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法人への意見聴取事項 

法人への意見聴取事項 回 答 関連項目 

１国際力の強化について 

＜グローバル人材の育成＞ 
国際化に関わる学士課程教育の特徴的なプロジェクトとしてグローバル

コミュニケーションコースの実施に力を入れていることがうかがえるが、こ

れまでの成果など全体的な評価、また中長期的な目標を聞かせていただきた

い。 
＜国際交流の促進＞ 
国際的な大学間協定が多数締結されて、活発な交流が行われている様

子がうかがえる。業務実績報告書に協定の件数が示されているが、その

内容はどのようなものがあるのか。 
＜海外での卒業生の組織化＞ 
評価できる取組である。アジアがメインのようだが、今後の方針をお

聞きしたい。 
 

【１】グローバル・コミュニケーションコース(GCC)の成果等について 
・2013(平成25)年度より2年間のGCC試行期間 
において得られた成果については、別添資料①～④にまとめられている。 
・とりわけ別添資料①は、2015年3月の全学共通教育教務委員会に提出し
た資料に、今回の回答作成に際してデータ・記述を付け足したものであり、

GCCについて最も端的にまとめられた資料である。 
・GCCの成果をかいつまむと、「GCCの中核であるGCC専用カナダ・ビ
クトリア大学研修プログラムを介して、参加した学生の英語運用能力がお

おむね上昇することが明らかになった」といえる。とりわけ、日本人が不

得意とする流暢さと発音について顕著な伸びが見られる。 
【２】GCCの中長期的な目標について 
・2013(平成25)年度から2014(平成26)年度にかけてのGCCの2年間の試
行では、上述の【１】にあるような利点がある一方で、顕著な課題が浮か

び上がってきた(別添資料③)。 
・その課題とは、「学生が研修に行ったあとどうするか、学生が自ら目標を

もち、継続的に語学"で"学び続ける人となるための仕組みをどうつくるか」
である。 
・この課題を解決するべく、2015(平成 27)年度、GCC を引き継いで新設
されたGC(グローバル・コミュニケーション)副専攻に、ひとつの仕掛けを
施すこととなった。その仕掛けは、GCC(2015(平成 27)年度よりGC副専
攻)の中長期的な目標＝学び続ける人を育てるとも関係している。 
 
・より具体的な内容については、別途いただいているご意見「No.5 ２学
士課程教育」についての回答にて述べさせていただく。 
 
＜国際交流の促進＞ 
 業務実績報告書に記載の協定数21は大学間協定の数となっており、部局
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間協定を含めた協定数は、2015年 4月現在、122協定となっている。（別
添資料⑤） 
 協定内容は、基本的に共同研究や情報交換等の研究交流が主な目的とな

っている。学生交流もほとんどが研究目的での交流で、いわゆる交換留学

を行っているのはごく一部となっている。（大学間協定では8大学） 
 
＜海外での卒業生の組織化＞ 
 海外での卒業生の組織化およびその支援については、全学同窓会（有恒

会）事務局と連携して行っている。 
 現在、全学同窓会（有恒会）の海外支部が置かれているのは、上海、バ

ンコクのほか、ジャカルタ、台湾、シンガポール、シドニー、ニューヨー

ク等で、今後それらをもとに進めていきたいと考えている。 
 
 

２学士課程教育 

GCCの受講者（修了者）は、新入生の数を基準にすれば、２％強と思
われる。かなり優れた人材であり、エリート教育（選抜教育）の対象者

である。 
将来、社会において大いに活躍が期待できる人材の育成にエリート教

育は、不可欠であると考えられる。当該学生が、GCCを修了するにあた
り、GCCの単位を獲得したというだけでなく、エリート教育として、修
了後においても、将来の目標に向かってチャレンジする意識を維持高揚

できるよう、将来の夢の醸成、さらに何を学ぶべきなのか等について、

助言、Followする体制となっているのか。 
さらに、このような選抜教育的な取り組みは、大学院教育においても

重要と考えられるが、そのような取り組みはされているのかお聞きした

い。 
 

【１】GCCの発端 
・GCCに正式登録する学生たちの英語運用能力は、本学においては相対的
に高いといえる。そもそもGCCは、平成19年度の本学の英語教育改革後
に行われたメタ分析の結果、「入学時は下位・中位だった学生は英語運用能

力を伸ばしているが、もともと入学するときに上位者だった10％程度の学
生は十分に伸びていない」ことが明らかになり、上位者向けに何らかの学

習機会が必要であるとの背景から生まれたものである。つまり GCC は、
力がありながら噴きこぼれている学生の学習機会をどう担保するか、とい

う課題を解決するために設置された。 
【２】GCCの学生へのフォロー(「No.14-1 １国際力の強化について」の
関連事項) 
・GCCはその名の通り「コース」であった。学部・学科の教育プログラム
のように、ゼミ等の必修科目や環境が設定されているわけではない。この

ため、コースにかかわる教員と学生との紐帯には限界があり、きめ細かな

指導を行きわたらせるのが非常に難しいという課題があった。 
・GCCをGC副専攻とするにあたり、上述の課題を解決するために新設さ
れたのが「GC総合演習(GC副専攻修了認定科目・必修)」である。GC総
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合演習1(初年次後期)は海外研修の準備、GC総合演習2と3(2年次前期・
後期)は帰国後のフォローとして目標をもって継続的に学習するための仕
掛けを提供することがねらいである。 
・GC 総合演習を担当するのは日本キャリア開発協会キャリア・デベロッ
プメント・アドバイザー(CDA)有資格者でもある。大学教員として、かつ、
CDA として、副専攻履修者の自発的なキャリア発達をサポートすること
も、GC総合演習の目的のひとつであると考えている(別添資料⑥、GC総
合演習１シラバス参照) 
 さらに、修了後においても将来の目標に向かってチャレンジする意識を

維持高揚できるよう全学共通教育科目において、国際的な素養を身に付け

る科目や異文化理解につながる科目などを用意し、学生に様々な機会を提

供している。また、専門教育においても、グローバル化に向けた取り組み

として、英語での授業やインターナショナルスクールなどを実施している。 
・現在、大学全体として英語力強化の取り組みを進めており、クォーター

制や１年次への集中化などの導入の実現に向けて課題整理等を実施してい

る。 
【３】大学院教育について 
・大学院教育における選抜教育的な取り組みのうち、GCCのような学部（研
究科）横断で行う取組は現時点では行われていない。なお、本年度より創

設された大学院共通教育科目「学問・大学と社会 -大学院キャリア形成論」
が9月より開講する。 
 
 

３大学院研究科について 

大阪市立大学は都市大阪のシンクタンクとして大阪の持続的発展に貢

献することが強く求められており、「既存の学部・研究科の枠を超えて、

限られた人材を活用し、柔軟に教育研究に従事することを可能とする研

究院制度の構築」が重要である。理系、人文・社会科学系全般にわたる

大学院研究科の今後のあり方についてお聞きしたい。 
 

 平成27年４月に設置した研究院（別添資料⑦）は、全学における中長期
的ないし毎年度の人事計画に沿って、研究科の教育研究の向上、柔軟性の

高い教員人事に資する取り組みを図るものである。 
 従来から、都市研究プラザ、複合先端研究機構などを設置して分野横断

的な研究の実施や、文理融合の研究として都市防災研究を推進し、都市防

災教育研究センターを設置するなど、総合大学の特性を活かして部局の垣

根を越えた研究を推進してきたが、今後は同研究院制度を活用して、さら

なる横断的な研究の発展につなげていくことができると考えている。 
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 一方で、教育については、社会科学系研究院を中心として、現在の経営

学、経済学、創造都市研究科の３つの研究科の教員による新しい社会人大

学院や学部における新学科等の具体化に向けて既に検討を進めている。 
 今後、研究院制度の利点を活用して、教員人事の柔軟性を活用し、より

効果的な教育体制の構築を図っていきたいと考えている。 
 なお、大学院における共通教育科目「学問・大学と社会―大学院キャリ

ア形成論」「技術経営特論」を全研究科の修士・博士課程の院生及びポスト

ドクターを対象に開講するとともに、前者については、総合大学である大

阪市立大学のメリットを生かし、文系・理系・医療系の院生が共に学びあ

うことによって、自らや自らの研究を相対化し、その異議を考えたり、他

者との意思疎通や共同を行ったりできるような、受講生参加型演習科目と

して展開している。 
 
 

４社会人教育 

履修証明制度「大阪文化ガイド＋（プラス）講座」について、国際都

市大阪を意識したいい取組だと思う。今年度からの実施だが、今後ここ

で学んだ人をどのように生かすのか計画をお聞かせいただきたい。 
 
 
 
 

 本講座の履修者は、講座で取得した知識、技能を基に、大阪へのインバ

ウンドを含む観光客に対して、より高いレベルのボランティアガイドとし

て活躍していただくことを期待している。（別添資料⑧） 

N0.10 

５学生への経済的支援 

業務実績報告書にある「現行の経済的困窮者を主とした支援制度」と

はどのようなものなのか。奨学金返済が困難になる事例が社会問題化し

ている中、大学としてはどのような支援制度を作ることで、優秀な学生

の教育研究環境を整えようとしているのかお聞きしたい。 
 

 現行の制度は、経済的理由により納付が困難であり、修学状況が良好で

学習意欲のある学部生・大学院生を対象とした授業料減免制度であり、審

査のうえ授業料全額または半額の免除、分納を許可している。ただし、授

業料全額免除は一定の人数枠に基づき、学部・研究科からの推薦を受ける

ことが条件となっている。新制度では、現行の経済的困窮度での審査に加

え、各学部・研究科のアドミッションポリシーに即した優秀な学生に対し

推薦を行える支援制度にしていくことを検討中である。 
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5 
 

６MedCity 21 

先端予防医療部附属クリニックMedCity 21の立ち上げを市大としてど

のように評価しておられるのか。 

 

 健康寿命の延伸が国民的課題である現在、医療現場ではがんや生活習慣

病など多数の国民の健康を害する疾患に対して単に治療を施すのみでな

く、がんを治癒しうる早期段階で発見することや、健康から病気への移行

期である未病状態を診断して症状が出る前から医学的に介入する先制医療

の重要性が認識されている。このような健康増進に対する社会的要望に応

えるべく、大阪市立大学医学部附属病院がMedCity21を開設して予防医療
の実践を行う一方、医学部に先端予防医療研究センターを設立して

MedCity21で収集した未病データや検体の蓄積・解析による新たな研究成
果の創出や、国際競争を勝ち抜く研究者の人材育成を推進することにより

社会に貢献できると考えている。 
 

No.58 

７大学改革について 

＜学長のリーダーシップ＞ 
第二期中期目標期間の間に、学長がリーダーシップを発揮できる体制が整

備されてきているが、学長を補佐する機関として新たに設置された教育研究

戦略機構も含め、体制の全体像や今後についてお聞かせいただきたい。 
 
＜効果的な教育研究基盤や支援体制の構築＞ 
「大学改革プラン」に沿って、教育組織と教員究組織を分離し、柔軟

な人事が可能となる研究院制度の構築や人事計画策定会議の設置などに

より、全学的な教員人事の推進を図っているが、どの程度大学として一

体感をもった運営への取組が進められ、全学的な視点からの人事構想が

達成されるようになったかお聞きしたい。 
また教育組織と教員究組織を分離とともに昨年度指摘事項となってい

た教員給与の制度設計についてもお聞きしたい。 
 
＜URA制度＞ 
 専門的人材の配置として構築されたＵＲＡ制度について、具体的にお

聞きしたい。 
 

＜学長のリーダーシップ＞ 
・学長のリーダーシップが発揮できる体制の全体像について 
 中長期的視点と戦略性をもった大学運営を推進するため、各種情報分析

により全学に及ぶ戦略等や基幹的な制度の大幅改革等を検討・設計し、学

長を補佐する機関として教育研究戦略機構を設置し、検討するべき事項ご

とに同機構下にＷＧを設置し、その検討結果を同機構で審議の上、学長に

提言を行うこととしている。 
 そして、実施にあたっては、教育・研究をはじめとして全学的な取組み

を推進する 5つの推進本部（教育、研究、国際化戦略、産学連携、地域貢
献）が各部局とも連携を図りながら戦略を推進する体制となっている。 
 以上のとおり、戦略立案機能と戦略推進機能を整理し、学長のリーダー

シップを発揮できる体制として強化を行った。 
 なお、現在、平成27年度において検討する事項を整理・決定し、複数の
ＷＧを設置し、既にＷＧごとに議論を開始しており、同機構での議論も加

えつつ、戦略作成に向け取り組んでいる。 
 
＜効果的な教育研究基盤や支援体制の構築＞ 
 人事計画策定会議において、学長による全研究院長へのヒアリングを行

い、同会議において平成28年度教員人事方針と他の研究院への異動に関す
る基本的な考え方をまとめた。それらの中では、外国語教育のあり方を含
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む全学共通教育の強化、高等教育研究院、文学研究院及び理学研究院を中

心としてその実施体制を構築することや、社会科学系研究院について社会

人大学院や新学科の研究院体制などに合せて必要な教員の所属の整理、女

性教員任用促進、テニュアトラック制度の独自採用、国際公募の活用など

外国人教員の採用促進などを決定するなど、全学的な戦略を踏まえた人事

構想の実現に向けて一体的な取組みを推進している。 
 また、教員給与の制度設計については、平成26年度の給与改定において、
高年齢層の水準は据え置き、その分をもっぱら若年層の処遇改善に充てる

ことにより、モチベーションの向上に努めたところである。 
 
＜URA制度＞ 
 URAは、研究者とともに、研究活動を組織として円滑に実施するための
業務全般を担う専門職で、具体的には政策情報等の調査分析や研究力推進

施策の実施（研究戦略推進）、大型外部資金の獲得のための研究戦略企画

（Pre-Award）、人事・予算管理・報告書作成などの研究プログラムの推進
（Post-Award）などの業務を遂行する職種として、平成27年4月に制度
導入を行った。 
 体制としては、URAの活動を機能的、総合的に推進するとともに、URA
職（専門職）、教員、事務職が一体として、組織的に各部局・教員の研究力

の増進やプロジェクト形成の支援をはかるため、URA 全体を統括する
URA センターを設置し、所長に研究担当副学長をもって充て、全学的な
URA活動の推進体制を構築している。 
 

８ホームページ等による情報発信 

広報室担当部署が、全学的な支援に取り組んでいるのは評価したい。

さらなる機能強化が必要と考えるが、今後の課題についてお聞きしたい。 
 

 戦略的な広報展開を行うためには何よりも学内の様々な情報を収集する

ことが重要である。そのために、各部局等へのアプローチや情報収集する

仕組みを強化することが課題である。 
 これまでは、理工医学系の研究に関する情報発信にやや偏りがあったが、

今後は文社系 5研究科（経営、経済、法、文、創造都市）の研究や学生の
取組について情報発信を強化することが課題の一つとしてとらえている。  
 グローバルな大学としてふさわしい国際広報のあり方について具現化す

ることも課題の一つである。（別添資料⑨） 
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９大学統合について 

大阪府立大学との統合への取り組みとそのスケジュールについて、市大

としてはどのように考えておられるのか。 

 

 本年 5月の住民投票後に「特別区設置に関する住民投票結果を受けて」
の見解（別添資料⑩）を公表しているところである。その中で今後の方針

については、「改めて設立団体から示されることになると思われますが、本

学といたしましては、今年 2月に策定しました「新・公立大学」大阪モデ
ル（基本構想）を深化させるべく、今後とも大阪府立大学と議論をしっか

りと積み重ねるとともに、グローバルキャンパスの開設など、今までにな

い連携強化を図っていきたいと考えています。」としている。7月には大阪
府立大学と「新大学推進会議」を再開し、大阪府立大学とともに引き続き

新大学の実現に向けて検討を重ねていきたいと考えている。 
 
 

No.87-2 

10市大サポーター 

本学卒業生の強固なネットワークによるバックアップがあれば、本学

学生・大学院生が社会に出て活躍するにあたって、極めて大きな支援と

なると思われる。 
同窓会を中心としたOBのネットワークによる後輩の支援（例えば、
就職・転職・ビジネスなど）というのは、どの程度充実しているのか。 
 

 在学生就職支援：在学生と現職教員 OBOG との交流会、現職民間企業
勤務OBOGとの交流会、現職公務員OBOGとの交流会を年に約 3～4回
開催している。 
 卒業生支援：全国24、海外に7ヶ所存在する同窓会支部総会および東京、
大阪にある同窓会俱楽部において、卒業生間で世代を超えた交流がなされ

ている。 
 また、上記全学的な取り組みと別に、学部・研究科単位の同窓会組織に

より、卒業生の活躍する企業の見学会、卒後研修会（卒業後のキャリアア

ップを図るとともに、情報交換の場としても活用）、卒業後のキャリアアッ

プのための説明会(先輩との交流会。卒業後のキャリアアップをイメージし
やすいよう、様々な分野で活躍されている諸先輩方を講師として、進路や

就職などの説明会を開催）などの多数の取り組みが行われている。 
 
 

No.88 

11社会貢献について 

中学・高校への出張授業や、社会人に対する様々な活動、いわゆる社

会貢献が、法人化後の努力でずいぶん充実して来ているが、大学本来の

役割である教育・研究とこれらの活動のバランスが常に話題になってい

る。社会貢献を際限なく拡大することは当然無理なので、今後この問題

にどのように取り組もうとしておられるのかお聞きしたい。 

・大学と地域社会のあり方については、シーズとニーズのマッチングとい

う相補的な関係から、協働による実践というような相乗的な関係への転換

が必要である。また、学術的な観点による調査や分析などを通して、教員

が個人として確立した地域との連携を、今後は大学組織として地域との相

乗的な関係にまで高めていくことが重要である。 
・地域をテーマとする研究活動で形成された教育研究拠点を教育の場や社

No40 
No.41 
No.42 
No.43 
No.44 
No.45 
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会モデルとして展開・活用することにより、研究成果を地域に還元する仕

組みが構築されるとともに、同じ地域で取組みをしている分野間でネット

ワークが生まれると、学際的な領域も含めて、大学全体で研究と教育、社

会貢献の一体化した取組みへと発展させることができる。 
・文科省COC事業においても、地域が求めている人材の育成、研究成果・
知的資源の社会への還元等による地域志向教育を通じ、本学が地域の一構

成員として、様々な分野で地域社会の発展に貢献し、急増する課題等に対

応することを目指している。 
・教育・研究、社会貢献を個別に推進するだけでなく、一体化させること

で相乗的効果が生まれるとの認識をふまえて、今後とも、地域社会への貢

献の取組みを進めたいと考えている。 
 

 
 

12達成水準の設定について 

第１回目の委員会において、大学法人の自己評価に対して委員から疑義

ないし質問が寄せられた項目のなかには、「取組実績」よりも、当初の「達

成水準」に問題があったものが少なくなかったように見受けられた。 
 例えば、項目 58の達成水準＝年間受診者数 28000人。これは初年度
としては過大であったのではないか？ 
 項目37＝市の方針変更が未達の大きな原因というが、市との情報交換
が十分であれば、この「達成水準」が設定されなかったのではないか？ 
 項目 48＝市大における特許シーズがどれだけあるのか踏まえて達成
水準が設定されたのか？ 
  項目57も同じく外的要因によって未達となったとのことだが、達成水
準設定時に外的要因の変化の予測はできなかったのか？ 
 項目 29＝国際シンポの開催件数についての達成水準３回となってい
るが、この達成水準は過去の実績からみて低すぎるのではないか？第１

回委員会では、外部資金がとれなかったので、達成水準を減じたとの説

明であったが、望ましい国際シンポジウムの開催件数を設定して、外部

資金の獲得努力をするというのが本来の姿ではないか？ 
 
 以上を踏まえて、以下の質問をしたい。 

(１) 計画の達成水準の設定において、客観性や合理性を求めることは委員
ご指摘のとおり大学が説明責任を果たす上でも重要である。一方で、大学

の中期計画を年度ごとに区分した年度計画においては、これまでの取組み

実績を踏まえたうえで、社会情勢の変化、大学に求められる役割の変化な

どを加味して、適切な達成水準(定量的なものや定性的なものも含む)を設定
し、その成果を水準に照らして評価・分析し次の年度計画へ繋げていくも

のであり、達成水準はPDCAにおける重要な指標であると考えている。 
 本来外的要因等の予測も十分行ったうえで設定すべきものであるが、委

員ご指摘のように精査が不十分であったものもあり、またこれまでの実績

等から再精査すべき水準も見受けられる。 
大学の業務は、定量化できるものもあるがその質を問われるものも多い。

引き続き、大学として、客観性・合理性の側面からも説明責任を果たせる

よう、適切な達成水準の設定に努めていく。 
(２) 自己評価においては、設定した達成水準に照らしてのみ判断するだけ
でなく、実績が乖離している場合等はその水準の適切性も再度確認して総

合的な評価に努めている。また、客観的にみて水準の再考が必要な場合は、

翌年度の年度計画策定において(場合によっては当該年度の達成水準を途
中で変更することも含め)、精査しより効果的に PDCA を進めてまいりた
い。 

昨年度指摘

事項 
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（１）達成水準はどのようにして設定されているのか。 
 以上のほかにも達成水準が過大ではないかと思われるもの、逆に過小

ではないかと思われるものがある。外的要因や取組実績を考慮しての達

成水準ではなく客観的、合理的な設定であるべきと考えるが、いかがだ

ろうか。 
（２）自己評価および評価委員の評価は、達成水準と取組実績の乖離度

如何に重点をおいてなされているようだが、達成水準そのものの合理性、

適切性も評価のポイントに加えるべきではないだろうか。達成水準が高

すぎる場合だけではなく、取組実績が達成水準に到達していたとしても、

達成水準そのものが低いと考えられる場合にはその評価も行うなど。 
 

 

 
 
 
 
 


