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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 

１ 大学院教育や大学院の充足率改善に向け

たこれまでの取組みとその成果について 

【７ 大学院教育】 

・積極的に様々な取り組みを行っていることは

高く評価できます。これらの取り組みの結果、

具体的な成果が表れたかどうかについてお示

しください。また項目76にも関連して、博士

課程充足率が向上したかに関しても教えてい

ただきたい。 

・中期計画では取組目標に挙がっていません

が、大学院研究科については、一部研究科にお

いて、中期計画期間中ずっと、あるいは近年に

おいて定員充足率がかなり低くなっています。 

これについて、大学全体あるいは各研究科にお

いて、その原因をどのように考えていますか。 

 

【8 若手研究者養成等】 

・年度評価は平成29年度を除いてⅢないしⅡ

となっているが、法人の自己評価では中期計画

全体についてⅣとなっている。７月30日の委

員会でも申し上げたことだが、この項目の達成

水準に関しては、大学院の定員充足率は一つの

重要な評価要素になると思う。「データで見る

公立大学法人 大阪市立大学」36ページによる

と、前期課程で中期計画期間中６年を通じて定

員充足率１以上となっているのは工学研究科

のみ、３年以上定員充足した研究科は理、工、

医、生活科学、後期課程では経営学、看護学、

創造都市のみである。 

 前回の説明ではこの項目と大学院定員充足

率は別個のことだ、ということだったが、若手

研究者養成の主たる場が大学院であることを

考えるとき、大学院に学生が集まらない現状

は、若手研究者養成の観点からしてやはり深刻

ではないか。 

 大学評価・学位授与機構の「平成27年度実

施大学機関別認証評価報告書」では大阪市大は

総じて高い評価を得ているが、改善を要する点

として「大学院課程の一部の研究科において、

入学定員充足率が低い」が挙げられている。改

善点の指摘はこれのみなので、重く受け取るべ

きではないか。 

 これらの点に鑑みて、項目８の中期計画全体

評価はⅢにすべきと考える。 

別紙参照 
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【11 高度専門社会人の育成】 

・都市経営研究科は高度専門社会人教育に関し

て重要な位置を占めていると思われます。その

理念と各研究科の取り組み実績との関係が明

確でないと思われる項目もあるので、具体的な

例をいくつか示してください。 

・都市経営研究科への改組は、定員充足率や学

生の属性などにおいて効果があったと考えて

いますか。 

 

【76 効果的な点検評価】 

特に理工系の博士課程定員充足に関する具体

的方策と、中期目標期間中の効果についてデー

タがあれば示してください。 

 

２ 国際化に向けた取組みとその成果につい

て 

【14 グローバル人材の育成】 

・海外への学生派遣に関して大学としての組織

的な取組とその成果のフィードバックはどの

ようになっているのかに関して示してくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
【14 グローバル人材の育成】 
全学的な国際戦略として「国際化サードアクションプラン」

への対応を各部局に強く促しており、それを受けて各学部に

おいて国際的な研究・教育交流、国際的イベントの開催や、

海外派遣・受入れの強化が進んでいる。各部局における取り

組みの報告が毎月の部局長等連絡会の場で大学幹部や各部局

の代表者に共有されている。 
また、学生の海外派遣について具体的なサポートを提供する

国際センターにおいては、主に「①資金サポート」と「②派

遣先の拡充」の２つの視点から組織的な取り組みを行ってい

る。 
まず①資金サポートについては、『夢基金』を財源とした資金

援助制度をH26より立ち上げ、年間合計1,500万円の渡航援
助を行い、留学機会の増大に努めている。また、日本学生支

援機構の海外留学支援制度等についても、毎年数百万円の派

遣サポート資金獲得に向けて、情報提供や申請書類準備補助、

採択時の資金分配運営などを行っている。また、「大学の世界

展開力強化事業」など、政府系の大型グラントの執筆・企画

チームに参画し、学生の海外派遣を含む教育プロジェクト推

進にも注力していることも、間接的な渡航援助につながる。

また昨年度から、「海外研修必須化」の試行プログラムを実施

しており、対象学生のみならず引率者やTAへの資金補助も行
うことで、より多くの渡航機会の提供を後押ししている。 
②海外派遣先の拡充についても、学術交流協定の締結や、海

外語学研修先の新規開拓を通じて、より多くの学生にさまざ

まな留学の機会を提供している。また卒業後自国へ戻った留

学生や海外で勤務している本学 OB の協力を得て、海外の企
業で就業体験を行うインターンプログラム等も運営してお

り、変化する社会ニーズに対応した多様な形態の海外派遣を

可能としている。 
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【23 学生の留学支援】 

・海外研修必須化プログラム第１回の検証の内

容について説明してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【79 ホームページ等情報発信ツールの充実】 

・SNSによって海外大学生・卒業生・留学修了

者との国際交流が進んでいることを高く評価

します。 

今後、どういうところに力点を置いて、継続的

に情報を発信し、国際交流をしていかれる予定

ですか。ビジョンをご説明下さい。 

成果発表やフィードバックの場として、海外派遣を経験した

学生による成果報告会、ウェブサイトでの留学体験談コーナ

ーを設けている。また協定先一覧はウェブサイトに掲載して

おり、派遣数実績は一般公開はしていないものの、事業概要

冊子には掲載している。 
 
【23 学生の留学支援】 
第 1 回の海外研修必須化プログラムの検証結果の概要は以下
の通り： 
１）実施した研修は、改善点も見受けられるものの、概ね成

功であった。本事業は今後も継続するべきである。 
２）教員の属人的な努力に依存するものではなく、今後はシ

ステム化して対応する必要がある。 
３）応募件数が少なかったことが問題点である。1つの部局か
ら 1 件しか応募できない、といった制限が応募をためらわせ
た原因と考えられる。 
 研修に参加した学生の満足度は高く、また、研修終了後に

更に留学を行うなど、英語の学習意欲や、将来のキャリアパ

スとして海外勤務を意識するなどの意欲の向上が見られた。

この検証結果を踏まえ、より多くの教員が応募できるよう、

また、多様な形態の海外研修をサポートできるように募集要

項を改め、第2回の公募を行っているところである。 
なお、本プログラムについては、各学部・研究科で実施して

いる取組みを補完するものであり、ご指摘の通りグローバル

人材育成と関連付けられるものと考える。 
 
【79 ホームページ等情報発信ツールの充実】 
FacebookやTwitterなどの SNSは、拡散性が高くビジュア
ル性が高いという利点はあり、国際センターにおいてもグロ

ーバルビレッジやOGM（=OCU Global Members、学生によ
る国際交流支援サークルで、国際センターがサポート）名で

Facebookを活用し、上海拠点ではWeiboを活用して、イベン
トやお知らせなどの掲示をしている。しかしながら、SNSは
運営会社やメディアによって購読者が限定されるという面も

あり、ターゲット国や文化に適合するSNSを用いた情報発信
を継続しながらも、同時にメールによる個別の情報発信も強

化することで、効果を互いに補完できると考えている。今後、

注力するポイントとしては下記を検討している。 
 
1. 本学情報の発信、プロモーション媒体として 
催事情報、大学の「いま」を伝える情報の配信。 
配信文やビジュアルに工夫をすることで、より魅力的な発信

を心がける。 
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2  危機管理情報の伝達媒体として 
災害発生時、警戒時などの非常時に、被災状況や休校情報を

発信する。 
現在は、全学ホームページで日英表記の災害速報などを掲出

しているが、それを補完することが可能。 
安全衛生管理室等と協力し、現在日本語で配信している「安

否確認情報」の多言語化の検討を行う。 
 
3  卒業/修了生によるネットワークの強化ツールとして  
 中国（上海）とタイ（バンコク）では係員を配置し各種活

動を行っており、インドネシアでもホームカミングデーの開

催や留学生フェアへの参加を行っている。現地の人脈強化に

活躍いただく国際交流アドバイザーも複数任命されており、

同窓会組織の活性化、留学修了者の連携強化のツールとして

大いに活用すべきと考える。 
 
 
 

３ 医学部附属病院における災害拠点病院と

してのこれまでの取組みと成果について 

【57 危機対応能力を備えた医師の育成】 

6月18日の大阪北部地震の経験を通して、大規

模災害に対する病院の危機対応能力の重要性

が改めて認識されています。大阪市立大学医学

部附属病院は災害拠点病院として、災害時初期

救急医療ができる医師の育成や医師の院内災

害訓練への参加増加を中期目標・年度計画に挙

げていて、院内災害訓練への医師の参加者数が

目標を 68％上回る成果が出ていることは非常

に評価されます。さらに、大規模地震時の医療

活動訓練・近畿地方DMATブロック訓練に参加

して、近隣病院や行政との連携を強化されたこ

とは大いに評価（平成29年度自己評価IV）で

きます。 

一方、地域の中核病院は大規模地震発生時に病

院の機能が維持できるかが問われていますが、

大阪市立大学附属病院は大規模災害時の事業

継続計画（BCP）をすでに策定されていますか。 

 
 
大規模災害に備えた附属病院版ＢＣＰ（事業継続計画）につ

いては、院内方針の決定と初稿版の策定を平成30年度中に行
い、策定したＢＣＰで今年度災害訓練を実施することを目標

としている。 
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大学院再編、大学院の充足率改善、大学院教育の取り組みとその成果について   

 

１． 都市経営研究科の設置について（計画No.11） 

○都市経営研究科設置の目的（文部科学省届出書記載内容） 

 「都市経営研究科都市経営専攻は、都市を支える行政、プランナー、ビジネス、医療・福祉などの市民公

益活動等の主要なセクターに属する人々が、自らの現場で抱えている都市経営の諸課題を、経済・経営・政

策・地域・行政などの視点から、都市のイノベーションとサスティナビリティをふまえて解決できるように、

創造的で高い倫理的識見を備えた指導的人材を養成することを目的とする。」 

 

○社会科学系研究科再編の既存研究科との関係性について（計画No.11） 

 再編に伴う研究分野は以下の模式図の通りである。 

社会科学系大学院の再編模式図

～平成29年度 平成30年度～

１．アントレプレナーシップ研究分野 ３．都市政策・地域経済コース

２．アジア・ビジネス研究分野 ４．都市行政コース

１．都市ビジネスコース

３．都市経済・地域政策研究分野 ９．医療・福祉イノベーションコース

４．都市公共政策研究分野

５．都市共生社会研究分野 ５．全学共通教育へ

６．知識情報基盤研究分野

７．情報システム創成研究分野

８．グローバルビジネス ８．グローバルビジネス

９．社会人プロジェクト

（医療福祉マネジメント）

２．社会人プロジェクト

（アジア・ビジネス研究プロジェクト）

経

済

学

研

究

科

現代経済専攻 １０．現代経済

経

済

学

研

究

科

現代経済専攻 １０．現代経済

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ専攻

都市経営専攻

６．７．工学研究科へ

創

造

都

市

研

究

科

経

営

学

研

究

科

都

市

経

営

研

究

科

経

営

学

研

究

科

都市ビジネス専攻

都市政策専攻

都市情報学専攻

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ専攻

 
  都市経営研究科は上記の設置の目的に基づき、模式図の形で設置している。実績報告書 

は上記の再編を踏まえて記載をしている。 

 

○都市経営研究科の概要（計画No.11） 

   平成30年度の志願者数は入学定員（56名）の1.7倍強であり、ニーズの大きさが示されており、改組の効果
はあったものと分析している。 

平成30年度入試状況 入学者のコース別内訳

入学定員 志願者数 入学者数 充足率 都市政策・地域経済コース 18

計 97 70 都市行政コース 12

内社会人 （82） （60） 都市ビジネスコース 24

内留学生 （9） （4） 医療・福祉イノベーションコース 16

計 70

56 1.25

 

【別紙】 
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２． 定員充足率向上に向けた取り組みについて（計画NO.7、76） 

近年の各研究科の取り組み状況は以下の通りである。（平成27年度機関別認証評価自己評価書より抜粋） 

「各研究科では、大学院課程の充足率を改善する方策を講じている。平成22・23年度において、充足率の

低い研究科（経営学研究科前期・後期、法学研究科・法曹養成専攻、生活科学研究科後期博士課程）の定員

を削減し、充足率の高い研究科（理学研究科前期博士課程、工学研究科前期・後期博士課程）の定員を増や

す措置をとった。その後、経済学研究科前期博士課程では、受験者（留学生を含む）を増加させるために、

受験科目数を減らし、また英語版の問題を作成するといった変更を加えた（平成27年度入試より）。法学研

究科では、法学政治学専攻で推薦入試を導入（平成22年度入試より）、法曹養成専攻で「飛び級」入学希望

者への出願資格を付与し、また定員60名を30名に削減する措置をとった（平成28年度入試より）。工学研

究科では、博士課程教育リーディングプログラムによる新たな選抜試験を開始し（平成26年度より）、また

後期博士課程学生への経費等配分、奨学金制度の導入（平成27年度入試より）などにより、後期博士課程

への進学率の向上を図っている。創造都市研究科はシステム・ソリューション分野の募集停止にともない、

総定員10名を削減した。その他、医学研究科博士課程では、留学生特別枠の設置や文学研究科後期博士課

程では、社会人入試を全専攻で導入するなど、入試制度の改善を図っている。」 

 

これらの対応をとりながらも、定員充足率の改善が必要な状況であるため、教育研究戦略機構からの提言を

受け、本年２月に「大学院定員充足率改善の検討について（依頼）」に基づき依頼があり、それに基づき各

研究科で検討しており、現段階において、来年度以降、以下の取り組みを実施する予定である。 

文学研究科 新専攻の設置並びに既存専攻の定員見直しを実施（平成32年度より）

生活科学研究科 後期博士課程の定員の一部を前期博士課程に移行（平成31年度より）

工学研究科（構想中） 後期博士課程の定員の一部を前期博士課程に移行

 
３． 大学院教育の成果について（計画No.7） 

大学院教育による具体的成果についての数値検証は、2014年度実施の「大阪市立大学大学院生・修了生調査

報告書」にて分析がされており、該当設問部分の結果について以下抜粋する。（全体n＝905 修士n＝687 博

士n=166 専門職学位n＝52） 

入学時との比較における能力・知識・スキルの変化度合い

全体 博士 修士
専門職

学位

１）大学院の研究等の基礎となる研究知識・スキル 90.4 88.6 93.9 80.8

２）大学院の研究等の高度な専門知識・スキル 86.5 86.8 89.2 80.8

６）自分の研究･学修内容の、社会･世界･自然や

学問体系の中における位置づけ、意義等への認識や理解
73.8 81.9 75.3 50.0

４）高度な思考力･判断力 75.2 80.1 76.0 75.0

７）論文執筆能力･スキル 59.7 77.1 56.0 61.5

５）研究者･専門家としての倫理に関する知識・意識 65.7 74.7 65.2 63.5

３）隣接分野等、他分野の専門知識･スキル 66.0 70.5 67.9 48.0

８）外国語(例えば英語)力 43.8 65.7 42.5 3.8

９）自らの研究をマネジメントし自律的に遂行する能力 63.0 62.7 66.4 32.7

１２）実践性 56.5 54.8 59.6 38.5

１１）国際性 31.1 44.6 30.1 0.0

１４）豊かな人間性 48.8 39.7 53.2 38.5

１０）組織やチームのマネジメント能力･リーダーシップ 40.4 35.5 43.9 19.2

１３）社会に積極的に参加する市民的公共性 31.8 28.9 32.9 30.7

※博士課程回答割合の高い項目順に並替え実施。

大きく・やや増えた（比率％）

回答項目

 
 


