保護
研究、クリエイティブデ
ザイン研究など、理系
と文系の融合研究も含
む「都市科学」分野の
研究を重点的に実施
する。

＜複合先端研究機構＞
・光合成／人工光合成研究を推進した。（複合先端研）
・人工光合成フォーラムの立ち上げ、開催に協力し、企業との共同研究を推進し
た。（複合先端研）
・人工光合成研究拠点を遂行する将来的な人材の発掘を行うなど人工光合成研
究センターの整備に全面的に関わった。（複合先端研）
・3月4日～6日に年次総会として第5回OCARINA国際会議を人工光合成研究セン
ター（ReCAP）の立ち上げも記念して実施した。（複合先端研）
・人工光合成白書については、人工光合成研究センターの発足時の完成をめざし
て準備をすすめている。（複合先端研）
・都市インフラ整備の観点からの調査研究については、人工光合成研究のアウト
プットをライフスタイルの革新へとつなげるべく、大阪府立大学と連携し、平成25年
度のCOI事業への申請にむけ調査研究をすすめている。（複合先端研）
・人工光合成を含めた再生可能エネルギー研究の方向を検討した結果、実証可
能な酵素系による水素とメタノール発生の方向性を見出し、それを実行し得る新た
な人材を配置するべく準備をすすめた。
・人工光合成フォーラム
会員数37名
第1回（24.10.15） 35人参加（33社）　　第2回（24.11.22) 32人参加（32社）第3回
(24.12.20) 32人参加（31社）　　 第4回(25.1.31) 4社（個別説明会）第5回(25.2.14) 32
人参加（32社） 第6回（25.3.4-5) 36人参加(32社）
＜健康格差＞
・平成22～23年度の市大重点研究として始まった、経済学研究科と医学研究科の
共同研究「健康格差と都市の社会経済構造」を継続した。昨年度実施したアン
ケート調査「大阪市民の社会生活と健康」（全回収票数3,289票、回収率52.2％）に
よって得られたデータを、現在、分析・検討している状況である。
・2013年3月4-5日に、上記共同研究に基づく国際ワークショップ「健康格差と都市
の社会経済構造」を開催した。海外から5人の研究者（フランス3人、韓国1人、台
湾1人）を招聘して実施されたが、日仏の社会調査チームが将来における共同研
究を合意するという意義のある結果をともなった。
　・論文・報告書刊行数：4本　・海外研究者とのワークショップ・シンポジウムの開
催数：1回

Ⅲ ・本学は大阪市にキャンパスを構える唯一の総合大学と
して、都市型の研究課題を一つのテーマとしている。そ
の中で、人工光合成研究はグリーンイノベーションとし
て、化石燃料以外の都市でのエネルギー転換の可能性
を探るものであり、都市型スマートエネルギーの研究とし
て位置づけしている。
・JST研究開発公募については、応募した結果、不採択
であった。

・大市大の人工光合成研
究は優れたもので成果が
期待される。大型予算の
獲得などの実績もあるが、
これを都市科学研究と結
びつける必要は無いので
はないかと感じるが、いか
がか。この研究について
は複合先端研究の項でも
中心として述べられてい
る。同じものが繰り返し述
べられていることに少し抵
抗感があるというのが率
直な感想である。都市科
学研究としては都市研究
プラザを継続して維持して
いること、文理融合などの
ユニークでかつ成果の期
待される研究が始まって
いるように思うので、十分
な内容があると思う。
JST研究開発公募の採択
はどうなったか。
・大阪市大を都市型の総
合大学と位置付け、「都市
科学」分野の研究を重点
的に実施するという方向
性は、非常にわかりやすく
明快な方向性であると思
う。
できれば、複合先端研究
機構の次世代エネルギー
開発、健康格差、防災、そ
の他関連した取り組みに
ついて、これらの中身、相
互の関連性、将来ビジョン
などを、専門家でない市民
目線でわかりやすく翻訳
し、大阪府市民の将来に
「大阪市大の研究活動成
果」が、このように役に立
つと広報してもらえれば、
さらに評価されるのではな
いか。

Ⅰ　２．研究に関する措置



（2）取組実績・判断根拠について意見のある項目

年度計
画No.

平成24年度計画 取組実績

法人
自己
評価

コメント コメントに対する法人回答

＜防災＞・JST研究開発公募「コミュニティがつなぐ安全・安心な都市・地域の創
造」に応募
・地域防災ワークショップの開催（12/8）
 いのちを守る都市づくり〜住吉区編のパンフ発行（12/8）
・大阪市立大学地域防災研究協議会（準備会）（1/23）
・地域防災フォーラムの開催(3/16)　参加者127人・地域防災劇団の設立(3/16)
・「いのちを守る都市づくり【アクション編】みんなで備える広域複合災害」の出版
(3/16)
＜各学部研究科のその他の取組み＞
・各研究科において、生活、医療、防災、エネルギー等、都市に関わる研究を行っ
ている。
（文）都市文化研究センターにおいて都市科学研究を実施。「地理情報システムを
利用した大阪府における救急搬送アクセシビリティ評価」では医学研究科の教員
と連携している。「都市生活者の心理学的と厚生に関する実証的研究―都市生活
環境尺度の開発」は日本学術振興会科研費に申請している。
（理）都市地盤、地震防災に関する研究のほか、数学研究所から上海で開催され
た2012中国国際工業博覧会への2件の出展を行った。
（工）都市防災研究に積極的に参画し、さらに、大阪圏を対象とした社会インフラの
維持管理に関する研究を実施して、研究科内に分野横断的な研究グループを設
立した。
（生科）多くの教員がエネルギー研究など都市部を対象とした研究を行っているほ
か、全学プロジェクトである都市防災研究に参加し、全学横断的組織による被災
地の現地調査や救援・復興支援、大阪におけるコミュニティ防災活動に取り組ん
だ。
（創都）「創造経済と地域活性化」「3セクター連携の地域活性化人材育成」を研究
科の重点テーマとして、都市の活性化に取り組んでいる。
＜都市研究プラザ＞
日本福祉大学と本学都市研究プラザ及び4研究科による共同教育課程を内容と
する平成24年度博士課程教育リーディングプログラム（プログラム名称「包摂都市
生成グローバルリーダー養成」）の申請を行い、ヒアリング審査に残った。
＜研究支援課＞
・研究助成を柔軟に措置できるよう募集を一本化し、重点研究に対する配分を充
実させた。
・また、研究推進本部が設置した選考委員会で全ての応募課題を審査、学長が採
択決定するという新しい仕組みへと見直した。
・応募・採択率、次年度運用などについて継続的に検討する。

・大市大の人工光合成研
究は優れたもので成果が
期待される。大型予算の
獲得などの実績もあるが、
これを都市科学研究と結
びつける必要は無いので
はないかと感じるが、いか
がか。この研究について
は複合先端研究の項でも
中心として述べられてい
る。同じものが繰り返し述
べられていることに少し抵
抗感があるというのが率
直な感想である。都市科
学研究としては都市研究
プラザを継続して維持して
いること、文理融合などの
ユニークでかつ成果の期
待される研究が始まって
いるように思うので、十分
な内容があると思う。
JST研究開発公募の採択
はどうなったか。
・大阪市大を都市型の総
合大学と位置付け、「都市
科学」分野の研究を重点
的に実施するという方向
性は、非常にわかりやすく
明快な方向性であると思
う。
できれば、複合先端研究
機構の次世代エネルギー
開発、健康格差、防災、そ
の他関連した取り組みに
ついて、これらの中身、相
互の関連性、将来ビジョン
などを、専門家でない市民
目線でわかりやすく翻訳
し、大阪府市民の将来に
「大阪市大の研究活動成
果」が、このように役に立
つと広報してもらえれば、
さらに評価されるのではな
いか。



（2）取組実績・判断根拠について意見のある項目

年度計
画No.

平成24年度計画 取組実績

法人
自己
評価

コメント コメントに対する法人回答

32
【重点】

中期的研究推進戦略
を策定、戦略的研究経
費の見直しを行う。

研究助成を柔軟に措置できるよう募集を一本化し、重点研究に対する配分を充実
させた。また、研究推進本部が設置した選考委員会で全ての応募課題を審査、学
長が採択決定するという新しい仕組みへと見直した。
応募・採択率、次年度運用などについて継続的に検討する。
・戦略的研究経費総額　H19:146百万円　　　H20:137百万円　H21:129百万円
H22:121百万円　H23:121百万円　　　H24:100百万円
・重点研究　H23：継続16件・新規8件／71百万円　H24：継続1件・新規14件／84.4
百万円（約19％の配分増）

Ⅲ ・戦略的研究経費の総額
は漸減しているものの、対
象を絞って有効な支援を
継続していることは高く評
価される。それらの成果が
そろそろ出てくることであ
ろう。どの程度の期間で支
援の対象が変わっている
のか、継続して支援を受
けている研究がどの程度
あるのか、などについても
お聞きしたい。

　平成24年度に「新重点研究」「萌芽研究」「若手研究」
の3部門募集へ制度を見直したが、前制度から15課題の
継続応募があった。
　新たに応募のあったその他の研究課題とあわせ、総合
評価した結果、4課題を継続支援することとなった。
　また、新制度では「新重点研究」「萌芽研究」に採択さ
れた課題を支援する期間を2年以内、「若手研究」に採択
された課題の支援期間を1年とし、複数年の支援を希望
する課題については年度末の経過報告書を審査して継
続支援の可否を決定することとした。

33
【重点】

女性研究者及び若手
研究者支援のための
補助金獲得に努める。
また、戦略的研究経費
の中で、若手研究者支
援枠を整備し、個々の
研究を支援するととも
に、他の研究とのマッ
チングを検討し、大型
研究への発展を支援
する。

平成24年度科学技術人材育成費補助事業への応募は不採択となってしまった
が、11月に女性研究者支援室を研究推進本部内に設置し取組強化に必要な体制
を整備した。
女性研究者支援室運営委員会を設置し、12月には女性研究者支援室開設記念
講演会を開催、男女共同参画意識啓蒙に努めた。
また、本学HPに専用ページを開設、女性研究者(本学専任教員向け)ネットワーク
を構築した。
戦略的研究経費の見直しにより、若手研究者支援枠を整備し、9件(638万円)採択
した。

Ⅲ ・若手研究者支援の具体
的な対象と予算額をお聞
きしたい。どのような研究
者がこの支援を受けてい
るのか。

平成25年4月1日現在において39歳以下の本学教員を研
究代表者とした研究を支援対象とし、600万円(1件あたり
最高配分額100万円)を予算措置した。
　結果、9件(638万円)が採択された。
　また、支援を受けた研究者の職名と内訳は、病院講師
３名、准教授３名、助教、講師、特任講師各１名の計９名
である。

32
33

同上 同上 32　戦略的研究経費
33　研究者の支援・環境
改善
・本学を特徴付ける研究
の創出のため、あるいは
女性研究者および若手研
究者支援のために戦略的
研究経費を使うというのは
大賛成だが、このような
チャレンジングな研究活動
は一年では見通しが立た
ない場合があると思う。そ
のために一か年の助成で
なく2-3年の助成が必要に
なることもあろうかと考えら
れるが、このような助成を
積極的に行う意思はある
のか。

戦略的研究は、本学を特徴付ける先進的な研究や学術
の発展に大きく寄与することを目的としているが、戦略的
研究経費による支援を足がかりとして、科学研究費補助
金や国および民間からの受託研究、共同研究を含む外
部資金へのステップアップを期待している。
　したがって、「新重点研究」「萌芽研究」に採択された課
題を支援する期間は2年以内、「若手研究」に採択された
課題の支援期間は1年とし、チャレンジングな研究活動
へ発展させるための助走期間と位置付け積極推進して
いる。
　また、支援期間終了後の継続申請も認めている。
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年度計
画No.

平成24年度計画 取組実績
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36
【重点】

大阪市はもとより、広く
社会と市民のためのシ
ンクタンクとしての機能
をより効果的に発揮す
るため、シンクタンク拠
点を形成し、データ集
積を図るとともに、各
種課題と教員の研究
のマッチングや関係教
員による研究プロジェ
クトの編成を支援す
る。

・地域連携センターの機能の一つとしてシンクタンク機能を位置づけ、地域連携セ
ンターWG内のシンクタンク検討チームによる他大学調査や機能の整理、検討を
行った。また、4月には大阪府立大学地域連携室のヒヤリング調査を行った。12月
に開催の第3回WGで各チームより最終報告を行い、25年2月に地域連携センター
を設置した。
・大阪市との共同研究プロジェクトとして咲洲スマートコミュニティ実証実験に参
画。・うめきたナレッジキャピタルに健康科学の拠点進出を決定。
・OSTEC（一般財団法人大阪科学技術センター）と府大との3者間地域連携協定を
1月締結。OSTEC賛助会員からのホームドクター制度開始。
・府大市大共同オフィスの実績報告会を3月に開催済み。文科省、経産省近畿経
済局をはじめ地域社会へ両大学の連携を強くアピールできた。

Ⅲ ・シンクタンク機能は次第
に充実してくるものと思う
が、それを支える地域連
携センターの機能と陣容
などをお聞きしたい。

 地域連携センターは、都市大阪のシンクタンクをめざし
て、大学の教育・研究活動等を通じた「資源」と「地域
ニーズ」のマッチングを組織的に推進し、①地域社会と
の連携②行政との連携③高等学校との連携④公開講座
等の各事業を実施する。
 その構成は、センター所長（地域貢献担当副学長）1名、
副所長（兼任教員）２名、専任コーディネータ―１名、運
営委員会委員(各研究科より選出)１６名である。また、事
務体制としては係長１名、係員３名が当該業務を担当し
ている。

39
【重点】

大阪市立工業研究
所、大阪市立環境科
学研究所等との共同
研究数増や連携大学
院の取組みなど実質
的連携を拡充する。

・理学研究科、工学研究科、生活科学研究科において、研究員の招聘や共同研
究など、具体的な取組みを行っている。
（理）市立工業研究所との共同研究及び客員教授としての招聘、大阪城天守閣と
の共同調査
（工）市立工業研究所および環境科学研究所から研究員を招聘。工業研究所と材
料開発などの共同研究、大阪市環境局などと水環境の改善などの共同研究を実
施。工業研究所および環境科学研究所と木質バイオマスなどの共同研究を実施、
外部資金にも応募。工業研究所と工学研究科との連携は、大阪市立大学との包
括連携協定を締結するまでに発展している。
・大阪市交通局・環境局・建設局・大阪府・大阪府立大学などと連携した「既設熱
源・電源を自立・分散型エネルギー化し鉄道網を利用した地域融通エネルギーシ
ステムの研究開発」研究が環境省H24年度地球温暖化対策技術開発・実証研究
事業に採択。
（生科）食・健康科学講座で市立環境科学研究所との共同研究、米国誌に2報投
稿済み。
・大阪市立工業研究所との共同研究件数：5件
・大阪市立環境科学研究所との共同研究件数：2件
・大阪市立工業研究所への技術相談件数：8件
・市大府大ニューテクフェアへのブース出展
・大阪市工業研究所と大阪市信金との共同主催にて、大阪市工業研究所施設見
学セミナーを開催。
・大阪市環境局などと水環境の改善などの共同研究

Ⅲ ・大阪の研究機関との連
携は理系のものが中心の
様だが、文系については
難しいのか。

　当該年度計画は、主として大阪市立工業研究所や大
阪市立環境科学研究所等との連携を想定しており、理
系研究科を中心とする取組実績として記載した。
　文系研究科による取組については年度計画No,38の記
載にあるとおり、博物館との連携強化を図っていることに
加え、以下のような様々な取組みが実施されている。

　経営学研究科・商学部による大阪商工会議所等と連
携した共同研究、法学部・法学研究科ではとよなか都市
創造研究所（運営委員）、公益財団法人都市政策研究
所（専門研究員）、吹田市地域委員会研究会（委員）など
の兼職、文学研究科では財団法人大阪市博物館協会
（H24.4～公益財団法人）と包括連携協定に基づく、大阪
歴史博物館、大阪城天守閣、大阪文化財研究所などと
研究、教育、地域連携など多様な側面での連携事業な
どである。(公益財団法人大阪市博物館協会との具体的
な連携事業としては、市立大学戦略的研究への参加、
市立大学における博物館学芸員養成課程への出講、市
立大学・文化財協会それぞれが主催する市民講座への
相互出講などがある）。

Ⅰ　３．社会貢献に関する措置



（2）取組実績・判断根拠について意見のある項目

年度計
画No.

平成24年度計画 取組実績

法人
自己
評価

コメント コメントに対する法人回答

49
【重点】

人工光合成研究産学
連携拠点を整備し、そ
れを中核とした共同研
究講座の開設を図る。
また工学研究科にお
いても共同研究講座を
開設するため、制度の
制定・スペースの確
保・目的にあった適正
な研究環境の整備に
ついて検討する。

＜産学連携推進本部＞
・産学連携推進本部会議での共同研究講座規程の議論を経た後、規程の制定を
行った。
・東西にて開催した人工光合成セミナーにて構想告知、人工光合成フォーラムに
て参加企業35社の参加を得た。
・共同研究講座対象企業を絞り込み、個別のアプローチを行い、共同研究講座開
設2件を募集・交渉を行ったが、平成24年度中には参加結論が出た企業は0社で
あった。
＜工学研究科＞
・専攻および学科で施設利用調査を実施した。
・既設熱源・電源を自立・分散型エネルギー化し鉄道網を利用した地域融通エネ
ルギーシステムの開発(環境省平成24 年度地球温暖化対策技術開発・実証研究
事業)の実施のため、特任教員・研究員を採用するとともに、工学研究科内に実験
と研究員用のスペースを確保した。
・外部資金による特任教員の採用、ならびに共同研究スペースの確保とその利用
に係る内規等を制定した。
・共同研究ラボの開設も視野に入れて、工学研究科共創研究機構を設立した。
・共同研究スペース　H24:3(実験室1、居室2)

Ⅱ ・人工光合成研究に企業
の参加を勧誘したものの
成約には至っていないと
の記述がある。大型科研
費の獲得もあるが、企業
の協力が得られなくても研
究の進展に懸念はないの
か。

　共同研究講座の募集開始が遅れたこともあり、平成24
年度には企業の正式参加が得られていなかったが、平
成25年度に入り、実際に人工光合成研究センターが開
所されてからは、既に1社の参加が決定している。今後、
さらに企業との共同研究が加速される見込みであり、研
究の進展には懸念ないと確信している。

52
【重点】

国際化1stアクションプ
ランを着実に実行する
とともに、各部局にお
いて行っている国際化
に関する業務内容のう
ち、戦略的に集約が必
要なものについて調査
する。

・国際化1stアクションプランの着実な実施のため、各部局の進捗状況を調査した。
・これまで各学部研究科で行っていた、留学生チューターの報告書とりまとめ、海
外留学等の周知・申込みなどの事務を国際センターに集約した。
・学生支援課で行っている日本学生支援機構第二種奨学金（海外）に関する事務
を国際センターに集約した。
・メールなどによる英語での問合せ窓口を国際センターに集約した。
・これまで個別対応を行っていた平成25年度新入留学生に対する在留資格認定
証明書の手続き支援を国際センターで開始した。

Ⅲ ・国際センターの整備と関
係業務の集約化によって
成果が得られているように
見える。このセンターの陣
容（事務方並びに教員の
人数）はどの程度のものな
のか。

・教員は、所長、副所長あわせて4名で、すべて兼任と
なっている。副所長3名は、それぞれセンター業務全般
担当、海外拠点担当、阿倍野地区担当（H25.6～）に役
割分担している。
・職員は、一部兼任の者を含めて7名で、うち2名は外部
資金を活用して雇用している。

Ⅰ　４．国際化に関する措置



（2）取組実績・判断根拠について意見のある項目

年度計
画No.

平成24年度計画 取組実績

法人
自己
評価

コメント コメントに対する法人回答

61-1

大阪府立大学との経
営統合や大学改革を
円滑に進めるために、
学長補佐会議（仮称）
の設置も含め、学長
(理事長)のリーダー
シップが発揮できる法
人運営管理体制を構
築する。

・学長補佐ワーキングから派生して、統合に関する4つの部会を立ち上げ、活発な
意見交換が行われた。（第一部会：事務組織　第二部会：理工系　第三部会：医療
系第四部会：教育系）。24年度当初から特命担当副学長を配置。さらには人事委
員会制度を確立し、教員人事に関する事案の取扱いを教授会等から人事委員会
に移管した。
・学長補佐ワーキングチームでの検討を経て、市大ＰＴによる市大改革案の提言、
教職員アンケートによる業務点検調査が実施された。
・マネジメント強化を目的として公立大学法人大阪市立大学専決規程の改正を行
い、迅速な意思決定に基づく効率的な法人運営・理事長のマネジメントを強化し
た。
・平成25年度から、大学改革室及び学長特別補佐の設置や、役員会の役割、機
能、位置づけの明確化により、さらなるガバナンスの強化を図ることを決定した。
・「新大学構想会議」の提言も踏まえ、検討体制を確立することを決定した。
学長補佐ワーキングチームの開催
・（第1回　3月13日）・第2回　4月16日　市大ＰＴ、業務点検調査等について
「新大学構想＜提言＞」の具体化及び大学改革を推進していくため、学内に新た
な検討体制を平成25年4月に設置する。
・「新大学検討本部」の設置（平成25年4月1日）・「大学改革室」の設置（平成25年4
月1日）・「学長特別補佐」の設置（平成25年4月1日）

Ⅳ ・市大PT、学長特別補佐
制、大学改革室など、市大
の大きな変革の時期に当
たって多くの組織が設置さ
れて機能しているものと思
われる。これらの組織の
役割分担は明確に規定さ
れているのか。

市大ＰＴについては執行役員会で承認され、その任務に
ついて定義されている。その他の組織の役割等につい
ては本学の規定により定められている。

63-2

大阪府立大学との経
営統合を視野に入れ、
全学的視点から分野
横断的な教育研究活
動を戦略的に円滑実
施できる新たな教員体
制やその人事制度に
ついて検討する。

・人事・給与制度等大阪府立大との規程比較資料を作成（課題シート）。大阪府立
大学担当者と当該資料をもとに、今後先駆的に進められる案件について、統合に
向けた対応等の協議を始めた。教員人事については、ガバナンス強化の観点か
ら、人事委員会を設置し、運用を行った。
・教員人事に係る「人事委員会制度」を創設（H24.7.1規程制定）
・現行の枠組みを超えて改革提案をするため、平成24年6月に学長直轄で市大プ
ロジェクトチームを設置。各部局インタビューを実施し、市大PT会議等で検討を行
い、平成24年9月に中間報告、11月に最終報告をとりまとめ、全学的視点から分野
横断的な教育研究活動を戦略的かつ円滑に実施するための方策として、教員組
織と教育組織の分離をはじめとする組織、運営などに関する改革案を学長に提言
した。
平成24年度市大PTの活動状況
・部局インタビュー：12部局実施・市大PT会議：20回・作業ミーティング：5回

Ⅲ ・人事委員会の設置と全
学的な人事管理体制を
とったことの利点はどのよ
うに出ているのか。大学と
してどのように評価されて
いるか。
 市大PT は府大との一体
化を念頭に設置されたも
のか。教員組織と教育組
織の分離は統合準備に当
たって議論されていたか
ら、それを先取りするよう
な意図で市大でも先行的
に試されるのか。

・教員人事については、以前は各学部の教授会が選考
等を行い、理事長へ採用者の選考結果を内申し、採用
の決定を行っていた。現在では、採用等の申出を行う部
局の長、それ以外の部局の長等で構成される人事委員
会を設置し、採用等の申し出内容及び選考委員会によ
る評価報告の内容を審議し、理事長がその選考結果の
報告により採用予定者を決定している。このように、中立
な立場の委員が採用に至る経緯・採用基準等を判断し
決定するという客観性・透明性が確立され、さらに、人事
委員会での審議の過程を踏まえることで、理事長が行う
採用の決定までが厳格なルールのもとで行わることと
なった。
また、人事委員会設置により、戦略的な人事が推し進め
られた事例として、全学を挙げて取り組むプロジェクトで
あり、大阪市からも拠点整備に支援を受けている人工光
合成研究において、次世代燃料の生成に関する研究推
進体制の整備に向けて、学長発議により教員の採用人
事を行ったことが挙げられる。
・市大ＰＴについては統合の有無に関わらず、本学が改
革しなければならない諸課題について、改革案を学長に
提案するために設置されたものである。市大ＰＴ改革案
の一つとして、教員組織と教育組織の分離について学長
に提案された。

Ⅱ　業務運営の改善及び効率化に関する措置



（2）取組実績・判断根拠について意見のある項目

年度計
画No.

平成24年度計画 取組実績

法人
自己
評価

コメント コメントに対する法人回答

86

化学物質等安全管理
委員会において、毒物
劇物の適正な管理状
況を構築するため、保
管庫の鍵の取扱いに
ついて検討し具体策を
まとめ、周知徹底す
る。作業環境測定を実
施し、管理が適切であ
ると判断される第1管
理区分を維持する。教
職員、学生の定期健
康診断の受診率につ
いて、昨年度より向上
するように努める。

・毒物劇物の保管庫の鍵の管理について、鍵管理システムを利用した管理方法を
導入、周知徹底した。
・化学物質等の安全管理のため、「化学物質取扱者に対する教育訓練」を実施し、
877人の参加を得た。
・毒物劇物のたな卸しをはじめて実施し、定例化をはかった。
・平素より、化学物質等の取り扱いについて注意を促し、有害物質を利用している
研究室に、前期後期あわせてのべ192室の作業環境測定を実施し、改善の必要な
研究室（3室）は、ただちに改善した。
・長年未点検であった緊急シャワーを点検した。
・労働安全コンサルタントによる職場巡視を実施、197室を巡視し、改善を促し改善
結果の報告を受けた。
・学生健康診断については、ポスター掲示、HP、一斉告知放送を活用し、周知を
図るとともに、レントゲン車の増車、終了時間の延長、また、学部の協力等により
大幅に受診率を増やすことができた。
・受動喫煙防止のため、喫煙対策に関する指針を策定し、喫煙場所以外全面禁煙
とした。
・たばこの害について講習会を実施の上、卒煙サポートとして、禁煙パッチを処
方、メールによるサポート等を実施し、喫煙者が禁煙するための援助を行った。
・急性アルコール中毒の怖さを周知、アルコールパッチテストを実施した。結果に
応じ、赤、黄、緑の3色のカードを配布し、体質を自他ともに理解し、個人個人で体
質が違うので、決して一気飲みをしたり、強要等を行わないよう啓発した。
・BMI30以上の新入生及び定期健康診断の結果、指導が必要な在学生を呼び出
し、呼び出しに応じた学生16人に対し、診察後、食事・運動療法を行い継続的に管
理することにより、13人の血圧・肝機能等の改善につなげた。
・AEDを含む救命救急講習（参加人数：85人）、介護実習を行う学生を中心とした
車椅子操作の講習会（3日で28人の参加）を実施した。
・熱中症、感染症等各種啓発活動を行った。
・教職員の健康診断を実施し、受診率の向上をはかった。
・定期健康診断の結果に基づき、産業医による保健指導を実施する。

Ⅳ ・作業環境測定によって改
善すべきとされた箇所が
どの程度あって、それらは
いずれも問題なく解決され
たのか。改善に経済的な
負担が必要な場合はどの
ように対応されたのか。
・安全確保のための定期
的な職場巡視は、労働安
全コンサルタントによるも
のだけか。通常は、学科
あるいは研究室単位での
定期巡視もされていると思
うが。緊急シャワーの点検
が長年未実施であったと
すれば内部巡視がおろそ
かになっていたのではな
いか。やはり第三者巡視と
内部巡視の徹底が必要か
と思う。

・後期の作業環境測定において、第2管理区分が2か所、
第3管理区分が1か所発生した。ただちに当該研究室に
改善策を求め、安全な作業手順確認、適切な取り扱い
方法の徹底、可能なものは使用薬品を変更するなどの
対策も講じた。さらに、産業医の巡視も行い、作業者の
健康が守られるような使用方法について直接指導を行っ
た。なお、第3管理区分の結果が出た研究室は、対策後
に再度作業環境測定を実施した結果、第1管理区分であ
ることを確認した。
・職場巡視は、労働安全コンサルタントに加え、定期的に
各研究科において実施している。また、緊急シャワーの
点検は、建物・設備の老朽化もあり、点検時に給水管の
破損や漏水等の可能性があるなどの理由で、点検がな
かなか進まなかった経緯があったが、今年度から、施
設・設備の老朽化の状態を確認しながら業者委託により
実施することとした。今後とも、職場巡視は、有害物質等
に起因する健康障害を防止するとの観点から、内部巡
視だけでなく、第三者の巡視も必要と考えており、平成
25年度においても、引き続き実施したいと考えている。

・心の健康づくり計画を作成し、メンタルヘルス相談事業、管理監督者のメンタル
ヘルス研修会（参加人数53人）を実施した。
・動物実験の外部検証を実施し、結果を公表した。
・学生健康診断受診率　H19:65.7%　　　H20:68.4%　　　H21:69.5%　H22:68.3%
H23:68.8%　　　H24:73.9%
・教職員健康診断受診率　H19:85.0%　　　H20:90.0%　　　H21:89.0%　H22:90.0%
H23:91.0%　　　H24:91.8%

Ⅴ　その他業務運営に関する重要目標を達成するための措置


