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第１回大阪市公立大学法人評価委員会 

 

 

日 時  平成１７年１０月３１日（月） 午前１０時～ 

場 所  大阪市立大学医学部学舎１８階会議室 

 

 

会 議 次 第 

 

１ 開 会 

（１）委員の紹介 

 

（２）あいさつ 

 

（３）委員長の選出等 

 

 

２ 議 事 

（１）委員会の審議の公開について 

 

（２）公立大学法人大阪市立大学の中期目標について 

 

 

３ 閉 会 



資料１－１ 

 

大阪市公立大学法人評価委員会委員名簿 

 

（五十音順・敬称略） 

 

 

  

上野谷 加代子 
（うえのや かよこ） 

 同志社大学社会学部 教授 

金森 順次郎 
（かなもり じゅんじろう） 

（財）国際高等研究所 所長 

吉川 隆一 
（きっかわ りゅういち） 

 滋賀医科大学 学長 

栗原 貴子 
（くりはら たかこ） 

 公認会計士 

白幡 洋三郎 
（しらはた ようざぶろう） 

 国際日本文化研究センター 教授 

西田 健一 
（にしだ けんいち） 

 丸紅（株） 理事 

細見 三英子 
（ほそみ みえこ） 

 ジャーナリスト 

 

 



資料１－２ 

大阪市公立大学法人評価委員会条例 

（趣旨） 

第 1 条 この条例は、地方独立行政法人法（平成 15 年法律第 118 号）第 11 条

第 3 項の規定に基づき、本市が設立する公立大学法人の業務の実績に関する評

価等に関する事務を処理させるため設置する大阪市公立大学法人評価委員会

（以下「委員会」という。）の組織及び委員その他委員会に関し必要な事項を定

めるものとする。 

 

（組織） 

第 2条 委員会は、委員 7人以内で組織する。 

2 委員は、大学の教育、研究及び運営に関し識見を有する者その他市長が適当

と認める者のうちから市長が委嘱する。 

3 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、委員会に臨時委員若干

人を置くことができる。 

4 臨時委員は、市長が委嘱する。 

 

（任期） 

第 3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

2 委員は、再任されることができる。 

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱され

るものとする。 

 

（委員長） 

第 4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。 

2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。 

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を

代理する。 

 

（会議） 

第 5条 委員会の会議は、委員長が招集する。 

2 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員（以下「委員等」という。）

の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

3 委員会の議事は、出席した委員等の過半数で决し、可否同数のときは、委員

長の決するところによる。 

 

（施行の細目） 

第 6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

 

附 則 

この条例は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 

 



資料１－３ 

大阪市公立大学法人評価委員会運営要綱 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、大阪市公立大学法人評価委員会（以下「委員会」とい

う。）の運営に関し必要な事項を定める。 

 

 

（会議の公開） 

第２条 委員会の会議は、原則として公開とする。ただし、委員会において非

公開とすることが適当であると認める案件については、非公開とすることがで

きる。 

 

 

（傍聴人に対する指示） 

第３条 委員長は、傍聴人が会議の進行を妨害する行為をしたと認めたときは、

傍聴人に対し、退場を命じることができる。 

 

 

（議事録等） 

第４条 委員会の議事要旨及び会議で使用した資料は、公表する。 

 

 

附 則 

 この要綱は、平成１７年１０月３１日から施行する。 

 



資料２－１ 

大阪市公立大学法人評価委員会の役割について 

 
１ 公立大学法人の業務実績の評価を行う。 

①各事業年度の業務の実績 
②中期目標期間の業務の実績 
 なお、評価にあたっては、文部科学省の認証評価機関の教育及び研究

の状況についての評価を踏まえる。 
（参考）主な認証評価機関 

大学基準協会 
独立行政法人 大学評価・学位授与機構 

 
２ 設立団体の長は、次に掲げる事項について、評価委員会の意見を聴かなけ

ればならない。 

①中期目標の制定、変更（議会の議決が必要） 
②中期計画の認可 
③業務方法書の認可 
④各年度の財務諸表の承認 

（財務諸表）貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書 
利益の処分又は損失の処理に関する書類 
行政サービス実施コスト計算書、その他の附属明細書 

⑤各年度の損益計算後の残余の額を、中期計画に定める「剰余金の使途」

に充当することの承認 
⑥中期目標期間における積立金を、次期中期目標期間の業務財源に充当

することの承認 
⑦中期計画に定める限度を超える短期借入金の認可 
⑧資金不足のため償還することができない短期借入金の借り換えの認可 
⑨重要な財産の譲渡などの認可（議会の議決が必要） 

 
３ 評価委員会は、次に掲げる事項について、設立団体の長に意見の申し出を

することができる。 

・役員に対する報酬の支給基準が、社会一般の情勢に適合したものであ

るかどうか問題がある場合 
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公立大学法人評価委員会の今後の進め方について 
 
平成１７年度 

       平成１７年１０月 中期目標の検討 
       平成１８年 １月 中期目標の策定（市会の議決が必要） 

                中期計画の検討 
 
平成１８年度 

       平成１８年 ４月 中期計画の認可 
                業務方法書の認可 
            １０月 業務実績評価方法の検討 

       平成１９年 １月 次年度事業の説明 
                業務実績評価方法のとりまとめ 
 
平成１９年度から平成２２年度まで 

             ６月 前年度の業務実績評価 

                財務諸表の承認 

                剰余金の繰越の承認（経営努力の認定） 

            １０月 業務実績評価の結果に基づく取組みの報告 
          翌年 １月 次年度事業の説明 
 
平成２３年度（中期目標期間の終了年度） 
       平成２３年 ６月 前年度の業務実績評価等 
            １０月 次期中期目標の検討 
       平成２４年 １月 次期中期目標の策定（市会の議決が必要） 
             ３月 中期計画の認可 
 
平成２４年度（次期中期目標期間の初年度） 
       平成２４年 ６月 中期目標期間の業務実績評価等 
                積立金の繰越に関する承認 
 
○この他、下記の事由が発生した場合には、臨時に評価委員会を開く 
  短期借入金の中期計画を超える借入れ、借り換え 
  重要な財産の譲渡など 



資料３－１ 

 
大阪市立大学の概要 

 
１ 沿革 

明治１３年（１８８０年） 大阪商業講習所 
  ３４年（１９０１年） 市立大阪高等商業学校 
昭和 ３年（１９２８年） 市立大阪商科大学 
  ２４年（１９４９年） 大阪市立大学 

 
２ 学生数（平成１７年５月１日現在） 

商学部  １，１２４名  経営学研究科     ９９名 
経済学部 １，１６９名  経済学研究科     ８７名 
法学部  １，０５２名  法学研究科     １６４名 
文学部    ８４９名  文学研究科     ２１１名 
理学部    ６１３名  理学研究科     ３４０名 
工学部  １，２０２名  工学研究科     ４１７名 
医学部    ５８３名  医学研究科     ２７１名 
生活科学部  ５１３名  生活科学研究科   １８４名 
             創造都市研究科   ２９０名 
看護短期大学部 ８８名 
合計                   ９，２５６名 

 
４ 教職員数（平成１７年５月１日現在） 

教員   ８５２名  職員 １，３０３名（うち附属病院９４２名） 
 

５ 予算（平成１７年度） 
 一般会計  歳入  ６６億５，９００万円（うち入学料・授業料・検定料 約５２億円） 
       歳出 ２９９億６，９００万円（うち附属病院会計への繰出  約６８億円） 
 特別会計  歳入 ２８７億２，８００万円（うち診療収入       約２０５億円） 
（附属病院） 歳出 ２８７億２，８００万円 

 
４ 附属病院 

病床数 約１，０００床  患者数 入院 延べ３２万人、外来 延べ６５万人 
 
５ 大学改革  

平成 元年度 大阪市立大学基本計画 策定 
   以 後 学術情報総合センターの整備 
       全学共通教育棟の整備 など 
  １２年度 第三次基本計画 策定 
  １５年度 創造都市研究科 新設 
       大学教育研究センター 新設 
  １６年度 法科大学院 新設 

 
７ 文部科学省 教育支援プログラム 

平成１６年度 法学研究科   法科大学院の「中小企業法臨床教育システム」 

  １７年度 生活科学研究科 ＱＯＬプロモーター育成による地域活性化プロジェクト 

  １８年度 医学研究科   市民病院と連携した全人的総合診療医の育成プログラム 

 
８ 文部科学省 ２１世紀ＣＯＥプログラム 

平成１４年度 文学研究科 都市文化研究センター 
  １５年度 理学研究科 数学研究所 
  １６年度 医学研究科 疲労克服研究教育拠点 



大阪市立大学の大学改革・法人化のねらいと特徴（案）     資料３－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

教育 → 世界に貢献する人材の養成 
学部教育の充実 
・教育内容の充実、教育手法の向上 

→ 大学教育研究センターの活用 

・高校との連携強化 

・学生の国際化、多様化への対応 

学生交流の推進 
→ 海外の大学との交流 

大学院教育の充実 
・優れた研究者の養成 

・特に高度な知識･技術と研究能力を有

する専門家の養成 

・高度専門職業人の養成 

→ 新たな専門職大学院の検討 

大学改革の内容

 
 都市大阪の伝統と文化を継承するとともに、自由で創造的な教育・研究・医療を通じて、市民ととも

に都市の諸機能の向上を図り、真の豊かさの実現をめざす。 

めざす大学像 

 大学運営 （公立大学法人制度の活用）→ 戦略性を持った経営、効率的な運営 

 

予算・会計 
・戦略的な予算編成と柔軟な執行 

・評価制度に基づく再配分システムの構築 

・外部資金、知的財産権など自主財源の確保 

人事・給与・服務 
・教員の業績評価（特に教育評価） 

・多様な任用制度（任期制、特任教員など） 

・大学経営の専門職の育成 

情報公開・説明責任 
・知識基盤社会の情報発信拠点 

・コンプライアンスの確立 

組織・運営 
・柔軟な教育研究組織の編制 

・教育研究支援体制の充実 

・事務の簡素・効率化、ＩＴ化 

・大学経営への職員の参画 

・全学的な自己点検・評価組織の構築 

・認証評価機関による第三者評価の反映 

  評価 
    → 自律的な改善システムの確立 

特色ある研究体制 
・重点研究   →卓越した研究拠点の形成 

・都市問題研究 →都市の課題を解決、発展に寄与

・新産業創生研究→産学連携による新産業の創出 

独創的で高度な研究の推進 
 ・基礎研究、基盤研究の活性化 

 ・都市研究プラザの新設 

 ・国際的な研究交流活動の推進 

研究 → 市民の誇りとなる大学 

地域貢献 → 市民に親しまれる大学 

 

医学部附属病院の充実 
・患者本位の診療体制の確立 

・地域の医療水準の向上に寄与 

地域経済の活性化 
・新産業創生研究センター 

都市・大阪のシンクタンク機能 
・都市問題研究、新産業創生研究 

・研究の成果及びアイデアの提供 

・市内各研究機関との連携強化 

生涯学習等の支援 
・公開講座等の充実 

・リカレント教育、生涯学習の支援 

厳しい大学間競争 

競争的研究資金 

情報公開と説明責任 

 

環境の変化 

（大阪市立大学 基本計画） 

都市型総合大学 
大阪という都市を背景とした学問の創造 

 

前提 
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公立大学法人大阪市立大学 中期目標（原案） 

 

前文 

 公立大学法人大阪市立大学は、次の理念に基づき、大阪市立大学の設置及び

管理を行う。 

１ 大阪市立大学の理念 

①優れた人材の育成と真理の探究という大学としての普遍的な使命を果たすと

ともに、人とその活動が集積する都市を学問創造の場としてとらえ、都市の諸

問題に英知を結集して正面から取り組み、その成果を都市と市民に還元するこ

とにより、地域社会ひいては国際社会の発展に寄与する、市民の誇りとなる大

学をめざす。 

②都市・大阪の伝統と文化を継承するとともに、既成の学問の枠にとらわれな

い自由で創造的な教育と研究及び高水準の医療を通じ、都市型総合大学として、

市民とともに、都市の文化、経済、産業、医療などの諸機能の向上を図り、真

の豊かさの実現をめざす。 

 

２ 大学経営の理念 

 理事長は、教職員が一体となって大学経営に取り組む体制を構築するととも

に、学長として、大学活動の全般にわたって最大の効果を生むためにリーダー

シップを発揮する。 

 

Ⅰ 期間 

 平成１８年４月から平成２４年３月まで 

 

Ⅱ 教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 教育に関する目標 

（１）教育の基本方針 

 大阪市立大学における教育は、都市・大阪を背景とした市民の大学という理

念に立脚しつつ、人類の幸福と発展に貢献するため、さまざまな分野において

指導的役割を果たし、社会で活躍する人材を育成することを目標とする。 

 

（２）教育の内容 

（人材育成の目標） 

①学士課程 

 優れた専門性、実践性、国際性を有し、総合的な判断力と豊かな人間性を備

え、社会に積極的に参加する市民的公共性を持った人材を育成する。 

②大学院課程 
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ア 前期博士課程 

 それぞれの学問領域の研究成果を体系的に学習し、学際領域にも応用展開で

きる創造力ある人材を育成する。 

イ 後期博士課程 

 新しい研究領域の開拓に取り組むなど、自立した研究者として世界に通用す

る人材を育成するとともに、特に高度な知識・技術及び研究能力を有する専門

家を育成する。 

ウ 専門職学位課程 

 高度専門職業人として都市の諸問題に積極的に取り組み、地域の活性化を先

導する人材を育成する。 

 

（アドミッション・ポリシー） 

③人間性豊かで、科学や都市の産業・文化・生活・環境に広く関心を持ち、向

学心旺盛で優れた資質を有する学生を、広く国内外から受け入れる。 

 

（入学者選抜） 

④各学部・研究科は具体的な人材育成の目標像と明確なアドミッションポリシ

ー(学生受入方針)に基づき入学者選抜を実施する。 

 

（学部教育） 

⑤学士課程では、基本的な専門知識を学ぶとともに、幅広い教養を修得できる

カリキュラムを編成する。 

 

（大学院教育） 

⑥大学院課程では、優れた研究者を養成するとともに、特に高度な知識・技術

及び研究能力を有する専門家を養成できるカリキュラムを編成する。 

 

（社会人教育） 

⑦社会人が高度な専門的知識と技術を修得できるよう、再学習の機会を提供し、

社会人教育を充実する。 

 

（厳正な成績評価） 

⑧人材育成の目標像に基づき、学生が達成するべき具体的な目標を明確に示し、

厳正な成績評価を行う。 

 

（教育力の向上） 

⑨大学教員の能力や資質の開発（ファカルティ・ディベロップメント）活動な
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どにより、教員の教育力の向上を図る。 

 

（教育の成果の検証） 

⑩教育の質の向上を図るために教育の成果及び効果の検証を行い、結果を公表

するとともに、改善に結びつける。 

 

（３）教育の実施体制 

（教育組織の整備） 

①人材育成の目標を達成するために教育組織の整備、充実を図る。 

②幅広く豊かな教養と高度な専門知識を結びつけるために学内の教育体制の有

機的連携を図る。 

 

（情報通信技術の活用） 

③学生の学習意欲と理解度の向上を図るためにＩＴ（情報通信技術）を活用す

る。 

 

（教育基盤の整備） 

④時代の要請に即応した先端的な教育研究を推進するための基盤的な施設整備

を図る。 

 

（４）学生への支援 

（学生支援体制の整備） 

①学生への支援を充実・強化するための体制を整備する。 

 

（学習の支援） 

②学生が明確な目的を持って学習できるよう支援を行う。 

 

（学生生活への支援） 

③学生が豊かなキャンパスライフを通じ、その資質の向上を図ることができる

よう生活等に関する支援を行う。 

 

（進路選択への支援） 

④学生のキャリア形成の意欲に応え、卒業後の進路に関する情報の提供などの

支援を行う。 

 

２ 研究に関する目標 

（１）研究の基本方針 
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（卓越した研究拠点の形成） 

①新しい知の創造をめざし独創的で特色ある研究を進め、市民の誇りとなる卓

越した研究拠点を形成することにより、学問研究において先駆的役割を果たす。 

 

（地域社会との連携） 

②都市が抱えるさまざまな課題に取り組み、その成果を都市と市民に還元し、

地域社会の発展に寄与する。 

 

（産業の諸分野との連携） 

③新しい産業を生み出す芽となる研究を推進し、大学を超えて産業の諸分野と

の連携を進め、その成果を社会に還元していく。 

 

（２）研究の実施体制 

（特色ある研究の推進） 

①本学の研究の基本方針を実現するため、独創性に富んだ基礎研究・応用研究

を大阪市立大学の特色となる基幹的な研究に育てるための支援体制を構築する。 

②各研究科では、研究の自由と自主性を尊重し、研究組織としてその能力を最

大限に発揮できる自律的研究体制を確立する。 

③学内・学外の多くの都市に関わる研究者が集まり、都市・大阪にふさわしい

研究体制の整備・充実を図る。 

 

（他の研究機関との連携） 

④各種の研究機関、特に大阪市立の研究機関との人的交流や共同研究を推進し、

積極的な連携を図る。 

 

３ 社会貢献に関する目標 

３－１ 地域貢献 

（１）地域貢献の推進体制 

 市民に対して、より充実した生涯学習や再学習の機会を提供できるよう、地

域貢献を総合的・組織的に遂行しうる体制を整える。 

 

（２）地域貢献の活性化 

（人材の育成） 

①教育・研究を通じて、地域づくりに貢献できる優れた人材を育成する。 

 

（高校等との連携） 

②青少年の知的興味を喚起するとともに進路の選択に資するため、高校等との
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連携を強化する。 

 

（地域社会との連携） 

③高度な専門的知識やアイデアを市民や社会に提供する。 

④ＩＴ（情報通信技術）により、学習意欲のある市民等に対する情報発信を行

い、高度な専門教育を受ける機会の充実を図る。 

 

（産業界との連携） 

⑤地域経済に貢献するために、関西を中心とした企業とりわけ中小企業と連携

し、新たな事業創生に向けて大学の知的資源を提供する。 

 

（都市・大阪のシンクタンク） 

⑥都市の課題に関する研究などを通じて、都市・大阪のシンクタンクとしての

機能を高め、地域社会への提言を行う。 

 

３－２ 国際貢献 

（１）国際貢献の基本方針 

①国際都市大阪に位置する大学として、世界の都市が抱えるさまざまな課題に

取り組み、国際的な教育研究機能を強化する。 

②市民生活と結び付いた学術・文化の国際的な交流拠点となる。 

③学生・教職員の国際交流を、より一層推進する。 

 

（２）国際貢献の実施体制 

 海外の大学との学術交流、研究者や学生の交流関係の業務を総合的・組織的

に遂行しうる体制を整える。 

 

４ 附属病院に関する目標 

（１）附属病院の基本方針 

①安全で質の高い患者本位の医療を提供することはもとより、地域医療機関（病

院や医院、診療所など）との連携を一層深めることにより、適切な医療機能の

分化を推進し、地域医療の向上に寄与するとともに、健康・予防医学の推進に

より、市民の健康保持に貢献する。 

②高度医療の推進を図る特定機能病院の特性を生かし、市民へ最新の医療を提

供する。 

③優れた知識・技術と科学的思考ならびに倫理観を備えた、人間味の豊かな医

療人を育成する。 

④質の高い臨床研究、高度先進医療を推進し、世界に発信できる新しい診断法・

 



資料３－３ 
 

治療法・予防医学の開発を行い、医療の水準の向上に寄与する。 

⑤医療、保健の向上に寄与する多彩な研究を柔軟な体制により推進する。 

 

（２）附属病院の運営体制 

①附属病院の機能を充実強化するため、機動的な運営が可能となる組織整備を

行う。 

②病院経営の効率化を図り、健全な財務体質の確保に努める。 

 

Ⅲ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

１ 教育研究体制等の改善 

（１）柔軟な組織編成 

 教育研究体制及び支援体制について柔軟な組織編成を行う。 

 

（２）教育研究等の支援体制の充実 

 教育・研究・社会貢献にかかる支援体制の充実を図る。 

 

２ 人事制度の改善 

 多様で柔軟な人事制度を構築し、優秀な教職員を確保する。 

 

３ 予算制度の改善 

 基盤的な教育研究経費の確保を図るとともに、全学的視点からの戦略的な学

内資源配分を行う。 

 

４ 業務執行の改善 

（１）サービス機能の強化 

 学内、学外に対する様々なサービスにかかる改善を図るための実施体制を整

える。 

 

（２）業務の効率化 

 定型的な事務等の効率化を推進する。 

 

Ⅳ 財務内容の改善に関する目標 

１ 自己収入の改善 

 授業料等の自己収入を安定的に確保するとともに、外部資金、寄付金、知的

財産権等による自己財源の獲得を図る。 

 

２ 経費の抑制 
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 大学経営全般を点検し、効率的な業務運営により経費の節減を図る。 

 

３ 資産の活用 

 知的資産はもとより、施設・設備などについても情報を集約し活用を図る。 

 

Ⅴ 自己点検・評価及び当該情報の公開等に関する事項 

１ 評価制度の確立 

 教育、研究及び社会貢献、大学の管理運営にかかる自己点検・評価を行う体

制を確立する。 

 

２ 改善の実施 

 自己点検・評価、外部評価などの評価結果を公表するとともに、それに基づ

く改善を行う。 

 

Ⅵ その他業務運営に関する重要目標 

１ 人権の尊重、法令の遵守等 

 大学活動全般の遂行にあたっては、人権の尊重、法令の遵守はもとより、大

学の使命と社会的責任に応えるための体制の確立を図る。 

 

２ 情報公開等の推進 

 積極的な情報発信に努め、大学の諸活動について広く社会の理解を得る。 

 

３ 施設設備の管理、整備及び活用 

 施設・設備を有効に活用しつつ、教育・研究にかかる目標、計画を達成する

ためのキャンパス整備を図る。 

 

４ 安全の確保等 

 教育・研究・医療にかかる安全管理の向上及び管理システムの整備を図る。 
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公立大学法人大阪市立大学 中期計画（原案）の案 
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num 中期目標（原案） 中期計画(原案)の案 備考（現状、課題等）
1 前文

2
　公立大学法人大阪市立大学は、次の
理念に基づき、大阪市立大学の設置及
び管理を行う。

3
4 １　大阪市立大学の理念

5

①優れた人材の育成と真理の探究とい
う大学としての普遍的な使命を果たす
とともに、人とその活動が集積する都
市を学問創造の場としてとらえ、都市
の諸問題に英知を結集して正面から取
り組み、その成果を都市と市民に還元
することにより、地域社会ひいては国
際社会の発展に寄与する、市民の誇り
となる大学をめざす。

6

7

②都市・大阪の伝統と文化を継承する
とともに、既成の学問の枠にとらわれ
ない自由で創造的な教育と研究及び高
水準の医療を通じ、都市型総合大学と
して、市民とともに、都市の文化、経
済、産業、医療などの諸機能の向上を
図り、真の豊かさの実現をめざす。

8
9 ２　大学経営の理念

10

　理事長は、教職員が一体となって大
学経営に取り組む体制を構築するとと
もに、学長として、大学活動の全般に
わたって 大の効果を生むためにリー
ダーシップを発揮する。

11
12 Ⅰ　期間

13

　平成１８年４月から平成２４年３月
まで

＊特に実施年度等の記述のない場合、中期計画全般にわたる達成
時期区分は次のとおりとする。
・平成18、19年度　検討
・平成20、21年度　実施
・平成22、23年度　検証（次期中期目標・計画の検討）

14

15
Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標 Ⅰ　教育研究等の質の向上を達成するための措置

16 １　教育に関する目標 １　教育に関する措置
17 （１）教育の基本方針
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num 中期目標（原案） 中期計画(原案)の案 備考（現状、課題等）

18

　大阪市立大学における教育は、都
市・大阪を背景とした市民の大学とい
う理念に立脚しつつ、人類の幸福と発
展に貢献するため、さまざまな分野に
おいて指導的役割を果たし、社会で活
躍する人材を育成することを目標とす
る。

19
20 （２）教育の内容 （１）教育の内容
21 ①学生の受入れ
22 （人材育成の目標） （各学部･研究科の人材育成の目標像）
23 ①学士課程

24

　優れた専門性、実践性、国際性を有
し、総合的な判断力と豊かな人間性を
備え、社会に積極的に参加する市民的
公共性を持った人材を育成する。

・各学部、研究科、学科、専攻等の具体的な人材育成の目標像を
明示する。

・平成１６年３月に各学部・研究科の人材育成の目標像を作成
し、ホームページ等でも公開している。

25
26 ②大学院課程
27 ア　前期博士課程

28
　それぞれの学問領域の研究成果を体
系的に学習し、学際領域にも応用展開
できる創造力ある人材を育成する。

29
30 イ　後期博士課程

31

　新しい研究領域の開拓に取り組むな
ど、自立した研究者として世界に通用
する人材を育成するとともに、特に高
度な知識・技術及び研究能力を有する
専門家を育成する。

32
33 ウ　専門職学位課程

34
　高度専門職業人として都市の諸問題
に積極的に取り組み、地域の活性化を
先導する人材を育成する。

35
36 （アドミッション・ポリシー） （各学部･研究科のアドミッション･ポリシー）

37

③人間性豊かで、科学や都市の産業・
文化・生活・環境に広く関心を持ち、
向学心旺盛で優れた資質を有する学生
を、広く国内外から受け入れる。

・各学部、研究科、学科、専攻等のアドミッション・ポリシー
（学生受入方針）を明確にし、ホームページなどで公表する。

38
39 （入学者選抜） （入学者選抜制度）
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num 中期目標（原案） 中期計画(原案)の案 備考（現状、課題等）

40

④各学部・研究科は具体的な人材育成
の目標像と明確なアドミッション・ポ
リシー（学生受入方針）に基づき入学
者選抜を実施する。

・継続的に、入学後の成績等を追跡調査し、各学部・研究科では
現に実施しているユニーク入試や推薦入学、帰国生徒・留学生や
社会人に対する特別選抜制度など各種の選抜制度の検証を行い、
平成20年度以降に、順次その改善・充実を図る。

・入学者選抜については、一般入試のほか、ユニーク入試、社会
人特別選抜、推薦入学、第３年次編入学、私費外国人留学生特別
選抜、職業教育を受ける高校生を対象にした推薦入学、企業・自
治体・団体等からの組織推薦枠制度や実務経験者に対する特別選
抜など、多様な制度を設けている。
・入学者選抜制度の検証については、GPA制度を用いて一部の学部
で実施している。

41
42 （広報活動）

43

・優秀な学生の確保を図るため、高大連携の促進、オープンキャ
ンパス、進学ガイダンス、各学部・研究科のホームページなどに
よる大学及び大学院志望者に対する広報活動を平成18年度以降一
層強化する。

・オープンキャンパス・進学ガイダンスのほか、大阪市広報板へ
のポスター掲示や大学のホームページで入試情報・過去問の掲載
を含む広報に努めるとともに、高等学校、高等専門学校の訪問や
校長会等での入試説明などにより、進学希望者を有する学校に直
接働きかけている。

44
・平成１８年度から実施される大学コンソーシアム大阪の企画
「大学フェア」に積極的に参加し、受験生を対象とした各種の催
しを実施する。

・９月に開催された「大学コンソーシアム大阪」の総会におい
て、大阪府下の高校の校長会と連携した大学フェアの実施が承認
された。

45
・外国語による募集要項などを工夫し、留学を志望する外国の学
生への広報活動を強化する。

46
47 ②教育課程の編成
48 （学部教育） （学部教育）

49
⑤学士課程では、基本的な専門知識を
学ぶとともに、幅広い教養を修得でき
るカリキュラムを編成する。

・全学共通教育と各学部における専門教育との有機的連携のあり
方について調査研究を行い、各学部は、その成果を平成22年度ま
でにはカリキュラムの編成と履修モデルの作成に反映させる。

・各学部において独自の検討は行われており、既にカリキュラム
の編成の工夫や履修モデルの提示を行っている学部もある。

50
・実務経験者による講義科目を充実するとともに、ものづくりを
実感させる科目やフィールドワークを組み入れた科目を充実させ
ることにより、参加型の教育を促進する。

・理系の学部では、基礎教育実験棟における実験実習のほか実務
経験のある技術者による実学科目を提供している学部もある。

51
・学部内での副専攻制度の導入や他学部専門科目の履修を認め、
情報を提供するなど、総合大学であることのメリットを十分に生
かし、幅広い専門知識の修得を可能にする仕組みを設ける。

・文系の学部では他学部の専門科目を履修できる仕組みがある。

52

・高校の新教育課程を経た学生が入学する平成18年度以降につい
て、学部教育とりわけ初年次教育（転換教育・導入教育）のあり
方を検討し、高校と連携を強化しつつ具体的カリキュラムを作成
して、その実施体制を確立する。

53
・社会情勢の変化などに応じて学部第２部（夜間課程）のあり方
について検討を行う。

・学部第２部については、夜間課程に対する現状のニーズを勘案
し、平成１７年度から、学部間の連携による広領域化を図ってい
る。

54
55 （外国語教育）
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num 中期目標（原案） 中期計画(原案)の案 備考（現状、課題等）

56

・全学共通教育においてＴＯＥＦＬ、ＴＯＥＩＣ等での単位認定
に平成19年度から取り組むとともに、学部専門科目の枠内で英語
の授業を増やしたり、海外の語学講習会への参加を奨励する。

・既に「外国語演習」を実施している学部がある。
・平成１５年度よりインターナショナル・スクールを設置し、英
語による授業（講義、演習発表）を実施している研究科もある。
・平成15年度よりオックスフォード大学ハートフォード・カレッ
ジの語学研修プログラムへ学生を派遣している。修了者には専門
外国語科目２単位を認定している研究科もある。
・平成１８年度より、本学学生のハンブルク大学への留学に対し
て、ハンブルク州より奨学金が支給される予定である。

57
・全学共通教育における英語の授業を改革し、「読む・書く・聞
く・話す」能力がバランスよく向上することに努める。

58 ・学部及び大学院において外国語による授業の充実を図る。
59
60 （大学院教育） （大学院教育）

61

⑥大学院課程では、優れた研究者を養
成するとともに、特に高度な知識・技
術及び研究能力を有する専門家を養成
できるカリキュラムを編成する。

・総合大学としての特徴を生かし、学際的な教育・研究を進める
ため、既成の専門分野にとらわれない分野横断型の履修を拡充す
ることをめざし、平成19年度を目途に学内の協議を行うととも
に、国内外の他大学、他研究機関との単位互換制度の拡充につい
ても平成20年度を目途に検討を行う。

・分野横断的履修を可能とするため、科目群の編成替えを行った
り、専攻にとらわれず様々な科目の履修を可能としている研究科
がある。
　また、新たに学際分野科目を提供したり、非常勤講師による
先端研究や学際領域研究に関する成果の特別講義を重視する研究
科もある。
　さらに、バーチャルな専攻横断型研究機構を立ち上げ、大学院
生の参加を促進している研究科もある。

62
63 （社会人教育） （社会人教育）

64

⑦社会人が高度な専門的知識と技術を
修得できるよう、再学習の機会を提供
し、社会人教育を充実する。

・リカレント教育などの社会人教育に配慮したカリキュラム編成
について国内外の大学の実情の調査を行い、平成20年度までには
プロジェクト型の研究や夜間開講授業、実務型授業、短期集中授
業などを実施ないし充実するとともに、企業や行政における実務
者の博士学位取得を目的とする修学需要への対応などの検討を進
める。

・平成１５年度に社会人向けの夜間大学院として創造都市研究科
を大阪駅前第２ビルに設置した。
・創造都市研究科のワークショップでは、社会人学生の問題意識
や実社会での課題等を対象に、ゲストスピーカーを迎え、教員・
学生がともにグループで取り組む討議方式を採用している。

65

・社会人が学びやすい環境を整えるため、大学院において、長期
履修学生制度の導入などを検討するとともに、平成20年度以降の
カリキュラム・時間割の編成に弾力性を持たせる。

・プロジェクト式の研究で実施している研究科や昼夜開講制を導
入している研究科もある。
・理系の研究科では後期博士課程の社会人学生についてはゼミの
時間等は弾力的に運営している研究科もある。

66
67 （高度専門職業人教育）

69

・経営学研究科の社会人特別プロジェクトや経済学研究科の社会
人を対象とした大学院教育の実績を踏まえ、社会人教育の活性化
の観点から、経営又は会計の分野における本学独自の専門職大学
院のあり方や、産業構造の変化と技術革新に対応できる専門知
識・技術を身につけた人材を育成するための理系をも含めた多様
な専門職大学院のあり方について、検討を進める。

・平成１６年度に法学研究科にいわゆる法科大学院（法曹養成専
攻）を新設した。
・専門職大学院（法科大学院）では、入学者に占める社会人数の
割合は創設時から４割を超えている実態がある。
・社会人が多く入学している学科において、入学後退職して学業
に専念するケースが多い。

70
・看護学研究科の新設について、医学部看護学科の看護学部への
改組と併せて平成20年度を目途に検討を進める。

・平成１６年度に看護短期大学部を改組し医学部看護学科とし
た。平成２０年度に 初の卒業生を送り出すことになる。

72
73 ③授業形態、学習指導法等
74 （シラバスの充実）
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75

・計画的な学習を促進するとともに、選択科目や他学部科目につ
き、主体的選択が可能になるよう、全学で記載項目を統一したシ
ラバスに、授業内容、授業の進め方、獲得目標、成績評価の方法
などを記載する。

・既に多くの学部で、講義の主題と目標、講義方法、評価方法、
教材などを記した詳細なシラバスを提供している。
・JABEE認定と連携して充実を図る学部もある。

76
・全ての学部・研究科のシラバスをホームページに掲載し、他学
部・他研究科の学生が履修可能な科目を文系・理系別に明示す
る。

77
78 （学部教育）

79
・情報機器を利用した公開講義など、教員の指導技術の向上を図
る取組を行い、学生の理解力を高めるためのさまざまな授業形態
を工夫する。

・専門科目では、情報機器を使用した講義として「コンピュータ
講座（経済統計論特殊講義）」や「法情報学」などがある。

80
・インターネットやオフィスアワーの活用などにより、授業時間
外における予習・復習・補習・質問を可能とし、担当教員との間
で履修上必要なコミュニケーションが取れるようにする。

81

・科目の内容・性質に配慮しつつ、授業の適正規模の上限をシラ
バスに明記するなど、少人数教育を重視し、双方向型授業を拡充
するとともに、平成19年度以降には、授業評価アンケートなどを
通じて検証を行う。

・全学共通教育では、教室規模に応じた履修者数の調整により過
大クラスを防止するとともに、ティーチングアシスタントが有効
に機能している。
・文系では、ゼミ、外書講読、外国語演習、コンピュータ講座な
ど少人数教育の科目が多くを占めている。
・理系では、学部４年次には各研究室で個人指導による卒業研究
に取り組むとともに、研究分野単位による少人数のセミナー形式
の授業も行っている。

82
83 （大学院教育）

84

・授業評価アンケートの実施や指導方法の検討を通じて、大学院
教育の改善に努める。
・学位論文提出ガイドラインの検討等を経て、平成19年度以降、
研究科の実情や学問分野の特性にも配慮しつつ、複数の教員によ
る指導体制の整備に努める。

・ワークショップ、研究指導、助言教員制度などによる、複数の
教員による指導体制は既に実施済みの研究科もある。
・分野ごとの共同研究会などを通じて集団的な指導を行うととも
に、専攻・科目を異にする多くの大学院生が共通のテーマで学ぶ
機会を提供している研究科もある。
・研究分野単位による少人数のセミナー形式の授業を実施すると
ともに、論文の作成のための特別研究は、個人指導を実施してい
る研究科もある。

85
・大学院学生の共同研究への参加を促進し、また学友会などの協
力を得て、学会・研究会での発表を支援する。

・後援会・学友会などによる大学院学生の学会発表助成制度を有
する研究科もある。

86
87 （高度専門職業人教育）

88

・学生が先端的な実務理論に接する機会や企業等の活動の当事者
に触れる機会を設けるとともに、教員の授業経験を集約し、グ
ループ学習と個人学習を結合させる観点から、高度専門職業人養
成にふさわしい授業形態、研究指導方法を開発し、実施する。

・正規の授業科目の中に、現実の企業や地域の活動に触れる機会
を設けるとともに、ケースメソッド等を多用し、教員と学生間・
学生相互間の質疑応答の要素を取り入れて、双方向的・多方向的
な授業となるよう工夫している。
・社会人院生のプロジェクト研究に関わって、適宜専門家を招い
て講義や講演会を開催している。

89
90 （厳正な成績評価） ④適切な成績評価等の実施
91 （学部教育）
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92

⑧人材育成の目標像に基づき、学生が
達成するべき具体的な目標を明確に示
し、厳正な成績評価を行う。

・各科目の目標達成度や学生の理解度を点検しつつ、それぞれの
科目の具体的な達成目標と成績評価の方法、評価基準をシラバス
に明示する。

・既に講義概要やシラバスに成績評価の方法等を記載済みの学
部・研究科もある。
・卒業研究は学科ごとに発表会を開催し、卒業判定を行う学部・
研究科もある。
・通常の筆答試験以外に口頭試問も導入したり、講義の理解度を
はかるために出席時の小テストを行う場合もある。

93

・成績評価の実態調査を行い、適切な成績評価の方法を開発す
る。

・講義科目は期末試験の成績にレポートを加味している学部・研
究科もある。
・実験、演習、実習等の実技系科目は、出席点、レポート、作品
を評価している学部・研究科もある。
・卒業研究は、論文発表を行い総合的に評価している学部・研究
科もある。

94
・成績評価をより厳正かつ客観的にするためにＧＰＡ制度（５段
階で評価した上、単位あたりの平均点を出して評価する制度）を
拡大する。

・既にＧＰＡ制度を実施済みの学部もあるが、 優秀学業賞、
優秀卒業論文賞などの表彰を行ったり、卒業論文の審査委員会を
設け、水準に達しないものは書き直させている学部もある。

95
96 （大学院教育）

97

・修士・博士の学位授与につき、論文の審査手続・審査基準を、
研究科要覧やホームページに記載することにより、明らかにす
る。

・審査委員会の構成、口述試験の要領、審査に先立つ公開の公聴
会・研究会の開催などについて研究科要覧に明記することによ
り、既に学位論文の審査手続の明文化を実施している研究科もあ
る。
・論文執筆方法や論文提出の資格要件の基準作りを実施している
研究科もある。

98

99
（教育力の向上） ⑤ファカルティ・ディベロップメント（大学教員の能力や資質の開発。以

下「ＦＤ」という。）
100 （全学での取組）

101

⑨大学教員の能力や資質の開発（ファ
カルティ・ディベロップメント）活動
などにより、教員の教育力の向上を図
る。

・公開授業の実施や授業改善に関するワークショップを開くな
ど、全学の教員の参加によるＦＤ活動を継続的に実施する。

・全学共通教育においては、平成12年度から公開授業、平成15年
度から授業改善のためのワークショップを開催してきている。
・大学教育研究センターは、平成１５年度以降、全学的なFD研究
会（年1回）を開催し、発表・交流・意見交換を行っている。

102
・学生による授業評価を専門教育も含めて全学的かつ継続的に実
施するとともに、適切な授業評価のあり方を検討する。

・全学共通教育では、学生による授業評価アンケートを始めて11
年になる。

103
104 （部局での取組）

105

・平成18年度以降、各学部・研究科にＦＤ委員会を置き、授業に
関する研修会等を開催するなど、教員の全員参加によるＦＤ活動
を活発化する。

・ＦＤ委員会を設置済みの研究科もある。
・教育指導方法の教員間の連絡調整のための委員会を置く研究科
や、授業の傍聴、受講生から講義内容・授業方法等についてアン
ケートを行っている研究科もある。

106
107 （授業の改善）
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108

・各学部のＦＤ委員会において、公開授業の実施やワークショッ
プ、外部の専門家を招いての公開講座を開く。
・学生による授業評価など教員の授業改善方策を平成20年度まで
に具体化する。
・優秀な教育活動に対する表彰制度を検討するとともに、全学及
び各学部・研究科においては、授業内容の理解度などの教育上の
効果を客観的な形で評価し、学科ごとの統計の形で公開したり、
評価が著しく低い担当教員には面談で指導するなどの工夫を行
う。

・授業に関する学生へのアンケート、コミュニケーション・カー
ドの配布によるフィードバックの実施、期末ごとのアンケート調
査、年1回ペースでの教員集会の開催や教員が相互に担当科目に関
する「授業研究」を行い問題点の把握や課題を共有化するなどの
活動が既に行われている。
・優秀な授業やテキストの表彰は、平成17年度から学友会の支援
により行われている。
・平成16年度に学生による学部専門科目の授業評価を行った学
部・研究科もある。

109
110 （教育の成果の検証） ⑥教育の成果・効果の検証
111 （追跡調査）

112

⑩教育の質の向上を図るために教育の
成果及び効果の検証を行い、結果を公
表するとともに、改善に結びつける。

・入学者選抜方法と入学後の成績の関連を既存の資料を活用しな
がら平成20年度までに分析するとともに、学生の入学時から就職
後に至るまでの追跡調査などを平成21年度までに行い、これらの
分析結果をもとに、全学レベルでの改善策をまとめるとともに、
教育点検システムを学部･学科レベルで構築する。

・入試制度別の学生のＧＰＡ比較を行っている研究科があるが、
現在の実施方法では限界がある。
・各入試制度別入学生に対する入学から卒業までの成績に関する
追跡調査を実施している研究科もある。
・卒業生及び卒業生の就職先、非常勤講師などに対し、学科の教
育目標･カリキュラム等に関するアンケート調査を実施している研
究科もある。

113
114 （外部評価の活用）

115

・ＪＡＢＥＥ（日本技術者教育認定機構）が実施する日本技術者
教育認定制度をはじめ、国際的・全国的な外部の教育課程認定制
度など、外部評価を活用する。

・いくつかの学部では、ＪＡＢＥＥ認定を受けている学科があ
る。
・ステークホルダーによる教育検討会議を行い、教育の成果や効
果の検証を実施し、教育貢献度評価を行い、 優秀教員名を学科
ホームページに公開している研究科もある。

116
117 （３）教育の実施体制 （２）教育の実施体制等
118 （教育組織の整備） （全学共通教育と専門教育の有機的連携）

119

①人材育成の目標を達成するために教
育組織の整備、充実を図る。

・大学に教育推進本部を置き、本学の教育全般を掌握し統括す
る。

・平成１５年度に大学教育研究センターを新設した。
・このセンターでは、組織的な教育活動（FD活動など）の強化に
より教育の効果や効率を高めるとともに、全学共通教育・専門教
育・大学院教育のつながりを考慮した高等教育のあり方や教授
法、学生の追跡調査に基づく入試制度の改善と見直し、高校との
連携のあり方などを総合的に検討している。

120

121
②幅広く豊かな教養と高度な専門知識
を結びつけるために学内の教育体制の
有機的連携を図る。

・全学共通教育と専門教育とを各学部の特性に応じて有機的に連
携させるため、教育関係の委員会の見直しを含め教育実施体制を
整備する。

122
123 （大学教育研究センター）
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124

・大学教育研究センターは、各学部・研究科と連携して、入学者
選抜制度にかかる追跡調査・分析、全学共通教育と専門教育の有
機的連携に関する調査研究、成績評価の実態調査、授業評価のあ
り方の検討などの調査研究を推進する。
　また、その成果をもとに、適切な成績評価のための改善策を示
すとともに、全学的ＦＤ活動の実施と各部局のＦＤ活動の支援を
行うなど、各学部研究科の教育活動改善への支援を充実させる。

125
126 （情報通信技術の活用） （ITの活用）

127

③学生の学習意欲と理解度の向上を図
るためにＩＴ（情報通信技術）を活用
する。

・学生の学習をサポートするため履修案内等の学習に必要な情報
の通知にITを活用する。
・インターネットを活用した公開授業等を実施するための設備な
ど、オープンラーニング環境を平成１９年度を目途に整備する。
・各学問領域の専門分野ごとに教材の蓄積を図り、電子化と公開
を推進する。

・ＩＴ利用をアシストする機能を担うスタッフの人数が少ない。
・授業を補完するものとして、電子掲示板やメーリングリストを
活用している研究科もある。
・ワークショップの記録(講演、質疑などの映像記録については参
加者の同意の範囲)をホームページ上に日英両語で公開している研
究科もある。

128
・教育活動の改善を図るため、教務事項に関係するデータ（入試
を含む。）や情報を相互に活用できる体制を、ＩＴを活用して整
備する。

129
・教員のＩＴ活用能力の向上を図るとともに、情報技術に精通し
た専門的職員を採用することを検討し、支援体制を整備する。

・ネットワーク管理のための技術的作業が、教員の負担になって
いる場合がある。

130
131 （教育基盤の整備） （教育の支援）

132

④時代の要請に即応した先端的な教育
研究を推進するための基盤的な施設整
備を図る。

・学生用の図書・情報などの資料収集基準を策定し、教育・学習
に必要な資料の整備拡充を図るとともに、図書館機能、情報処
理・ネットワーク機能の一層の充実などを図ることにより、創造
性豊かな学習環境を実現する。

・本学の所有図書は、平成１６年１０月現在、学術情報総合セン
ター２３０万冊、大学全体２６０万冊となっている。

133
・総合的な教育研究支援施設としての学術情報総合センターの利
便性の向上について、継続的に検討を行う。

・社会人学生の自習を支援するために、学術情報総合センターの
日曜・休日の開館を必要と考える研究科もある。

134
135 （教育の実施体制にかかる特記事項）

136

・文部科学省の「国公私立大学を通じた大学教育改革の支援」な
ど学外からの支援を得て形成された教育体制であって、本学の特
色となる教育研究拠点と位置づけられるものについては、その評
価を踏まえつつ、その維持発展のための必要な支援を行う。

・文部科学省の平成16年度法科大学院等専門職大学院形成支援プ
ログラムの「教育高度化推進プログラム」に、法学研究科法曹養
成専攻の「中小企業法臨床教育システム」が採択された。
　このプロジェクトは、まず第一に、中小企業が遭遇する様々な
法律問題に的確に対応することのできる、高度の専門的技能を備
えた法曹を養成することを、そして第二に、大阪および周辺地域
で操業する中小企業に、法律分野における専門的な知識を提供す
ることを目的とするものである。
　これらの目的を実現するために、市内および周辺地域のいずれ
からでもアクセスの容易な大阪市中心部に「大阪市立大学中小企
業支援法律センター」を開設し、そこを拠点として中小企業向け
の無料法律相談を実施するとともに、この無料法律相談を法曹養
成専攻の正規の授業科目として位置づけ、そこに学生を参加させ
ることによって、座学からは得られない、法が用いられる現場の
実態に関する知識を習得させることを試みている。
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137

・文部科学省の「現代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代Ｇ
Ｐ）」の平成17年度の募集に生活科学研究科「QOLプロモーター育
成による地域活性化」プロジェクトが採択された。
　このプロジェクトでは、生活科学部の学生・教員が、学部学科
横断的な教育プログラムとして様々なスペシャリストや地域住民
が協働して取り組む「地域ネットワーク」を活用した実習などを
展開し、従来の専門職養成に加えて、俯瞰的視点を持ち、各生活
要素を統合・再構成する能力を有する専門職であるQOLプロモー
ターの養成を目指す教育プログラムの開発を進めていく。

138

・大学病院の教育の活性化を促進するとともに、地域における医
師・医療人の確保などを目的とした文部科学省のプログラム募集
に医学部附属病院の「市民病院と連携した全人的総合診療医の育
成」プログラムが採択されている。（平成１７年度から３か年計
画）
　このプログラムでは、総合内科、総合外科及び救急疾患から補
完代替医療にまで対応する能力を有する総合診療医養成のため、
医学部附属病院の総合診療センター・救急部を中核に、初年次で
は附属病院の専門診療各科と横断的に連携しプライマリケアに必
要な診断・治療能力を身につけ、2年次では各市民病院での臨床を
経験、3年次に附属病院へ戻りさらに研修を行うとともに、プログ
ラムの期間中は休日急病診療所で、1次2次救急疾患の対応を行
う。

139
・体育学研究室を健康・スポーツ研究センター(仮称)と改称し、
健康・スポーツ教育の充実を図る。

140
141 （４）学生への支援 （３）学生への支援
142 （学生支援体制の整備） （学生支援体制の整備）

143

①学生への支援を充実・強化するため
の体制を整備する。

・学生に対する全学的な相談窓口（電子メールを含む。）を設置
するとともに、学生のニーズを把握するため、窓口担当者などの
意見を集約し、施策に反映させる体制を構築するなど、きめ細か
な学生支援を可能とする体制を整える。

・学部事務室が、学生の履修や生活上の「頼れる相談窓口」と
なっている実態がある。
・各研究分野ごとに、教員、学生のメーリングリストや電子掲示
板等を整備している研究科もある。

144
・学科・専攻ごとに学習相談・支援窓口を設置するなど、学部・
研究科レベルでの支援体制（事務室と教員組織の間での意見・情
報交換を含む。）の維持・発展に努める。

・学部事務室が学生のニーズを把握し、教授会・各種委員会委員
などに伝えている。

145
146 （学習の支援） （学習相談・助言）

147
②学生が明確な目的を持って学習でき
るよう支援を行う。

・学部1回生の担任制度を平成18年度以降拡充し、各学科・専攻・
コースの教務担当や１回生担任による履修指導を実施する。

148

・平成20年度までに学習目的に応じた複数の履修モデルを提示す
るなど、「学部便覧」に掲載している履修概要をより正確でわか
りやすい表現にするとともに、各セメスター直前に学科の教育目
標の徹底を行うなど、履修ガイダンスをさらに充実させる。

・進級の節目ごとに教務担当教員と職員が学生に履修指導・説明
している研究科もある。
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149

・教育相談室を設けるとともに、担任制などを活用した個々の学
生の状況に応じた進路等の相談体制の整備や全教員によるオフィ
スアワーの取り組み、各学部・研究科における学習相談窓口（電
子メールを含む。）や学習や教育に関する意見箱の設置、チュー
ター制度の導入などを実施し、組織的できめ細かな学習相談を行
う。

・大半の学科では月1、2回のオフィスアワーを設けている研究科
もある。
・各学期に少なくとも１回、教員の側から学生を呼び出し、学習
の進捗状況等について尋ねる制度の試行や、教務委員が学習や生
活全般にかかわる相談を受け、様々な助言や指導している研究科
もある。
・入学から卒業まで４年間を通じて同一教員による担任制を導入
し、学習指導については毎年度の初めにガイダンスを行い、学習
相談には教務委員が対応しつつ、留学生に対して大学院生が
チューターとなり、学習・研究や日常生活上の助言を含めた
チュートリアルを行っている研究科もある。

150
151 （学生生活への支援） （キャンパスライフの充実）

152

③学生が豊かなキャンパスライフを通
じ、その資質の向上を図ることができ
るよう生活等に関する支援を行う。

・学生の生活に関する相談にきめ細かく対応するために、各学年･
各学科ごとに相談担当教員を置き学生との定期的な懇談の場を設
けるとともに、奨学金、授業料減免、アルバイト、消費生活問題
などの情報を、学内ホームページなどを活用し、適時に提供す
る。

・各学年･各学科ごとに相談担当教員１名を配置している研究科が
ある。
・留学生の生活相談については院生によるチューター制度があ
る。
・奨学金、授業料減免、アルバイト、保険加入などの情報を学内
ホームページに掲載している。

153

・授業料等の減額、免除のあり方や、成績優秀な学生に対するイ
ンセンティブの付与について検討する。

・法科大学院では、成績優秀者に対する授業料減免制度を実施し
ている。
・大学独自の奨学金制度として市立大学一般奨学金と大学院修学
援助資金がある。
・経済的事情のため、修学困難となった学生には、授業料減免や
分納制度を適用している。

154
・学友会など、大学関連団体と連携して顕彰制度を充実させ、ク
ラブ･サークル活動を奨励する。

・優秀な成績を収めたサークル・個人、顕著な活動が認められた
サークル・個人に対して、体育会同窓会や育桜会の支援を得て、
顕彰を行っている。

155
・地域施設や地域活動などに対して、貢献可能なボランティア活
動についての広報を強化し、学生に対してボランティア活動に関
する各種情報などを提供する。

・学生による法律相談が教員の指導・協力のもとに行われてい
る。

156
・学生の定期健康診断受診率を上げるとともにカウンセラーの相
談体制や健康・スポーツ研究センター(仮称)が行うクラブ、サー
クル活動支援などを充実させる。

・学生の健康管理として、定期健康診断と週４日のカウンセリン
グを実施している。

157
158 （進路選択への支援） （キャリア形成支援）
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159

④学生のキャリア形成の意欲に応え、
卒業後の進路に関する情報の提供など
の支援を行う。

・キャリア形成支援のあり方を研究し、その成果をもとにプログ
ラムを開発・導入する。
・各学部・研究科では卒業生の就職先についての把握と記録の充
実を図る。
・平成18年度以降、各学部・研究科のHPに学内限定の就職情報
ページを設置する。
・学生に幅広い知識と技術を習得させ、就職に有利な状況を作り
出すために、平成19年度以降、複数の資格（ダブルライセンス）
の取得の可能性を検討する。
・起業・NPO設立に関し、卒業生・在校生・教員の協力による支援
体制の創設などに努めるほか、学友会などと連携して情報の収集
及び周知にかかる体制の充実を図る。

・生協との共催で、公務員試験対策講座を実施している。
・学部事務室で掲示や資料閲覧を行うとともに、担当教員は、研
究指導の中で、適宜、就職のためのアドバイスや支援等を行って
いる。
・各学科あるいは専攻毎に就職担当教員を配置するとともに、就
職資料室を設置している。
・公認会計士などの高度専門職業人や大手企業に勤める若手の卒
業生を招いて新入生むけに講演会とシンポジウムを行い、体験談
に触れる機会を設けたり、卒業生の協力による特講を提供してい
る学部・研究科もある。

160
・クリニカルクラークシップ（診療参加型実習）制度や大阪市の
関係機関とインターンシップ（就業体験学習）制度を設置するな
ど、インターンシップ制度の充実を図る。

・大阪府内の６市における自治体インターンシップを平成15年度
から実施するとともに、法科大学院では、受入先として高水準な
法律事務所を確保し、教育効果を発揮している。

161

・就職活動を支援するため、学友会などの協力を得ながら、講演
会、体験報告会、会社説明会の実施や、学生による自主的な専門
職の採用試験研究会の支援など、支援事業をさらに充実させる。

・卒業生・他大学研究者との交流や、講演会などが自主的に行わ
れている。
・授業終了後等の学生の集まりやすい時間帯に、「談論風発」型
の意見交換の場を設けている。
・各種就職ガイダンスなどを実施するとともに、「就職ハンド
ブック」を配布するなど就職・求人情報の提供に努めている。

162
163 ２　研究に関する目標 ２　研究に関する措置
164 （１）研究の基本方針
165 （卓越した研究拠点の形成）

166

①新しい知の創造をめざし独創的で特
色ある研究を進め、市民の誇りとなる
卓越した研究拠点を形成することによ
り、学問研究において先駆的役割を果
たす。

167
168 （地域社会との連携）

169
②都市が抱えるさまざまな課題に取り
組み、その成果を都市と市民に還元
し、地域社会の発展に寄与する。

170
171 （産業の諸分野との連携）

172

③新しい産業を生み出す芽となる研究
を推進し、大学を超えて産業の諸分野
との連携を進め、その成果を社会に還
元していく。

173
174 （２）研究の実施体制 （１）研究の実施体制
175 （特色ある研究の推進） （研究体制の整備）
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176

①本学の研究の基本方針を実現するた
め、独創性に富んだ基礎研究・応用研
究を大阪市立大学の特色となる基幹的
な研究に育てるための支援体制を構築
する。

・大学に研究推進本部を置く。
・研究推進本部が統括する特別研究（現行の重点研究、都市問題
研究、新産業創生研究など）と各研究科において行う研究とに研
究体制を区分する。

・全学的な研究体制として平成14年度に大阪市との共同研究的な
試みとして「プロジェクト研究」（現：都市問題研究）を開始
し、平成15年度からは、２１世紀ＣＯＥプログラムに呼応するも
のとして重点研究を、地域経済の活性化への取組として新産業創
生研究を加えた。

177
・大学の特色を明確にする研究に対し、全学的な視点で重点的予
算配分を行う仕組みを設ける。

・平成１３年度から研究費の５％を学長裁量経費として留保する
とともに、平成１４年度からは更に研究費の１０％を全学的共通
経費として位置づけている。

178
・研究にかかる情報収集、研究計画の立案、研究の実施にかかる
共同作業などについて教員と職員が一体となって取り組む体制を
構築する。

・競争的研究資金の申請及び研究計画報告の作成作業にかかるア
シスト機能の整備が必要である。

179
180 （研究科長の裁量）

181

②各研究科では、研究の自由と自主性
を尊重し、研究組織としてその能力を

大限に発揮できる自律的研究体制を
確立する。

・各研究科の研究予算に対する研究科長の裁量権を確立する。 ・平成１３年度から各部局の研究費予算の５％を研究科長裁量経
費と位置づけている。

182
183 （都市研究プラザ）

184
③学内・学外の多くの都市に関わる研
究者が集まり、都市・大阪にふさわし
い研究体制の整備・充実を図る。

・都市研究プラザを設置し、都市に関する問題を、研究科を超
え、学際的・多角的にまた国際的な規模で研究し、成果を公表す
る。

185

・都市研究プラザは、研究の活性化を図るため、各研究科と連携
して学外の研究施設の確保に向けて努力する。
・21世紀COEによる海外研究拠点などを都市研究プラザと連携させ
る。

・文学研究科の海外研究拠点（２１世紀ＣＯＥプログラム）
・ドイツ・フライブルク大学との学術交流協定に基づきシンポジ
ウムを交互に開催するとともに、研究者各人は欧州やアジア、国
際機関などにおいて、研究成果を公表している。

186
187 （他の研究機関との連携） （大阪市の研究機関と連携）

188

④各種の研究機関、特に大阪市立の研
究機関との人的交流や共同研究を推進
し、積極的な連携を図る。

・連携大学院を設置している大阪市立の工業研究所、環境科学研
究所、(財)大阪バイオサイエンス研究所や大阪市立病院群との共
同研究を推進するなど、大阪市の有する研究機関等との有機的連
携を促進する。

・大阪市ほかの政府機関（中央・地方）及び法曹・企業実務家と
の人的交流を行っている。
・市立工業研究所、環境科学研究所、（財）大阪バイオサイエン
ス研究所とはすでに連携大学院として連携している。

189
190 （２）研究の活性化
191 ①研究の支援、研究基盤の整備
192 （研究の支援）

193
・国内外の著名研究者や若手研究者の招聘を促進し、本学で開催
する学会、国際会議、シンポジウムなどへの職員を含めたバック
アップ体制を確立する。

・国際学術交流として、平成４年度から外国人研究者の招聘制度
を設けている。

194
・海外派遣制度の充実を平成19年度から図るとともに、ポスドク
制度などの確立や研究科長の裁量による研究助成などにより、若
手研究者への研究支援を促進する。

195
・外部資金で研究者及び補助者の雇用を可能とするなど、 先端
の研究に取り組みやすい支援の仕組みを設ける。

196
197 （研究基盤の整備）
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198

・研究の充実と質的拡大を図るために、学術情報総合センターを
含む研究設備の整備と拡充及びIT化を図る。
・平成１８年度を目途に、逐次刊行物及び電子ジャーナル、二次
情報データベース等の学術情報基盤の整備やインターネットの対
外接続の高速化を図る。
・情報ネットワークを活用した対話型研究支援システムなど、マ
ルチメディア研究基盤を平成１９年度を目途に整備する
・「大阪都市文庫」の大阪都市資料などのデータベースを充実す
る。

199
・大型実験施設の集約化と、工作技術センター・分析施設・低温
施設・ＲＩ共同利用施設などの共同利用のための一元的管理体制
の構築に向け検討を行う。

200
・研究施設設備の共同利用を推進するため、大阪市の他の研究機
関との連携強化を図る。

201
202 ②研究の水準・成果の検証
203 （多面的な検証）

204

・各専門分野の特殊性に十分に配慮するとともに、それぞれの研
究の先進性・萌芽性や研究を推進するための組織の構成、研究成
果の社会に対する影響の度合いなどを多面的に検証する仕組みを
平成20年度までに設ける。

・研究業績（論文・学会発表など）は研究科が発行する雑誌に掲
載・公表している。
・研究水準等の自己点検評価を今年度より実施した研究科もあ
る。

205

・各研究科等が刊行している研究紀要等の信頼性を増し高水準な
ものとするため、外部査読者を含む査読体制の確立などに努め
る。
・平成18年度以降、研究紀要等に外国語のサマリーや目次を設け
る。

・論文のレフェリー制や外国語の目次は実施している研究科もあ
る。
・英文紀要を年1回発行している学部・研究科もある。
・教育評価を含む自己点検・評価シート（平成16年度）を改定し
た。
・平成15年度から二人の査読者の内の一人は外部査読者とする外
部査読制度を導入している研究科もある。

206
207 （外部委員による評価）

208
・各研究科において学外から選任した評価委員による評価やピア
レビュー（各専門分野の研究者による相互評価）を定期的に受け
る。

・いくつかの研究科では学外から選任した評価委員による評価を
すでに実施している。

209
210 ③研究成果の公表
211 （情報の発信）

212

・修士論文・博士論文のタイトル・内容や教員の研究業績等の情
報の公開を、著作権や特許などの知的財産権の取扱いに配慮しな
がら、大学のホームページで行う。

・各研究科では、研究紀要を発行している。
・『法学雑誌』（大阪市立大学法学会、年4回刊行）のほか年１冊
をめどに個人執筆による『大阪市立大学法学叢書』を発刊してい
る。
・研究成果は国内外の学術誌に掲載するとともに、大学の研究者
データベース及び各専攻のホームページに業績を一部公開してい
る。
・『工学研究科紀要』を発行するとともに「工学研究科研究内容
一覧」を冊子体で発行している。
・創造都市研究科では、紙媒体「創造都市研究」と電子ジャーナ
ル「創造都市研究e」を平成17年度より刊行する。
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213

・国内外の学会、国際会議での発表はもとより、市民講座や公開
講座などを通じて地域への情報発信をより積極化する。

・平成５年度から毎年国際学術シンポジウムを開催、18年度も予
定している。
・主要な研究業績等は、隔年刊行の研究者要覧、シラバス講義概
要、ホームページに掲載、公表している。
・年次報告を毎年度末に発行し、各教員の研究業績（論文、著書
および学会発表など）を収録し公表している。
・国際学会の参加や国際雑誌への投稿を推進している。
・平成16年度より特色ある研究に対する出版助成制度を創設して
いる研究科もある。

214
・大学が有する貴重資料（史料）や希覯書などについて、重点的
に公開を行い、電子資料化を進める。

215
216 （情報発信体制の整備）

217

・市民や都市、地域に有用な情報について、迅速かつ多方面への
公開を図るため、学部・研究科に広報委員を置くなど各種メディ
ア向けの広報スタッフ（あるいは部署）を置く。

・すでに広報委員を配置している研究科もある。
・研究科の広報活動は、学部事務室と教員の負担において行われ
ているが、広報宣伝の専門知識、技能に乏しい。
・学問分野ごとの国際会議を毎年開催し、国際学術雑誌を刊行し
ている。
・NACSIS-CAT、NACSIS-ILL等へ参加し、遡及入力については全国
的にも貢献している。

218
219 （国際的な情報発信）

220
・研究成果の外国語による情報発信を増加させるほか、ホーム
ページにおいては海外からのアクセスに対して魅力のあるコンテ
ンツの充実に取り組むなど、国際的な観点から情報発信する。

221
222 ④研究体制にかかる特記事項
223 （理学部附属植物園）
224 ・環境問題、絶滅危惧種の保全などへ積極的に提言する。

225
・収集植物データベース、開花状況などの情報を積極的に公開
し、植物情報発信基地の一つとして機能を果たす。

226
227 （すぐれた教育研究拠点の形成）

228

・２１世紀ＣＯＥプログラムなど学外からの支援を得て形成され
た研究体制であって、本学の特色となる研究教育拠点と位置づけ
られるものについては、その評価を踏まえつつ、その維持発展の
ための必要な支援を行う。

・(文学研究科）都市文化研究センター（含む海外研究拠点）
　文部科学省「21世紀COEプログラム」(平成14年度）に採択され
た「都市文化創造のための人文科学的研究」で形成している研究
拠点。
　このセンターでは、国際的な学術交流協定に基づいて、大阪、
中国、東南アジア、アーカイブスの四つのプロジェクトを設け、
世界の研究者と協力して、都市に蓄積されてきた文化的伝統を歴
史的に解明する基礎研究を踏まえ、都市文化の現状解明や、現代
都市の諸問題への実践的な取り組みに関する研究を行っている。
現在、東・東南アジアの主要大学の所在都市にサブセンターを置
き、ネットワークで結んで研究を進めている。



資料３－４

num 中期目標（原案） 中期計画(原案)の案 備考（現状、課題等）

229

・(理学研究科）数学研究所
　文部科学省「21世紀COEプログラム」(平成15年度）に採択され
た研究拠点。
　このプログラムは、結び目を焦点とした数学の研究体制の確立
と優秀な研究者の育成という観点に立ち、世界中から結び目関連
の研究者が絶えず来訪し、講義・セミナー・国際会議や日常の交
流活動により、結び目の真理と美を深く追求するような世界 高
水準の数学の拠点化をめざすものである。
　結び目理論は、数学のほとんどの 先端分野と密接に関連して
おり、さらに量子統計力学、環状ＤＮＡの遺伝子合成研究、ポリ
マーネットワーク、認識科学、複雑系の科学等、数学以外への応
用もある。
　本学は、結び目研究の土台であるトポロジー研究において、設
立時より世界レベルにあり、また２０年以上にわたり、神戸大、
大阪大、大阪市立大、関西学院大、奈良女子大などの専門家によ
り組織されたトポロジーセミナー（通称クックセミナー）を文化
交流センターで運営し、結び目理論研究を主導してきた。

230

・(医学研究科）疲労克服研究教育拠点
　文部科学省「21世紀COEプログラム」(平成16年度）に採択され
た研究拠点。
　この研究拠点は、様々な病気の前兆かつ万病の元（未病概念）
であり、予知医療の中核として極めて注目される「疲労」につい
て、大都市・大阪を母体とし疲労研究の中核として、疲労の分子
神経機構の解明、疲労度の客観的評価法の確立を行い、疲労国際
会議を主催するなど世界の疲労研究をリードしてきた本学を「疲
労の科学」の拠点とすべく、国際疲労研究センター、疲労クリニ
カルセンター、抗疲労食薬開発センターを設立し、国内外の俊英
を集めて研究教育を行い、世界 高水準の国際的な基地として
「疲労克服研究教育拠点」の形成をめざすものである。

231
232 ３　社会貢献に関する目標 ３　社会貢献に関する措置
233 ３－１　地域貢献 ３－１　地域貢献
234 （１）地域貢献の推進体制 （１）地域貢献の推進体制

235

　市民に対して、より充実した生涯学
習や再学習の機会を提供できるよう、
地域貢献を総合的・組織的に遂行しう
る体制を整える。

・大学に地域貢献推進本部を設置し、教職員が一体となって社会
貢献の推進に取り組む。

・広報・社会貢献委員を配置済みの研究科もある。

236
・平成18年度より、各学部・研究科において地域貢献推進のため
の体制を整える。

237
・市民が21世紀をよりよく生きることに貢献するため、地域住民
の療養生活に積極的な看護支援を行う体制の構築を検討する。

238
239 （２）地域貢献の活性化 （２）地域貢献の活性化
240 （人材の育成） ①人材の育成

241
①教育・研究を通じて、地域づくりに
貢献できる優れた人材を育成する。

・生活科学研究科内に地域交流室を設置し、平成18年度から市民
の生活の質を向上するための技能と資質を有するQOLプロモーター
育成の教育プログラム開発を行う。
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242
243 （高校等との連携） ②高校等との連携

244

②青少年の知的興味を喚起するととも
に進路の選択に資するため、高校等と
の連携を強化する。

・出張講義、大学での公開講義、高校教員との意見交換、研究室
見学、全国の高校への学部情報の発信と情報収集など双方向的な
高校との連携を、大学コンソーシアム大阪との連携をも図りつつ
推進する。

・本学は、大学コンソーシアム大阪の高大連携部会の幹事大学の
一つである。
・高校からの依頼により、入試説明や模擬講義などを高校へ出向
いて実施している学部・研究科もある。
・学部・研究科によっては、平成１６年度に学部独自の高大連携
に関するガイドラインを制定している。
・工業高校等の専門高校からの推薦入試の改善に関し、高校長等
との懇談を定期的に実施している学部・研究科もある。

245
246 （地域社会との連携） ③地域社会等との連携・協力等
247 （地域との連携、地域の活動への参画）

249
③高度な専門的知識やアイデアを市民
や社会に提供する。

・市民を対象とした無料法律相談所、中小企業支援法律センター
などの取組をさらに推進する。

・学生による法律相談が教員の指導・協力のもとに行われてい
る。（平成１５年度３２８件）

250
・特別研究のうち「都市問題研究」を引き続き積極的に展開しつ
つ、地域の科学・技術の振興と自治体政策課題への参画をさらに
推進する。

・「都市問題研究」を大阪市と共同で実施
・自治体、企業等、民間団体との協同プロジェクトを関係教員及
び院生とともに実施

252
・地域振興のための研究科独自の調査研究プログラムを企画立案
し、NPO・NGO活動への協力支援を行う。

・創造都市研究科では、「大阪市北区商業活性化協会」と包括的
な協力協定を平成17年度に締結し、活動を進めている。

253
・地域の小・中学校と連携し、総合的学習の時間などへの協力や
在学生が行う学校支援ボランティアなどを奨励・支援する。

・平成１７年度に、アインシュタイン記念世界物理年の高校生・
大学生・一般向けの講演会を開催

254

・地域住民を対象とした栄養相談、食育相談、住宅改造・改修等
の相談、保健相談、教育・福祉相談、心理相談などに取り組む。

・生活科学研究科の人間福祉学科では、児童・家庭相談を、市民
を対象に行っている。（平成１５年度１２９件（延べ１５５８
件））
・個人または研究グループレベルで、住民からの直接的な相談へ
の対応、住民参加型の研究会や学習会の主催、住民、住民グルー
プの主催する事業への協力、生活関連サービス事業者との共同研
究や継続的な学習会の開催、地方自治体の主催する講演会や研修
会への協力を行っている。

255
・公共図書館、専門図書館等との情報検索や相互貸借など相互協
力を推進し、行政の情報化及び地域情報化推進に際し、学術情報
総合センターに蓄積された技術等のノウハウを移転する。

・市立中央図書館、府立中央図書館と市立大学との図書情報の横
断検索が可能

256
・大阪市内のスポーツ関連諸機関、施設、クラブと連携した健康
増進事業及びスポーツクラブ事業の支援、産学官の「大阪スポー
ツアカデミー」（仮称）の可能性について検討する。

257

・自治体などの各種審議会等への参画を促進する。 ・平成１７年度では、１４８名（延べ３１２名）の教員が大阪市
をはじめ各種審議会等の委員となっている。
・大阪平野における都市地盤、地震・防災等に関して、自治体の
各種委員会に参画している。
・教員２名が、大阪市政研究所（総務局に常置）の研究員となっ
ている。

258
259 （情報の発信）

260
・ 新の研究成果や、図書などの情報を、市大広報やインター
ネットなど各種媒体を活用して積極的に情報発信する。

261
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262 ④生涯学習の支援
263 （公開講座等）

264

・より専門的な研究成果を市民に還元するために、平成19年度を
目途に公開講座の充実を図るとともにエクステンションプログラ
ム等の検討を行う。

・文化交流センターは、大学創立100周年記念事業として、同窓
生・大学関係者・産業界からの寄附金などにより昭和５７年に設
立された。このセンターは、通年、「公開講座」を開講するとと
もに、本学教員を中心とした学会・研究会等の学術活動の場とし
ても活用されている。
・公開講座等の実績
公開講座（平成１６年度）延べ１１９回延べ１２４８８人
高校生講座（平成１６年度）４回１９５人
市民講座（平成１６年度）６回延べ７４３人
市民医学講座（平成１６年度）１０回１５６３人
・大阪市立大学市民講座を複数の研究科で共同開催
・市民の知的関心を引くと思われる講義科目を市民に公開し、修
了者には修了証を発行している

265
・地域の科学技術の振興と市民の科学への関心を高めるため、
ホームページで科学に関する相談窓口を設置する。

266
・大阪市等の生涯学習担当部局等と共同で生涯学習関係講演会の
開催を推進する。

267
・学術情報総合センターの図書市民利用制度を平成２０年度まで
に拡充する。

・図書市民利用制度は、市内在住、在職の２０歳以上の者を対象
とし、登録時２年2000円の実費が必要となっている。
・登録者は平成１７年３月末で２８４５人となっている。

268
・住民相互の学習の促進を図るなど、多様な生涯学習支援の方法
を検討する。

269

・科目等履修生の受入れや3年次編入学の推進など、社会人学生を
積極的に受け入れる。
・社会人学生に対して選抜方法（入試）、履修指導・研究指導な
どについてのきめ細かな対応を行う。

270
・市民の健康増進のために健康・スポーツ・身体運動に関連した
公開講座を開設する。

271 ・公開講座などの映像記録を市民に提供する。
272
273 （インターネット講座等）

274

④ＩＴ（情報通信技術）により、学習
意欲のある市民等に対する情報発信を
行い、高度な専門教育を受ける機会の
充実を図る。

・インターネット講座について平成19年度までにこれまでの蓄積
の活用を検討しつつ、授業科目の拡充を図る。
・インターネットを利用した「誰でも、いつでも、どこでも学
習」を実践できるシステムの構築をめざし、平成19年度を目途に
検討を行う。

・平成１１年度からインターネット講座を開設している。平成１
６年度は１１講座、延べ７１４人が受講した。

275
276 （産業界との連携） ⑤産学連携の推進
277 （新産業創生研究）
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278

⑤地域経済に貢献するために、関西を
中心とした企業とりわけ中小企業と連
携し、新たな事業創生に向けて大学の
知的資源を提供する。

・新産業創生研究センターは、産業界のニーズに呼応する共同研
究を積極的に展開し、新事業、新産業の創出を支援する。
・新産業創生研究を促進するために、共同研究の実施、各種講演
会・シンポジウムやセミナーの一層の充実を図り、定期的開催を
平成18年度から検討開始する。

・平成１５年度に新産業創生研究センターを設置した。
・平成１４年度に、本学の教員が保有する知識・技術等を活用
し、ベンチャー企業の設立や新製品・新技術の開発に取り組める
インキュベータを学内に開設した。
・専門職大学院形成支援プログラムの一環として、｢大阪市立大学
中小企業支援法律センター｣を開設している。
・理学研究科では、企業等との共同研究（受託研究）を平成15年
度で１９件実施している。
・企業からの研究員の受入れのための客員研究員制度を改定し
た。
・工学研究科では、平成15年2月よりオープンラボラトリーを都心
（大阪産業創造館）において開催（平成16年8月までに10回開催、
講演件数40件）し、「工学研究科研究内容一覧」を配布してい
る。
・工学研究科では、受託研究を平成13年度71件、平成14年度77
件、平成15年度81件実施している。
・学問分野横断的なプロジェクトチームを立ち上げ、産官との連
携や委託研究の推進している。
・医学研究科では、受託研究（治験、調査含む。）を、平成１３
年度２９１件、平成１４年度２３５件、平成１５年度２５６件、
平成１６年度２４５件、共同研究　平成１６年度７件を実施して
いる。

279

・「健康・予防医療ラボラトリー」を充実するとともに、「特定
保健用食品」等の登録試験機関となった大阪市立環境科学研究所
と連携し、企業との製品開発を活発化する。

・健康・栄養食品や健康関連サービスなどの研究開発拠点の形成
をめざして、「健康・予防医療ラボラトリー」を平成16年3月に開
設している。
　高血圧や糖尿病など生活習慣病の予防に効果のある健康・栄養
食品の開発や効能の科学的実証方法の確立など１１の共同研究プ
ロジェクトを実施している。

280 ・「医薬品・食品効能評価センター」の整備・充実を図る

281
・測定・解析、装置制作等に関わる外部からの依頼の受入れを拡
充することにより、産学連携の促進を図る。

282
・年数回ペースで、都心においてオープンラボラトリを積極的に
開催するとともに、目標値を設定して受託研究件数を増やす。

283
・地域経済活性化のために大学外機関との連携のプラットホーム
を構築し大学発ベンチャーの推進に努める。

284
・特許を中心とした知的財産権の取扱いにつき、専門分野の教員
が協力できる体制の整備などに努める。

285
・関西経済連合会、関西経済同友会、大阪商工会議所などの経済
団体や、近畿経済産業局、大阪市経済局、大阪産業創造館や大阪
ＴＬＯとの連携強化を図る。

・経営学研究科と大阪商工会議所企業経営支援委員との交流協定
を合意した。

286
287 （データベースの充実）
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288

・学内研究者とその研究内容あるいは関連情報の企業へのより大
規模な公開・発信を行うため、大阪市立大学産学連携データベー
スや大阪市立大学研究者要覧などを充実する。

・現状では、産学連携データベースへの登録は全学で３３％程度
である。
・教員の学外活動を年度ごとにホームページに掲載している。
・毎年、生活科学研究科『年報』を刊行しており、ここでは１年
間の研究業績が開示されている。
・個人あるいは研究グループ単位でみた場合、生活関連産業との
連携はかなり積極的な状況にある。

289
290 （都市・大阪のシンクタンク） ⑥都市・大阪のシンクタンク

291

⑥都市の課題に関する研究などを通じ
て、都市・大阪のシンクタンクとして
の機能を高め、地域社会への提言を行
う。

・都市研究プラザは、地域社会に溶け込んだ活動を通じて都市に
関する学術的研究と政策的研究を推進し、地域社会への提言を行
うことにより、都市・大阪のシンクタンクとしての役割を果た
す。

292
293 ３－２　国際貢献 ３－２　国際貢献
294 （１）国際貢献の基本方針

295

①国際都市大阪に位置する大学とし
て、世界の都市が抱えるさまざまな課
題に取り組み、国際的な教育研究機能
を強化する。

296

297
②市民生活と結び付いた学術・文化の
国際的な交流拠点となる。

298

299

③学生・教職員の国際交流を、より一
層推進する。

・海外からの客員研究員の受入は、平成１５年度で１８か国、４
７名である。
・市立大学在外研究員は、平成１５年度５０名、その他の海外出
張者３６１名である。

300
301 （１）国際交流の活性化
302 （研究交流）

303
・国際的に共通する都市の課題について本学独自の研究に取り組
む。
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304

・国を越えて活躍できる人材の育成と、国際的な相互理解、情報
の交流による研究ネットワークの形成のために、外国の提携先大
学との共同研究について、研究科の実情に配慮しつつ、平成20年
度までに検討する。

・大学間交流協定により、タタ基礎研究所（インド）、上海市所
在大学（中国）、サンパウロ大学（ブラジル）、サンクト・ペテ
ルブルグ国立大学（ロシア）、メルボルン大学（オーストラリ
ア）、ハンブルク大学（ドイツ）と交流
・都市文化研究センターを通じて、華東師範大学（中国）、国立
ガジャマダ大学（インドネシア）、インドネシア国立芸術大学
（インドネシア）、チュラロンコン大学（タイ）との間で共同研
究を推進中。
・オックスフォード大学サイード・ビジネススクール及びハート
フォード・カレッジ（イギリス）、ミュンヘン大学マネジメン
ト・スクール（ドイツ）、清華大学経済合作研究所（中国）、上
海財経大学金融学院、会計学院及び国際工商管理学院（中国）、
上海国家会計学院（中国）、釜山大学商学部（韓国）、全南大学
経営学部（韓国）、南ソウル大学（韓国）、ハノイ資源地質大学
理学部および地質学部（ベトナム）、パジャジャラン大学数理学
部（インドネシア）、グアダラハラ自治大学（メキシコ）、ハノ
イ理科大学（ベトナム）、ホーチミン市工科大学（ベトナム）、
慶熙大学医学部、全南大学医学部（大韓民国）、リヨン大学医学
部（フランス）と学部間交流協定
・国際協力事業団専門家派遣等（平成１０年度中国、平成１２年
度バングラデシュ、平成１４年度バングラデシュ・パキスタン）
・オランダワーゲニンゲン大学食品化学研究室の教員・大学院学
生が28名が来学
・大韓民国の中央大学生活科学部教員との交流会を開催してい
る。

305

・本学が支援してきた国際シンポジウムを平成18年度以降も継続
的に開催するとともに、21世紀COE都市文化研究センターの活用
（海外サブセンターによる教員の交流や外国人研究者の受入れな
ど）を平成18年度以降一層推進させ、国際共同研究を推進する。

306

・韓国の全南大学、中国の上海財経大学との共同研究プロジェク
トを平成18年度以降推進するとともに、東南アジアや南太平洋地
域を中心とした開発途上国などに対する教育支援プログラムや、
技術援助など国際活動に参加する。

・タイやカンボジア等の外国政府に対し法制度面のアドバイスを
行っている。

307
・本学法学研究科とドイツ・フライブルク大学との間で相互に展
開されてきた日独シンポジウムをさらに発展させる。

308
・イギリス・ロンドン大学とシンポジウムを行うなど交流の促進
に努める。

・１７年１１月シンポジウムを開催する。

309
310 （学生交流）

311

・学生の海外派遣を推進・支援する仕組みを整える。
・留学生の受入れにあたっては、学内共同利用施設の外国語（英
語、中国語、朝鮮語）版の案内やホームページ作成など、国際化
対応サービスを平成２０年度を目途に充実する。

・留学生の受入れは、平成１６年１０月現在２９０名である。
・平成元年度よりフランスのルアーブル大学国際学部と毎年3ない
し４名の学生相互派遣を行っている。
・学生数名を、毎年一定期間、ドイツのフライブルク大学に派遣
している。
・ハンブルク大学の語学研修に１０名前後の学生が毎年参加。文
学研究科はリヨン大学と提携。

312 ・学生交流のためのボランティア組織への支援を拡充する。
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313 ・研究科独自の留学制度を平成23年度までに検討・実施する。
314
315 （情報発信）

316
・本学の研究、教育、その他活動に関する正確で豊富な情報を世
界各地域の個人や機関に発信する。

・欧文紀要と英語版ＨＰで情報発信を行っている。
・ドイツ・フライブルク大学と日独シンポジウムを交互に開催。
報告成果を日独双方で公刊している。

317
・COEの研究成果である「大阪都市文庫」や「グローバルベース」
を平成18年度内に公開する。

318
319 （２）国際貢献の実施体制 （２）国際交流の実施体制

321
　海外の大学との学術交流、研究者や
学生の交流関係の業務を総合的・組織
的に遂行しうる体制を整える。

・外国語に堪能な職員を採用するなど、国際（学術・学生）交流
の体制整備へ向け検討を行う。

322
323 ４　附属病院に関する目標 ４　附属病院に関する措置
324 （１）附属病院の基本方針

325

①安全で質の高い患者本位の医療を提
供することはもとより、地域医療機関
（病院や医院、診療所など）との連携
を一層深めることにより、適切な医療
機能の分化を推進し、地域医療の向上
に寄与するとともに、健康・予防医学
の推進により、市民の健康保持に貢献
する。

326

327
②高度医療の推進を図る特定機能病院
の特性を生かし、市民へ 新の医療を
提供する。

328

329
③優れた知識・技術と科学的思考なら
びに倫理観を備えた、人間味の豊かな
医療人を育成する。

330

331

④質の高い臨床研究、高度先進医療を
推進し、世界に発信できる新しい診断
法・治療法・予防医学の開発を行い、
医療の水準の向上に寄与する。

332

333
⑤医療、保健の向上に寄与する多彩な
研究を柔軟な体制により推進する。

334
335 （２）附属病院の運営体制 （１）附属病院の診療・運営



資料３－４

num 中期目標（原案） 中期計画(原案)の案 備考（現状、課題等）

336

①附属病院の機能を充実強化するた
め、機動的な運営が可能となる組織整
備を行う。

②病院経営の効率化を図り、健全な財
務体質の確保に努める。

・病院運営に迅速性と効率性を確保するため、平成18年度より病
院長を専任化するとともに、権限の強化と病院長支援体制を整備
する。

・病院長のもと、副院長3名により執行部を形成し、全体的な統括
を行いながら、月1回の診療科部長会において合議制により運営を
行っている。

337

・患者サービス、医療の質、医療安全の向上を図るため、平成21
年度に臓器別・疾患別を中心とした診療体制、管理体制を整備す
るとともに平成19年度から電子カルテを主体とした情報システム
の整備を行う。

・医学部附属病院は、大阪市内唯一の特定機能病院として高度先
進医療を実践している。
・患者本位で安全で質の高い医療を提供している。
・患者サービスを向上すべく、安全管理対策協議会、良質医療検
討委員会等を設けている。

338
・患者の立場に立った支援体制及びアメニティを重視した医療環
境の整備を行う。

339

・地域における基幹病院として、平成21年度以降地域医療機関と
の医療連携や交流を更に積極的に展開・充実する。
　特に、大阪市立病院群をはじめとする医療機関との診療・教
育・研究における連携を強める。

340
・多角的な観点からの評価に基づく外部評価及び自己評価システ
ムを平成20年度に構築する。その一環として平成18年度に病院機
能評価を受審する。

341
・人員、施設・設備の再配置の検討など業務のあり方や改善に、
職員が直接的に参画できる体制を平成18年度以降早期に整備す
る。

342
・平成21年度以降、災害発生時等、緊急時における医療体制の整
備・充実を図り、地域に貢献する。

343

・医療資源の有効利用を図るとともに、安定経営に平成18年度以
降も更に努める。また、経営改善に係る管理会計システムなどを
平成２１年度には整備する。

・診療科部長会のもと経営改善委員会を設け、病院長が委員長と
なり経営改善に努めている。
・公立の大学病院として、病院の診療収入でまかなうことが適当
でない経費については、一般会計により負担している。

344
・大型機器の導入をはじめ施設整備にあたっては、計画的かつ経
済的に整備・保全を行うとともに、職場環境整備を行う。

345
346 （２）臨床教育、臨床研究
347 （臨床教育）

348

・医療スタッフ等への医の倫理や医療安全をはじめとした研修を
実施するとともに、専門技術研修の体系的なプログラムを、平成
２１年度より更に整備・充実する。

・医学部附属病院として、高度先進医療に対応できる医療従事者
の育成を行っている。
・教員を対象としたワークショップを行い教育指導法の充実に努
めている。
・卒後臨床研修については、プライマリケアーから専門性・高度
先進性までの幅広いカリキュラムを実践している。

349

・医師の臨床技能の向上のため卒前、卒後を通じ、教育・研修を
体系的に行うことのできる研修トレーニングセンター（仮称）を
平成１９年度に設置するとともに、卒後臨床研修センターの充実
を図る。
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350

・地域医療を担う医師を対象に、平成２１年度以降専門医育成研
修、生涯教育プログラムの充実を図り、地域医療の向上に貢献す
る。

・地域における医師、医療人の確保などに資することを目的とし
た文部科学省の教育プログラム募集に、医学部附属病院の「市民
病院と連携した全人的総合診療医の育成」プログラムが採択され
た。平成１７年度から３か年計画としている。

351
352 （臨床研究）

353

・都市大阪の観点から、健康・予防医学研究の推進として医薬
品、食品等も含んだ特色ある研究体制・治験体制を充実させる。
また、産官学の連携による共同研究やトランスレーショナルリ
サーチを推進し、充実させる。

・高度先進医療の基盤となる臨床研究、技術の開発に努めてい
る。
・「健康・予防医療ラボラトリー」において市民の健康づくりの
一助となる共同研究・産学連携を図っている。
・「医薬品・食品効能評価センター」の整備・充実を図る。

354
・先進的な情報通信資源の活用による医療研究（ユビキタス医療
システムの研究）を平成21年度以降推進する。

355

356
Ⅲ　業務運営の改善及び効率化に関する
目標

Ⅱ　業務運営の改善及び効率化に関する措置

357 １　教育研究体制等の改善 １　運営体制の改善
358 （１）柔軟な組織編成 （１）柔軟な組織編成
359 （組織編成の基本方針）

360
　教育研究体制及び支援体制について
柔軟な組織編成を行う。

・各学部・研究科の特色に配慮しつつ、事業の重要度、優先度に
応じ、教職員が一体となった柔軟な組織編成と人員配置を行う。

361
362 （全学共通教育）

363
・全学共通教育の全学協力体制の実現をめざして、平成18年度以
降、科目・担当者の見直しなどの検討を行い、平成20年度から実
施する。

364
365 （大学院教育）

366
・大学院のあり方について、全学的見地から継続的に検討を行
う。

・本学独自の大学院重点化に取り組んできており、平成１５年度
に達成している。

367
368 （２）教育研究等の支援体制の充実 （２）教育研究等の支援体制の充実

369

　教育・研究・社会貢献にかかる支援
体制の充実を図る。

・教育・研究･社会貢献にかかる情報収集、企画・立案と実施、効
果の検証と改善にかかる業務の執行について、職員の直接的な参
画を図るとともに、これらの事項に関する職員の能力を向上させ
るための体制を整備する。

・平成１３年度に事務体制の再編整備を行い、人事・予算等の管
理的業務の集中化を行ったが、教育・研究の支援体制については
なお検証すべき課題も残っている。

370
371 ２　人事制度の改善 ２　多様な人事制度
372 （多様な人事制度）

373

　多様で柔軟な人事制度を構築し、優
秀な教職員を確保する。

・教員については任期制、特任教員や博士研究員など多様な任用
制度を検討し、必要と認められるところから順次導入する。

・平成１５年度から、非常勤嘱託制度を活用し、創造都市研究
科、法科大学院及び全学共通教育に特任教授制度を導入してい
る。
・平成１５年度から、非常勤嘱託制度を活用し、本学独自の博士
研究員制度を導入している。

374
・職員については、大学運営（経営）の専門職の育成・確保を図
る。

375 ・各学部・研究科は非常勤講師及び特任教員を活用する。
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num 中期目標（原案） 中期計画(原案)の案 備考（現状、課題等）
376
377 （長期研修制度等）

378
・教員の教育研究活動を活発にするためのサバティカル制度や職
員の能力開発のための長期研修制度等の検討を進める。

379
380 ３　予算制度の改善 ３　戦略的な予算配分
381 （戦略的予算配分）

382
　基盤的な教育研究経費の確保を図る
とともに、全学的視点からの戦略的な
学内資源配分を行う。

・大学の特色を明確にする教育や研究に対し、全学的な視点で戦
略的・重点的予算配分を行う。

・平成１３年度から研究費の５％を学長裁量経費として留保する
とともに、平成１４年度からは更に研究費の１０％を全学的共通
経費として位置づけている。

383
384 （全学共通経費）

385
・教育推進本部、研究推進本部は、全学的状況を勘案しつつ、新
たな機構の設置や重点となる教育･研究分野に適切に全学共通経費
の配分を行う。

386
・施設の維持管理経費や光熱水費などの運営経費を全学共通経費
と位置づけ、情報の集約による効率的な運用を行う。

387
388 （研究科長の裁量の拡大）

389

・各学部・研究科に配分する教育研究経費については、各学部・
研究科の自主性自律性を尊重し研究科長の裁量による重点的な予
算配分や柔軟な予算執行が行える仕組みを設ける。

・平成１３年度から研究費の５％を研究科長裁量経費と位置づけ
ている。
・競争的資金枠を研究科内に設け、公募審査により、教員・学生
の研究促進を行っている研究科もある。

390
391 ４　業務執行の改善 ４　業務執行の改善
392 （１）サービス機能の強化 （１）サービス機能の強化

393

　学内、学外に対する様々なサービス
にかかる改善を図るための実施体制を
整える。

・学生へのサービス（学習支援、キャンパスライフ支援など）、
地域社会へのサービス（生涯学習機会の提供、情報提供など）の
強化を図るために、組織、体制の検討を進め、教職員が一体と
なってこれらの機能の強化に取り組む体制の実現を図る。

394
395 （２）業務の効率化 （２）柔軟な業務執行

396
　定型的な事務等の効率化を推進す
る。

・大学の教育・研究・地域貢献にかかる業務及び事務の執行のあ
り方の調査・分析を行い、いわゆる定型的な業務のアウトソーシ
ングも含めた柔軟な業務執行体制の構築を検討する。

397
398 Ⅳ　財務内容の改善に関する目標 Ⅲ　財務内容の改善に関する措置
399 １　自己収入の改善 １　外部研究資金その他の自己収入の増加に関する措置
400 （学生納付金等）

401

　授業料等の自己収入を安定的に確保
するとともに、外部資金、寄付金、知
的財産権等による自己財源の獲得を図
る。

・学生納付金については、公立大学の役割を踏まえ適正な金額の
設定に努めることにより安定的な収入確保を図るとともに、エク
ステンションプログラムの提供などにより自己収入の増に努め
る。

402
403 （科学研究費補助金等）
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num 中期目標（原案） 中期計画(原案)の案 備考（現状、課題等）

404

・科学研究費補助金など国及び民間等の公募型研究に関する情報
の収集、学内での共有化を図るとともに、より効果的な申請を効
率的に行いうる体制を確保するため、事務体制の強化を行い、申
請件数を拡大することにより積極的な研究資金の獲得を図る。

・科学研究費補助金の獲得については、平成１６年１０月現在で
は全学で３１３件、９億６５００万円となっている。

405
406 （共同研究、受託研究、寄附金等）

407

・大学における研究とその成果に関する産業界等のニーズに関す
る情報収集や学内に対する周知、産学官連携推進体制の強化、柔
軟な組織の構築などにより、外部資金、寄付金の積極的な獲得を
図る。

・共同研究の実績は、平成１６年度では、９件、５９００万円で
ある。
・受託研究の実績は、平成１６年度では全学で３９７件、約７億
２４００万円である。
・教育研究奨励寄附金の実績は、平成１５年度では全学で５９６
件、５億６５００万円である。

408
409 （知的財産）

410
・知的財産の取扱いに関するポリシーを明確にし、適切な管理、
運用を図る体制を整備する。

411
412 ２　経費の抑制 ２　経費の抑制に関する措置
413 （管理的経費の抑制）

414
　大学経営全般を点検し、効率的な業
務運営により経費の節減を図る。

・管理会計の手法を基本として大学全体及び予算管理単位ごとに
コスト把握を行い、予算配分に反映する。

415
・支出の抑制と効率的な運営を行うために、経費区分に応じた目
標を設定し、計画的な経費の削減を図る。

416 ・事務の集約化・標準化・情報化により経費の節減を図る。
417 ・省エネルギー運動の推進により経費の節減を図る。
418
419 ３　資産の活用 ３　資産の運用管理の改善に関する措置
420 （資産の効率的・効果的運用）

421
　知的資産はもとより、施設・設備な
どについても情報を集約し活用を図
る。

・資産の運用、管理にかかる情報を集約化する。

422
・継続的な施設の点検と評価を行い、全学的視点で効果的なス
ペース配分など施設の有効活用を推進する。

423

424
Ⅴ　自己点検・評価及び当該情報の公開
等に関する事項

Ⅳ　自己点検・評価及び当該情報の公開等に関する事項

425 １　評価制度の確立 １　評価制度の確立
426 （１）教員の業績評価制度の確立

427

　教育、研究及び社会貢献、大学の管
理運営にかかる自己点検・評価を行う
体制を確立する。

・教育に関する実績評価制度を確立するとともに、教員の個人評
価及び各部局の自己点検・評価においては、教育・研究及び社会
貢献、大学の管理運営について各部局の目標、計画や専門分野の
特性に応じ総合的かつ適切な評価を行う。

・教育、研究、社会貢献、管理運営に対する教員の個人評価シー
トは今年2月の試行を経て完成している研究科もある。

428
429 （２）自己点検・自己評価
430 （評価組織）

431
・各部局の自己点検・評価を行うために各部局に評価委員会を置
く。

・外部有識者による経営評価委員会を研究科独自で既に設置して
いる研究科もある。
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num 中期目標（原案） 中期計画(原案)の案 備考（現状、課題等）

432

・各部局の自己点検・評価をもとに全学の自己評価・点検を行う
ために全学評価委員会を置く。

・全学的な自己点検・評価は自己評価委員会がその実務を担当し
ているが、評価結果を改善に結びつける作業は各部局に委ねられ
ており、大学として評価を改善に結びつけるシステムは確立して
いない。

433
434 （評価項目）

435
・全学評価委員会は評価の対象・レベルに応じ各専門分野に適合
した多元的な評価項目を設定する。

436
437 （実施方法）

438
・全学評価委員会は各部局の自己点検及び評価に基づき、全学で
の自己点検・評価を行い報告書を作成する。

439
・各部局及び全学評価委員会は、自己評価・点検を行う際に学外
者及び学生の意見を聞く機会を設ける。

・アドバイザリーボードと外部評価委員制度がある研究科もあ
る。

440

・中期目標期間中に一度、認証評価機関の評価を受ける。 ・平成１０年に大学基準協会による相互評価を受けている。ま
た、各研究科の大学院再編に際しては担当者全員が教員審査を受
け、それに合格している。
・平成１５年度に大学評価・学位授与機構の「国際的な連携及び
交流活動」に関する評価を受けている。

441
442 ２　改善の実施 ２　評価結果の公表及び大学活動の改善

443
　自己点検・評価、外部評価などの評
価結果を公表するとともに、それに基
づく改善を行う。

・自己点検・評価報告書には中期目標・中期計画に掲げる事項の
達成度を明示する。

444
・各部局及び全学評価委員会の自己点検・評価結果は大学のホー
ムページ等で全文を公表する。

445
・評価結果に基づいた改善勧告や優先的な資源配分などにより部
局の改善活動を全学的に奨励、支援する仕組みを設け、大学の活
動の改善及び向上を図る。

446
447 Ⅵ　その他業務運営に関する重要目標 Ⅴ　その他業務運営に関する重要事項
448 １　人権の尊重、法令の遵守等 １　人権の尊重、法令遵守等に関する措置
449 （人権の尊重）

450

　大学活動全般の遂行にあたっては、
人権の尊重、法令の遵守はもとより、
大学の使命と社会的責任に応えるため
の体制の確立を図る。

・教育・研究・社会貢献及び大学の管理運営の遂行にあたって
は、人権尊重の視点に立った取組を全学的に一層推進する。

・大阪市立大学人権宣言２００１に基づき、人権の尊重にかかわ
る取組を実施している。

451
452 （コンプライアンスの確立）
453 ・法令の遵守等大学としてのコンプライアンスの確立を図る。
454
455 （個人情報の保護）

456
・個人情報取扱指針・ガイドラインを制定し、個人情報を適切に
取り扱う。

457
458 ２　情報公開等の推進 ２　情報公開等の推進に関する措置
459 （大学の活動情報の公開）
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460
　積極的な情報発信に努め、大学の諸
活動について広く社会の理解を得る。

・中期目標、中期計画、年度計画、財務内容、運営状況等につい
て公表する。

461
・大学の諸活動の成果を評価指標とともに、分かりやすい資料に
まとめて発表する。

462
・教育・研究・社会貢献にかかる情報のデータベース化を図ると
ともに、教員の活動実績にかかるデータの収集、蓄積、一元的管
理を行う。

463
464 （長期計画の策定と公開）

465
・新たな長期計画を策定しホームページ等で公表する。 ・平成元年に２０年間のスパンを設定した大阪市立大学基本計画

を策定し、その後２回の改定を経て、現在は第三次基本計画に
沿ってさまざまな施策を進めてきている。

466
467 （広報体制の整備）

468
・全学的広報活動の強化拡充を図るため、広報業務の効率的・効
果的な実施体制の整備へ向けた検討を進める。

469
470 ３　施設設備の管理、整備及び活用 ３　施設設備の管理・整備・活用等に関する措置
471 （施設等の整備）

472
　施設・設備を有効に活用しつつ、教
育・研究にかかる目標、計画を達成す
るためのキャンパス整備を図る。

・施設の機能性、安全性、信頼性を確保するための整備計画を策
定する。

473
・施設の点検・評価を実施し、スペースの再配分、活用にかかる
ルールを策定する。

474
475 （情報基盤の整備・活用）

476

・学術情報総合センターは教務事務システム等、大学が行う各種
情報システムの構築に参画し、助言、指導を行う。
・情報処理・ネットワークシステムを見直し、相互協力で運用で
きる体制を平成２０年度を目途に整備する。

477
478 （施設等の有効活用及び維持管理）

479
・施設マネージメント・システムを構築し、施設設備の適切な管
理・運用を行う。

480 ・省資源・省エネルギーシステムを導入する。
481
482 ４　安全の確保等 ４　安全の確保等に関する措置
483 （事故防止）

484
　教育・研究・医療にかかる安全管理
の向上及び管理システムの整備を図
る。

・業務執行上の安全・衛生の確保を図るとともに、危険物質の保
管場所や建物等のセキュリティ管理体制を構築する。

485
486 （学生等の安全確保等）

487

・学生実験における取扱いにかかるマニュアルを作成し指導を行
う。
・海外研修等の届出や保険加入を平成18年度以降徹底させる。
・安全確保ガイドラインを平成18年度内に作成する。

・学部で安全防災マニュアル、各学科ごとに実験実習マニュアル
を作成している学部・研究科もある。



大阪市立大学の理念、人材育成の目標像、アドミッション・ポリシー 

大阪市立大学・大学院

理念

・大学の理念 
 都市・大阪の伝統と文化を継承するとともに、既成の学問の枠にとらわれない自由で創造的な教育と研究及び高水準の医療を通じ、
都市型総合大学として、市民とともに、都市の文化、経済、産業、医療などの諸機能の向上を図り、真の豊かさの実現をめざす。 
 
・教育の基本理念 
 都市大阪を背景とした市民の大学という理念に立脚しつつ、人類の幸福と発展に貢献するため、さまざまな分野において指導的役割
を果たし、社会で活躍する人材を育成する。 

人材育成の目標像 アドミッション・ポリシー

学士課程
 優れた専門性、実践性、国際性を有し、総合的な判断力と
豊かな人間性を備え、社会に積極的に参加する市民的公
共性を持った人材を育成する。 

 人間性豊かで、科学や都市の産業・文化・生活に広く関心
を持ち、向学心旺盛で優れた資質を有する学生を、広く国
内外から受け入れる。 

大学院 
前期博士課

程

 それぞれの学問領域の研究成果を体系的に学習し、学際
領域にも応用展開できる創造力ある人材を育成する。 

大学院 
後期博士課

程

 新しい研究領域の開拓に取り組むなど、自立した研究者と
して世界に通用する人材を育成するとともに、特に高度な知
識・技術及び研究能力を有する専門家を育成する。 

大学院  
 専門職学

位課程

 高度専門職業人として都市の諸問題に積極的に取り組
み、地域の活性化を先導する人材を育成する。 



商学部・経営学研究科

理念

・実社会との交流を重視する「考える実学」を基礎に、時代を見通せる能力の育成をめざす。 
 
・都市に基盤を置き世界的な視野に立って、経営学・商学・会計学に関する教育研究の発展をめざす。 
 
・先端的な研究の成果を活かした教育の発展をめざす。 

人材育成の目標像 アドミッション・ポリシー

学士課程

・経営学・商学・会計学の学問的知識を身につけ活かすこと
ができる人材を育成する。 
 
・企業、自治体、ＮＰＯ/ＮGＯなどのマネジメントで活躍でき
る人材を育成する。 
 
・課題発見能力と解決能力を身につけた個性と社会性あふ
れる人材を育成する。 

商学部は、「考える実学」教育の方針のもと、実社会につい
て旺盛な探求心と世界的視野を持って学修し、その成果を
もって経済社会の発展に積極的に貢献しようと考える意欲と
能力のある、人間性豊かな人を求めます。留学生には特別
入試を用意しています。  
 
(学士課程一般入試等) 
 企業等の経営や会計、産業や経済の諸領域に関わって、
はば広い知識と専門的知識を学修する意欲と能力を有する
人を求めます。  
 
(学士課程推薦入試) 
 高校において商業に関する専門的教育を受け、その専門
的知識や技能を一層向上させることに意欲をもつ学生の入
学を希望します。 
 
（第2部社会人入試） 
 自らの実務経験に関わる課題等を学問的に解明し活用し
ようとする意欲と能力のある社会人を求めます。 
 
（編入学試験） 
 短大・高専卒業者や他学部卒業者で、勉学継続の意欲と
能力のある人を求めます。 

大学院 
前期博士課

程

・経営諸科学に関する専門知識と研究能力を有する人材を
育成する。 
 
・ビジネスとビジネス社会に関する課題発見能力・政策提言
能力・変革マインドを兼ね備えた高度専門職業人を育成す
る。 

 経営学研究科は、「考える実学」教育の方針のもと、実社
会について旺盛な探求心と世界的視野を持って学修し、そ
の成果をもって経済社会の発展に積極的に貢献しようと考
える意欲と能力のある、人間性豊かな人を求めます。留学
生には特別入試を用意しています。  
 
(前期博士課程一般入試等) 
 企業等の経営や会計、産業や経済の諸領域に関わって、
広い視野に立って専攻分野を研究し、精深な専門的あるい
は学際的知識を学修する意欲と能力を有する人を求めま
す。理科系出身者向けの入試方法も用意しています。 
 
（前期博士課程推薦入試） 
 研究能力の秀でた学生を入学させて、優れた研究者を育
成することを目的としており、学業成績が極めて優秀であり、
研究者を目指し、在籍している大学の学長等の推薦を受け
られる学生を求めます。 
 
(社会人プロジェクト特別選抜) 
 毎年度異なるプロジェクトテーマを設定し、これに関連した
実務経験をすでに有するとともに、当該テーマに関する専
門的あるいは学際的知識の学修により高度専門職業人を目
指す社会人を求めます。 

大学院 
後期博士課

程

・経営諸科学に関する高度な専門知識を有する自立した研
究者を育成する。 
 
・民間部門・公的部門・非営利組織などの学問的諸課題に
ついて、高度な研究を推進する研究者を育成する。 

（後期博士課程一般入試等） 
 企業等の経営や会計、産業や経済の諸領域に関わる精
深な専門的あるいは学際的知識を有し、企業経営および関
連諸領域の専攻分野で高度な知識と能力を身につけること
によって、自立した研究者をめざす意欲と能力を有する人を
求めます。 



経済学部・経済学研究科

理念

・グローバル経済の進展下における最高水準の理論的・実証的分析をめざす。 
 
・｢人の心｣をもって政策や制度を考える人間学としての経済学を追求する。 
 
・アジアや太平洋の経済圏にかかわって主導的な教育・研究拠点をめざす。 

人材育成の目標像 アドミッション・ポリシー

学士課程

・国内外における経済現象の総合的かつ多角的な理解の
上に、確かな主観と冷静な判断能力を持って自己表現でき
る人材を育成する。 
 
・国内外の経済活動に関わる重要な分野で、個性的で創造
的な活動によるリーダーシップを発揮する人材を育成する。 

1．第１部 
 本学部は、左記のような人材育成の目標がある単一の人
間類型を「標準」に掲げた定型的な教育プログラムをとおし
て達成されうるとは考えていない。この目標は、若い多様な
個性相互のぶつかり合い、切磋琢磨、そして彼らと教員との
知的格闘をとおして最もよく達成される。 
 本学部の最大の特徴は、実際、さまざまな学問的バックグ
ラウンドを有する研究者を擁していること、つまりは学問的な
多様性である。学生の個性と教員の多様性とがかみ合うとき
に、本学部の教育目標は達成されるのである。多様性こそ
が本学部の伝統であり、かつ、長期的発展へのキーワード
である。 
 以上をふまえたうえで、本学部の第１部が求める入学志願
者の諸類型ならびに選抜制度を対応づけると、以下のよう
になる。 
・(前)一般入試：現代社会の諸問題に広く関心をいだき、バ
ランスのとれた知的能力を有する人物。 
・(後)傾斜配分高得点入試：自らの長所を認識し、これを伸
ばしたいと希求している人物。 
・(後)ユニーク入試：自己発見・可能性開発に意欲的なバイ
タリティー溢れる人物、あるいは、自分自身で問題設定を行
ない、それを深く追究することのできる人物  
 
２．第２部 
 第２部においては社会人特別選抜枠を設け、社会経験、
勉学意欲ともに豊かな年長者を多数迎え入れている。この
制度によって、経済学部第２部においては経験豊富な社会
人学生層と若年学生層とのあいだに知的刺激に富む相互
交流が図られている。また、第２部では他の文系学部とのあ
いだで専門教育科目の相互提供を広く行なっており、経済
学の専門分野に限定されない学際的な科目履修が保証さ
れている。 
 したがって、第２部では、知的交流への高い意欲と学際的
な問題関心とを有する入学志願者を求めている。 

大学院 
前期博士課

程

・高度な経済学的知識を習得したうえで種々の現実問題に
取り組み、問題の解決に資することができる総合的能力をも
ったジェネラル・エコノミストを育成する。 
 
・国内外における経済関係領域において、専門的知識と主
体的行動力を生かして十分活躍できる人材を育成する。 

・一般コース：経済学の基礎理論を習得した上で、現代の経
済学の先端的な理論や実証研究に関心を持つと同時に、
豊かな現実感覚を持つ人材を求めている。 
 入学試験は、外国語（数学を含む。2科目選択。英語2問
選択も可）、専門科目（経済理論から1問、経済史・経済政
策・国際経済から1問、計2問を解答）、口述試験により、選
抜。毎年8月初旬に実施。2月に再募集を行っている。 
・修士専修コース：経済学に対する関心を持ちながら、社会
のさまざまな分野で問題解決に取り組む意欲のある人材を
求めている。 
 入学試験は、外国語（英語1問）、専門科目（経済理論・経
済史・経済政策・国際経済から1問選択）、口述試験により、
選抜。毎年8月初旬に実施。2月に再募集を行っている。 
・社会人特例選抜：職務上で直面する問題の経済学的な究
明、長年の職業経験の学問的検証、ライフワーク的研究実
現をめざす人材を求めている。 
 8000字の研究計画と口述試験によって選抜。 
・推薦入試：就職活動等により、筆記試験の準備が出来なか
った学生で、大学院進学を目指す人材を求めている。 
 筆記試験を課さず、学部での成績と研究計画、口述試験
により、選抜する。入学後、一般コース、修士専修コースの
いずれかを選択する。 

大学院 
後期博士課

程

・より高度な専門分野の研究に特化しつつも、広い視野と現
実的な感覚を豊かに持つアドバンスト・エコノミストを育成す
る。 
 
・国際的な経済活動の舞台において専門的知識と豊富なキ
ャリアを生かして十分活躍できる人材を育成する。 

 経済学のディシプリンをマスターしたうえで、専門分野の研
究を深める志向性をもつと同時に、現実感覚に溢れた人材
を求めている。 
 入学試験は、修士論文と外国語（数学を含む。2科目選
択。英語2問選択も可）、口述試験によって選抜している。 



法学部・法学研究科

理念

・豊かな発信能力とリーガルマインドを持つ人材育成のための充実した教育・研究をめざす。 
 
・法学政治学の研究者と高度職業人を養成する最高水準の教育・研究をめざす。 
 
・「都市で学ぶ、都市から学ぶ」法科大学院として市民のための法律家を養成する教育・研究を行う。 

人材育成の目標像 アドミッション・ポリシー

学士課程

・主体的に問題を発見する能力と、自己の見解を社会に発
信する能力を持つ人材を育成する。 
 
・法学的政治学的知識を主体的に展開する能力、特に自己
の主張を論理的に構成し表現・文章化する能力を持つ人材
を育成する。 

大阪市立大学法学部は、次のような人を求めています。 
・新しい問題に果敢に取り組む知的好奇心を持つ人 
 
・自分を相対化するための想像力と豊かな人間性を持つ人  
 
・相手の意見を的確に理解し、自分の意見を論理的に構成
して、正確に表現・文章化する能力を持つ人  
 
・法学・政治学の専門的知識を身につけるために必要な一
般教養を有する人 

大学院 
前期博士課

程

・比較法的・歴史的・基礎法的研究能力を有する法学研究
者を育成する。 
 
・高度の研究能力を有する政治学研究者を育成する。  
 
・法学政治学に関する高度の能力を有する職業人を育成す
る。 

 大阪市立大学大学院法学研究科（法学政治学専攻）は、
次のような人を求めています。 
・法学的・政治学的問題に豊かな関心を持ち、解決策を模
索する強い意志を持つ人 
 
・実務経験の中で生じる問題を、法学的・政治学的観点から
考察しようとする意志を持つ人 
 
・法学・政治学の高度の研究を遂行するために不可欠な基
礎知識を持つ人 
 
・法学・政治学の通時的・共時的研究をするために必要な
外国語の能力を持つ人 
 
・自己の見解を論理的に構築・展開して、相手に説明し正
当化する能力を持つ人 

大学院 
後期博士課

程

・法学的・政治学的問題に深い関心を持ち、解決策を模索
する強靱な意志を持つ人 
 
・自立した研究者として、法学・政治学の高度の研究を遂行
するために不可欠な法学的・政治学的知識を持つ人 
 
・法学・政治学の通時的・共時的研究をするために必要な
外国語の能力を持つ人 
 
・自己の見解を論理的に構築・展開し、それを文章化して広
く世に問う能力を持つ人 

法科大学院 
 専門職学

位課程

・新しい法的課題に果敢にチャレンジする精神を持ち、現に
ある法律の解釈にとどまらない批判的精神を有し、さらに、
紛争当事者の苦悩に共鳴できる豊かな人間性を有する法
曹を育成する。 
 
・「企業の法的ニーズ」、あるいは「社会的弱者を含む市民
の日常的法的ニーズ」や「国際取引や外国人を当事者とす
る法的ニーズ」に応える人材を育成する。 

 大阪市立大学大学院法学研究科（法曹養成専攻）は、次
のような人を求めています。  
・法科大学院の厳しい教育に耐えうるだけの基礎的学力（文
章の正確な読解力、論理的な推論・分析・判断を的確に行
うことのできる能力、思考のプロセスと結果とを明確に表現
する能力）を持つ人  
 
・法科大学院の１年次に提供される法律基本科目のすべて
について、すでに基礎的な学識を持つ人（２年短縮型）  
 
・人間という存在への深い関心、人の苦しみに共感しようと
する姿勢、および、人々のため、そして社会のために、困難
な仕事を遂行しようとする志を有している人  
 
・新たな法的問題に果敢にチャレンジする精神を持つ人 



文学部・文学研究科

理念

・人間、文化、社会をめぐる総合的かつ人文科学的な、最高水準の教育・研究をめざす。 
 
・過去と現在の対話を通して、歴史的事実と今日的課題を有機的に関連づけ解決をはかる教育・研究をめざす。  
 
・地域の問題をグローバルな視野から見通し、普遍的意義を見出して発信する社会貢献的人文科学をめざす。 

人材育成の目標像 アドミッション・ポリシー

学士課程

・人間と、人間が生み出した文化と、人間が作り上げている
社会に関する、専門性と学際性および国際性を身につけた
人材を育成する。 
 
・コミュニケーション能力を身につけ、物事を深く柔軟に思考
する、問題解決能力の高い人材を育成する。 
 
・教育機関、文化行政、国際交流、情報サービス産業など
の第一線で活躍する専門職業人を育成する。 
 

（１）期待する学生像 
 文学部は、幅広い履修コースにおいて、人間性豊かで、
都市や地域の文化に関心を持つ多様な人材を育てることを
重要な目標としている。それに対応して、以下のような人を
求める。 
 
・人間の思考と文化の生成発展について考えてみたい人 
 
・人間行動の原理と社会のしくみについて問題意識のある
人 
 
・さまざまな言語とそれを中核とした文化事象の原理に関心
のある人 
 
・論理的な思考と新しいものの見方を求める人 
 
（２）選抜制度の現状と評価 
〔一般選抜〕 
 文学部の人材育成の目標に向けて教育効果を発揮しうる
学生を入学させる上で、現行制度はおおむね妥当であると
判断している。 
 
〔特別選抜〕 
 文学部は、さまざまな能力・経歴の持ち主が交流し相互に
錬磨しあうことが、入学後の能力向上に資する意義を重視し
ている。また、留学生・帰国生徒・編入学生等に期待する資
質は、基本的には一般学生と変わらない。文学部は、選抜
方法を検討しつつ、これらの人々に広く門戸を開いておきた
い。 
 
（３）特別選抜制度の検討 
〔推薦入試〕 
 公立大学の責務等の観点から、第二部推薦入試（市内高
校の学校長推薦）の導入を検討する。 
 
〔帰国生徒特別選抜〕 
 より適切な方向に改善する。 
 

大学院 
前期博士課

程

・人文科学や行動科学の分野において、都市の課題に的
確に対応しうる先端的知識と方法を身につけた人材を育成
する。 
 
・地域の教育研究に貢献し、その地に根ざす文化への関心
に十分に応えうる高度専門職業人を育成する。 
 

 人文・行動科学の専門分野に関する十分な基礎知識と明
確な問題意識を有し、都市的課題や地域文化に関心のある
優れた人材を求める。 
 
 そのために、一般入試と外国人留学生特別選抜を重視す
る。なお、アジア都市文化学専攻で実施している社会人特
別選抜を、それ以外の専攻でも検討する。 

大学院 
後期博士課

程

・人文・行動科学の最先端の研究課題を主導的に推進する
高度な水準をもつ研究者を育成する。 
 
・国内外の諸都市の教育研究組織や研究者との連携し、人
文・行動科学の国際的、学際的な研究を推進する研究者を
育成する。 
 

 人文・行動科学の専門分野に関する高度な知識と独創的
な研究テーマを有し、都市的課題や地域文化の究明に適し
た顕著に優れた人材を求める。 
 
 そのために、一般入試と外国人留学生特別選抜を重視す
る。なお、アジア都市文化学専攻で実施している社会人特
別選抜を、それ以外の専攻でも検討する。 



理学部・理学研究科

理念

・極微の世界から広大な宇宙までを対象に、実験的・理論的手法を駆使して自然界を律する真理を探究する。 
 
・自然の存在様式と法則性の体系的学習を基礎に、自然の摂理に触れることへの喜びを教育の原点として、自然科学や最先端科学・
技術の振興に寄与できる国際的な視野をもった人材を育成する。  
 

人材育成の目標像 アドミッション・ポリシー

学士課程

・科学の最先端に連なる基礎学力を身につけ、伸びやかな
発想で社会に貢献できる人材を育成する。 
 
・中高教員などの教育職、各省庁及び地方公共団体や民
間企業などで活躍できる人材を育成する。 

 自然科学の基本原理を理解する基礎学力を有する、以下
のような学生を求める。 
 
・自然のなりたちや美しさに、尽きない感動をと興味を抱い
ている人 
 
・公式・知識の単なる暗記ではなく、ものごとを基本原理から
理解したいと願っている人 
 
・一見なんでもないようなことにも素朴な疑問やこだわりを持
ち、自ら考えを推し進めるのが好きな人 
 
・実験や観察を工夫したり、ものを作るのが好きな人 
 
・集中して考え続けるのが好きな人 

大学院 
前期博士課

程

・鋭い問題意識と解決能力をもち、先端科学・技術の発展と
応用展開を推進できる研究者・高度専門的職業人を育成す
る。 
 
・中高教員などの教育職や各省庁、地方公共団体及び民
間企業におけるＩＴ、情報、物理、化学、製薬、バイオ、環境
などの分野で、研究・開発の中核として活躍できる人材を育
成する。 

・自然科学における専門分野の基礎学力を有し、自然の摂
理を解明・理解し、基礎科学的、学際的、あるいは応用的観
点から研究を推進することを目指す人を求める。 

大学院 
後期博士課

程

・最先端科学の研究課題を先導的に推進し、世界にはばた
く研究者・高度専門的職業人を育成する。 
 
・大学、国公立や民間の研究機関及び企業の研究開発の
なかで、基礎及び応用研究をリードする研究者、世界を舞
台に活躍できる人材を育成する。 

・自然科学における広範で高度な学力を有し、自ら新たな
問題を発掘し、それを解決する意欲をもち、さまざまな分野
で国際的リーダーとして活躍することを目指す人を求める。 



工学部・工学研究科

理念

・科学の基礎的知見を地球的視点に立って役立たせるための技術を教育し研究することをめざす。 
 
・技術の社会的責任を認識しつつ新しい技術の展開に寄与することのできる人材の育成をめざす。 
 
・技術を通して都市と自然環境の調和に貢献することのできる教育と研究をめざす。 
 
・独創性に富んだ特色ある研究を行い、科学技術の進展に貢献することをめざす。 

人材育成の目標像 アドミッション・ポリシー

学士課程

・自然科学における基礎的知見を十分に理解・習得し、科
学技術の新たな展開にも柔軟に対応できる人材を育成す
る。 
 
・工学における専門的知見を十分に理解・習得し、習得した
知識や思考法を実際の技術に活用できる人材を育成する。 
 
・論理的に思考し、論理的に表現できる人材を育成する。 
 
・技術の社会的責任について、認識し判断する力を持つ人
材を育成する。 

(1) 明確な目的意識を持って主体的に学ぶ姿勢をもち、好
奇心が旺盛で、工学を学ぶのに必要な基礎学力を備えて
いる人。 
 
(2) モノづくり、システムづくり、技術開発、あるいは情報処理
などに関心があり、自分で新しいものを創り出したい人。 
 
(3) 人間社会や自然環境あるいはその調和における多くの
問題に関心をもち、工学的手法でその解決を図りたい人。 
 
(4) 日本語や英語などによるコミュニケーション、プレゼンテ
ーション能力の向上に努め、世界レベルで工学に基づいた
貢献をしてみたい人。 

大学院 
前期博士課

程

・高度な技術開発能力を備え、技術の社会的責任を認識し
つつ技術の進展に貢献できる人材を育成する。 
 
・技術的な課題を発見する能力およびその課題を解決する
能力を備えた人材を育成する。 
 
・コミュニケーション能力を備え、技術の分野において国際
的に活躍できる人材を育成する。 

(1) 工学の分野において専門性を志向しつつ、さらに高度
な工学領域の知識と技術を広く習得することに意欲のある
人 
 
(2) 工学以外の分野で基礎を学び、それを工学の分野で活
かしたい人 
 
(3) コミュニケーション力に優れ、科学に基づいた工学的問
題解決力とデザイン力を備えた技術者として、技術開発の
領域でリーダーシップを発揮することを志向する人 
 
(4) 後期博士課程に進学してさらに専門性を高め、国内外
の研究者・技術者と共同して研究・開発を実行できる高度な
研究者あるいは技術者になることを志向する人 

大学院 
後期博士課

程

・高度な研究能力を備え、技術の社会的責任を認識しつつ
技術の開発に貢献できる人材を育成する。 
 
・十分な創造力・洞察力・指導力を備え、技術研究の分野に
おいて先導することのできる人材を育成する。 

(1) 工学的基礎研究とその応用研究を遂行する自立した研
究者となることを志向する人 
 
(2) 国内外の研究者・技術者と共同して高度な技術開発を
遂行できる技術者となることを志向する人 
 
(3) 専門分野のみならず、他分野を横断した研究・開発を自
ら企画し、実行できる力をもつ高度な技術者あるいは研究
者となることを志向する人 
 
(4) すでに社会で活躍しており、修士の学位を有するか、そ
れと同等の学力と研究業績があると認められる技術者で、研
究・開発におけるさらなる飛躍を求めグローバルに活躍する
ことを志向する人、または自らが得た研究成果を体系化する
ことを志向する人 
 



医学部（医学科、看護学科）・医学研究科

理念

・智・仁・勇の基本理念のもとで、人のもつ悩みや痛みを受け止めることができる、深く暖かい心をもち、高度な医療を実践する人を育て
ることをめざす。 
 
・最先端の創造的な医学研究を達成できる、世界的に活躍する研究指導者を育てることをめざす。 

人材育成の目標像 アドミッション・ポリシー

「智・仁・勇」の基本理念を尊重する学生を受け入れる。即
ち、本を抱く「智」の女神のように医学に対する旺盛な向学
心を持ち、薬壷を持つ「仁」の女神のように人への尊厳を有
し、月桂樹を手にする「勇」の女神のように医療を実践する
ための決断の勇気を持つ、次の各項目に当てはまる人材を
求めている。 

学士課程

・人を分け隔てなく、暖かく受け入れる心を持つ医師及び保
健師・看護師を育成する。 
 
・最新の基礎医学と臨床医学をバランスよく修得し、実践す
る能力を持つ医師及び保健師・看護師を育成する。 
 
・科学的思考に基づいた判断力・問題解決能力を備えた医
師及び保健師・看護師を育成する。 
 
・国際的視野を持ち、人類に貢献する高い志を持つ医師及
び保健師・看護師を育成する。 
 
・市民の保健医療ニーズに応えうる医師及び保健師・看護
師を育成する。 

（医学科） 
1.人を分け隔てなく、温かく受け入れる心を持つ。 
 
2.最新の基礎・臨床医学をバランスよく修得し、実践する能
力を持つ。 
 
3.科学的思考に基づいた判断力・問題解決能力を備える。 
 
4.国際的視野を持ち、人類に貢献する高い志を持つ。 
 
（看護学科） 
 看護学科では、看護学を学習するために必要な幅広い基
礎学力を備え、学習意欲が旺盛で、協調性豊かで確たる目
的意識をもち、行動力を備え、自立心、責任感のある学生を
受け入れる。 

大学院  
 修士課程

・最先端の講義あるいは臨床実習を通じて、より高度な医学
知識や技術を修得する医師以外の医療職者、研究者、企
業人を育成する。 

1. 生命現象に興味を持ち、自然科学を理解する。 
 
2. 医学知識と技術を習得する能力を持つ。 
 
3. 医療および健康支援従事者、医歯薬関連研究者として
貢献する。 
 
4. 国際的視野をもち、世界を舞台に活躍する。 

大学院  
 博士課程

・最先端研究を先導的に推進し、独創性に富み、世界的に
活躍する医学研究者を育成する。 
 
・大学、研究機関における基礎的あるいは臨床的研究をリ
ードする指導者を育成する。 

1. 最先端の医学研究に先導的に挑戦する。 
 
2. 未知の生命現象を解明する。 
 
3. 先進医療を創造する。 
 
4. 国際的視野をもち、世界を舞台に活躍する。 



生活科学部・生活科学研究科

理念

・現代社会の生活問題を生活者の視点から科学的に究明する。 
 
・健康・環境・福祉を３本柱にして学際的で問題解決指向の研究・教育をすすめる。 
 
・生活科学研究のフロントランナーとして新しいヒューマンライフの創造に貢献する。 

人材育成の目標像 アドミッション・ポリシー

学士課程

・食と健康・居住環境・福祉・少子高齢化対応など多様な生
活問題に関連して高い専門性と広い視野を兼ね備えた人
材を育成する。 
 
・現代社会の多様な生活問題に対応でき、市民生活の向上
に寄与できる種々の資格をもった専門職業人を育成する。 

 生活者・消費者の視点から、人間生活の質的向上を目指
して、人間が人間らしく生きるために必要な条件を科学的に
追究し、実践する学問を目指す人を求める。 
 
 具体的には以下のようである。 
 
① 生活者の立場にたって生活課題を把握し、その実現を
目指す人 
 
② 社会問題や環境問題といった生活課題に関心をもち、そ
の解決を目指す人 
 
③ 積極的な自学自習に努め、創造性が豊かであろうとする
人 
 
④ いろいろな立場の人と協力・協調しながら、ものごとを進
められる人 
 
⑤ 専門科目以外の学習にも積極的に取り組める人 
 
⑥ 卒業後、大学院修士課程に進学し、専門的職業人や研
究者を目指す人 

大学院 
前期博士課

程

・現代社会の生活問題を学際・複合的に解明し、問題解決
能力をもった研究者や高度専門職業人を育成する。 

 現代社会において、複雑・多様化している生活問題を解
明するための高度な専門的職業人や研究者を志向する人 

大学院 
後期博士課

程

・理論と実践の両面から生活科学研究の最先端を担う研究
者を育成する。 

 生活問題解決のための最先端研究を志す人 



創造都市研究科

理念

・わが国有数の社会人向け大学院として、都市の創造活動を担う指導的人材を輩出し、地域の活性化に貢献する。 
 
・都市の諸問題の解決に取り組む中で、教員・学生が協力して新しい知識を創造する。 
 
・創造都市実現に必要な知識創造の中心として、世界の大都市経営に貢献しうる知の卓越中心（Center of Excellence）をめざす。 

人材育成の目標像 アドミッション・ポリシー

大学院  
 修士課程

・社会の第一線で活躍する社会人に対し、高度の学問知識
と問題解決の高い能力を獲得させる。 
 
・各研究分野ごとに明確な育成目標を掲げ、企業・公共団
体・非営利団体の各分野でイノベーションを遂行する人材を
育成する。 
 
・社会経済の指導者に必要な人格を磨き、将来を見通す見
識とリーダシップを涵養する。 

・8研究分野ごとの人材養成目標に適合した志望と研究能
力を有する者 
 
・都市の抱える諸課題など，社会に対する問題意識が高く、
問題解決に向けた研究の意欲と能力を有する者 
 
・社会の各方面における経験や知識などを活かし、学生間、
教員・学生間における相互学習に貢献することが期待でき
る者 
 
・社会の各方面で、将来、大学院で習得した能力や知識を
活かすことが期待できる者 
 
・社会における諸課題の実践的解決を志向する新規学部卒
業生や留学生 

大学院 
後期博士課

程

・産業振興、公共政策、地域再生、都市情報基盤整備など
の都市のかかえる諸課題に対し、卓越した研究能力と創造
的な問題解決能力を持った実務的な研究者、「実践的な
知」「役立つ知」の創造を担うことができる人材を育成する。 
 
・国内外の諸都市の諸課題に対し、国際的、学際的な研
究・交流をすすめ、実践上の卓越した知見の創造に貢献す
ることができる研究者を育成する。 

・5研究領域ごとの人材養成目標に適合した志望と高度な研
究能力を有する者 
 
・社会に対する問題意識が高く、問題解決に向けた研究意
欲と優れた自立的研究能力を有する者 
 
・企業・行政・NPOなどの世界で企画立案や政策決定に必
要となる卓抜した研究能力を養成したいと考え、かつそれを
可能にする豊かな実績や高度の研究能力を持つ者 



（参考資料１） 

 
公立大学法人大阪市立大学定款（概要） 

（平成16年11月議決） 

 

１ 名称 公立大学法人大阪市立大学 

 

２ 役員 理事長１人、副理事長１人、理事５人以内及び監事２人以内 
（１）理事長（学長） 選考会議の申出に基づき市長が任命 

    ＊選考会議 経営審議会の学外有識者委員   ２名 

        教育研究評議会の役員以外の委員 ２名 

        理事長、監事以外の役員     ２名 

（２）理事 理事に学外者を含むようにする。 
 

３ 役員会 

（１）構成 理事長、副理事長及び理事 

（２）審議事項 

 中期目標原案、年度計画、中期計画、剰余金の使途、 

 予算の作成及び執行並びに決算、 

 重要な組織の設置又は廃止、その他の重要事項 

 

４ 経営審議会 

（１）構成 理事長、副理事長、理事、学外有識者（委員の総数の２分の１以上） 
（２）審議事項 法人の経営に関する事項 

 中期目標原案、中期計画、年度計画、経営に係る規程の制定又は改廃 

 予算の作成及び執行並びに決算、自己点検及び評価 

 

５ 教育研究評議会 

（１）構成 学長、副学長、理事、研究科長等、評議員、事務組織の長 

（２）審議事項 市立大学の教育研究に関する事項 

 中期目標原案、中期計画、年度計画、教育研究に係る規程の制定又は改廃 

 教員の人事に関する方針及び基準、教育課程の編成に関する方針 

 学生の援助、学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針 

 教育研究にかかる自己点検及び評価 

 

６ 業務 

 大学の設置・運営、学生の援助、法人以外の者と連携した教育研究活動 

 学生以外の者に対する学習の機会の提供、教育研究の成果の普及・活用の促進 

 

７ 資本金 

  現物出資 杉本地区及び阿倍野地区の土地・建物 

 

８ 最初の理事長の任命 

  法人に移行する前日の大阪市立大学の学長 

 

９ 最初の学長の任期 

  法人に移行する前日の大阪市立大学の学長の残任期間 



（参考資料２） 

公立大学法人の仕組み 

 

＊教育、研究にかかる評価

結果を踏まえる 

＊教育、研究にかかる第三者

評価（学校教育法により義

務付けされている。） 

監事 

（２名以内） 

理事長選考会議 
＊学長（理事長）を選考 

 構成：６名 

・経営審議会の学外有識者 ２名 

・教育研究評議会の 

   役員以外の委員   ２名 

・役員（監事を除く）   ２名 

経営審議会 
＊経営に係る事項の審議 

構成：理事長（学長） 
 副理事長 
 理事（５名以内） 
 学外有識者（委員数の半数以上）

教育研究評議会 
＊教育、研究に係る事項の審議 

構成：学長（理事長） 
 副学長 
 研究科長（学部長）等、評議員 
 事務組織の長 

役員会 
＊重要事項の審議 

 構成：理事長（学長） 

    副理事長 

    理事（５名以内）

理事長（学長を兼務）

 

 
 大学評価・学位授与機構 
 大学基準協会 等 

認証評価機関 

 
 
・中期目標、中期計画に関する意見 
・財務諸表に関する意見 
・各事業年度の業務実績評価 
・中期目標期間毎の業務実績評価 
等 

法人評価委員会 
（執行機関の附属機関）  

・定款の作成、議会への提案 

・法人設立認可申請（総務省、文部科学省）

・出資 

・理事長(学長)の任命（法人の申出による。）

・中期目標（６年）の作成（大学の原案に

基づく） 

・中期計画（６年）の認可 

・年度計画の受理 

・運営費交付金等の交付 

・事業報告書、財務諸表の受理、審査 

・業務実績評価の議会への報告 

大阪市（設立団体）

 
・定款 

・中期目標 

・料金の上限 

等の議決 

・業務実績評価 
の報告 

市会 

公立大学法人大阪市立大学 
・理事長（学長）の任命に関する申出 

・中期目標（６年）の原案の作成、提出 

・中期計画（６年）の作成、認可申請 

・年度計画の作成、届出 

・事業報告書の作成、提出 

・財務諸表の作成、提出 



（参考資料３） 

地方独立行政法人制度の概要 
 

＊地方独立行政法人 

 住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に

実施される必要のある事務・事業のうち、地方公共団体自身が直接実施する必要はないもの

の、民間の主体に委ねては確実な実施が確保できないおそれがあるものを効率的・効果的に

行わせるため、地方公共団体が設立する法人 

 目標による管理と適正な実績評価、業績主義に基づく人事管理と財務運営の弾力化、徹底した

情報公開等が制度の柱。 
 

１ 設立手続 

・設立団体が議会の議決を経て定款を制定 

・総務大臣（大学の場合は総務大臣と文部科学大臣）の認可 

・法人登記により法人が成立 

 

２ 財産的基礎 

・出資は地方公共団体しかできない。 

・当該事業にかかる権利・義務は基本的に当該法人が承継する。 

 

３ 役員、教職員の身分等（大学の特例） 

・理事長（学長兼務の場合）は法人の申出により設立団体の長が任命 

・監事は設立団体の長が任命 

・その他の役員及び教職員は理事長が任命 

・経営審議機関及び教育研究審議機関を設置 

・教職員の身分は非公務員とし、法人への教職員の引継等について適切に措置 

・設立団体から法人へ設立団体の職員の派遣は可能 

 

４ 目標による管理と評価の仕組み（大学の特例） 

・中期目標（６年）は、大学の提出した原案に基づき、設立団体の長が議会の議決を経て

定める。 

・中期計画（６年）は、法人が作成し、設立団体の長が認可 ＊いずれも公表 

・年度計画は、法人が作成し、設立団体の長に届出 

・法人は、中期目標に係る事業報告書を設立団体の長に提出 

・法人評価委員会は、各年度及び中期目標期間の事業実績を評価。結果を法人・設立団体

の長に通知し、公表 

・法人評価委員会は、文部科学省が認証する評価機関の第三者評価を踏まえる。 

・設立団体の長は、各年度の評価結果及び中期目標に係る事業報告書・評価結果を議会に

報告 

・中期目標期間終了時に、設立団体の長が法人の組織・業務全般にわたり再検討 

 

５ 財務及び会計 

・原則として企業会計原則による。 

・法人は、毎事業年度、財務諸表等を作成、公表。設立団体の長が承認 

・毎事業年度の利益は、中期計画で定めた剰余金の使途に充てることが可能 

 

６ 財源措置等 

・法人の業務運営に必要な金額は設立団体から交付（運営費交付金など） 

・設立団体からの長期借入金を除き、長期借入金及び債券発行をすることはできない。 

・法人が料金（授業料、入学料など）を徴収する場合、その上限について設立団体の長が

議会の議決を経て行う認可が必要 

・重要な財産の処分等には設立団体の長が議会の議決を経て行う認可が必要 
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