
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１７年度 事業計画書 
（平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日まで）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










平成17年3月16日

理事会

平成１７年度事業計画

１．はじめに

　これからの大学は、大学審議会の「２１世紀の大学像と今後の改革方策について－競争的環境の中で個性が輝く大学－」（平成１０年１０月答申）や「グローバル化時代に求められる高等教育の在り方について」（平成１２年１１月答申）の中にすでに示されているように、各大学の理念・目標に従って個性化・多様化をより一層進め、さらにグローバル化時代に求められる新たな知識や専門能力を持った人材の養成が求められているところである。また、本年１月には中央教育審議会から「我が国の高等教育の将来像」として新時代の高等教育についての答申があり、その中では、２１世紀を「知識基盤社会」と位置づけ、これからの高等教育は、個人の人格の形成の上でも、社会・経済・文化の発展・振興や国際競争力の確保等の国家戦略の上でも、極めて重要である。と指摘されている。さらに、平成１５年度からの設置認可の弾力化、平成１６年度からの国立大学の法人化や第三者評価制度の導入、全入時代の早期化等、大学間での競争が厳しくなる状況下で、教育機関としての公共性とともに私立学校としての自主性が、今まで以上に問われる時代となってきた。

本学園では、平成１０年度以降、①臨時的定員の配分計画、②体育学部の武道学科及びスポーツ医科学科の設置、③高等学校通信・定時制課程の併修、④法学部の現代ビジネス法学科の設置、⑤スポーツシステム研究科・人文科学研究科の設置、⑥工学部の学科名称変更、⑦２１世紀アジア学部の設置、⑧文学部の専攻名称変更、⑨政経学部の改組（昼夜開講制）等の新規事業や改革事業は、上記の大学審議会答申を積極的に取り込んだ結果であると考えている。また、本年３月には、世田谷キャンパスに隣接する旧都立明正高校跡地の取得が実現し、狭隘な世田谷キャンパスの整備拡充が推進できる環境を整えることが出来た。特に世田谷という立地条件を活かしたキャンパス計画を、創立百周年を念頭に全学挙げて検討する必要がある。

事業計画を支える財政については、学納金の値上げが出来ない社会経済情勢の中で、上記学部学科等設置による先行投資や土地取得とそれに伴う施設の整備等が重なり、非常に厳しい状況ではあるが、安定した学生生徒数の確保（退学者の抑制も含む）を図り、中長期の収支を適正にバランスさせていくことが重要であると考えている。

　今後、志願者に「選ばれる学園」になるために学園のグランドデザイン策定と、その実行によりイメージチェンジ（アップ）を図るとともに、教育研究のさらなる充実を目指す必要がある。

これらのことを踏まえ以下、平成１７年度事業計画の立案に当たり、特に重点的に実施すべき事項について策定するものである。

２．平成１７年度事業計画策定にあたって


（１）設置学校の学生・生徒数（１０月３１日現在）


　　　本法人の設置する学校の学生・生徒の在籍状況は、下表の通りである。




平成16年


(平成15年)


政治学研究科


45


(56)


経済学研究科


62


(49)


経営学研究科


44


(49)


スポーツ・システム研究科


70


(77)


工学研究科


64


(66)


法学研究科


45


(43)


人文科学研究科


48


(58)


研 究 科 合 計


378


(398)


政経学部（政経学部一部）


3,402


(3,211)


政経学部二部


390


(719)


体育学部


1,931


(1,987)


工学部


1,534


(1,501)


法学部


1,952


(1,805)


文学部


1,894


(1,869)


２１世紀アジア学部


1,341


(984)


学  部  合  計


12,444


(12,076)


12,822


(12,474)


全日制課程


763


(692)


定時制課程


107


(55)


通信制課程


273


(268)


1,143


(1,015)


中学校


153


(191)


専門学校


介護福祉学科


47


(51)


14,165


(13,731)


学  校


研究科・学部名等


学生・生徒数


中学校


設 置 学 校 合 計�


高等学校


研究科


学部


大  学


大　学　合　計


高等学校合計




（２）法人及び本法人の設置する学校の教職員数（平成１６年１０月１日現在）


　　　法人及び本法人の設置する学校の教職員の在職状況は、下表の通りである。




専　任


非常勤


専　任


その他


法　　人


57


20


大　　学


306


795


178


101


高等学校


58


42


8


3


中学校


10


11


1


0


専門学校


5


19


2


3


合　　計


379


867


246


127


教    員


職    員


学校等




３．法人関係

（１）財政計画

　ア．方　針

厳しい社会情勢下にあって、「入学したい学園」「学ばせたい学園」を目指し、引き続き全学をあげて学校改革に取り組み、社会の変化に対応した教育研究体制の一層の改善充実を図っていく必要がある。このため、教育研究事業及びその環境整備事業を円滑に実施するための財政基盤の確保に重点を置き、事業予算の見直しと経費の節減を推進して、各学校、各部門ごとに均衡のとれた財政状態を維持する。

イ．重点事項

　①入学志願者の確保

　　　学齢人口の減少に対する重点施策を引き続き行い、入学志願者の確保に努め、手数料収入のうち、その大部分を占める入学検定料収入の安定化を図る。

　　②学生生徒数の確保

　　　施設収容能力、私学助成上の制限、所轄官庁の許認可条件等により許容される適正な範囲内で、最大限の学生生徒数の確保に努めるとともに退学者数の抑制を図り、帰属収入の中で最大の比重を占める学生生徒等納付金収入の安定化を図る。

③補助金の確保

　　　経常費補助金のうち一般補助が逓減する状況において、特別補助及び教育研究高度化推進特別補助、施設・設備等に係る補助ならびに競争的資金である科学研究費補助金等獲得のための環境を整備し、その増加を図る。

④学外資金の確保

　研究の高度化と活性化を図るため、受託研究・共同研究、奨学寄付金（研究費）及び民間からの研究助成金等の獲得に係る事業については、積極的に推進し学外資金の確保に努める。

⑤寄付金収入の確保

　　　創立百周年に向けた事業計画を見据え、新規募金事業等の寄付金募集について、教職員、卒業生、在学生ご父母が一丸となって取り組む準備を進める。

　　⑥資金・資産の運用

　　　預金又は元本保証の確実な債券等の資産については、努めて遊資が生じないよう有利な運用と有効活用を図り、運用収入の確保に努める。

　　⑦借入金

　　　借入れをする場合は、長期収支見積に基づく返済見通しをたて、教育研究活動等の経常事業に支障が生じないよう返済可能な範囲内で計画する。

⑧経常経費の節減

　教育研究経費、管理経費について、業務の見直しを行い節減に努める。特に光熱水費については、全学体制でその節減を図る。

　　  ⑨人件費の抑制

効率的な業務の執行と適切な人事管理を促し、超過勤務手当等の人件費抑制を図る。

（２）人事計画（職員）

ア．職員人事制度及び事務機構

　　職員制度改革推進室の報告を踏まえ、本学園独自の次世代職員諸制度を整備、具体化する。また、教育・研究組織を支える事務機構の再編及び統合を計画的に進め、社会の変化に対応できる組織に整備する。


イ．職員の採用

  　学園業務の基幹となる専任職員の確保及び年齢構成の是正を図るため、適正人数に配慮した合理的な採用計画を策定し、合わせて早期退職制度の整備と年齢構成及び人件費に配慮した非専任職員の採用等による多面的人事政策を確立、実施する。

（３）業務のＯＡ化推進

　　現有情報資産を活用する修学支援システム構築の準備を具体的に進めるため、プロトタイプの支援システムをオープン系データベース上に追加構築する。また、ネットワーク管理機器の増強を行い、セキュリティー強化による個人情報保護を実施するとともに安定運用環境を整備する。


（４）施設整備計画

ア．世田谷キャンパス

      旧都立明正高校跡地取得に伴う世田谷キャンパス全体の整備に関するグランドデザインの策定を進め、その利用計画に基づいて教育研究環境の整備（バリアフリ－化を含む）を推進する。

    ①駐輪場整備工事（自転車置場）

    ②中学高校校舎冷温水ユニット補修工事（空調整備）

    ③10号館昇降機設置（取替）工事（バリアフリ－関連）

    ④旧都立明正高校既存校舎等改修工事

イ．鶴川キャンパス

    　旧都立明正高校跡地取得後の世田谷キャンパス整備計画を勘案しつつ鶴川キャンパス全体の教育研究環境の整備を進める。

①イラク古代文化研究所改修工事（保存科学実験室・収蔵庫等）

ウ．多摩キャンパス

      多摩キャンパスの教育研究環境の整備を推進する。

    ①小野路旧レスリング部寮改修工事（高校野球部合宿寮へ転用）


②セミナーハウス（高校野球部合宿寮）の活用方策の検討


エ．太宰府キャンパス

      経常的な必要最低限の修理・補修を除き、新規事業・整備等は行わない。

（５）創立９０周年記念事業計画

創立百周年に向け、百年誌編纂を準備しているが、それに先立ち創立９０周年記念誌の発行が平成１９年１１月と定められている。その他の記念事業についても早急に立案する。

４．大学関係

（１）大学諸施策の推進

ア．産官学連携（WRC）

ウエルネスリサーチセンターの研究成果を多摩市に設置されたNPO法人多摩ウエルネスリサーチセンターと連携し、高齢者の体力診断・運動処方、運動指導、スポーツ教室等の事業として展開する。本年度は、多摩市をはじめとする外部資金の獲得のための方策を確立する。

イ．入学前教育の実施

学生の多様化がいわれるようになってから、入学前教育を行うようになった。体育学部を除く全学部が対応するのは３回目であり、基礎学力の向上を目指す。現段階での成果は出しにくいが、次年度を以て再検討する。平成１７年度入学生の対象者は、全入学生の約半分である。

ウ．高大連携

首都圏西部大学単位互換協定会あるいはネットワーク多摩を通じての高校生による大学授業体験制度により、本学では、平成１６年度から神奈川県立麻生総合高等学校との協定に基づく高校生の参加授業（２科目２名）を実施した。

さらに国士舘高等学校との調印が行われ（２月１５日）、平成１７年度からは、　　　国士舘高等学校全日制課程、定時制課程及び通信制課程の生徒が大学の授業を受講できることとした。

エ．研究科設置及び学部学科組織の改編

①研究科の設置

法学部を基礎とした「総合知的財産法研究科（仮称）」及び２１世紀アジア学部、アジア日本研究センター、イラク古代文化研究所を基礎とした「グローバル・アジア研究科」（仮称）の設置について、平成１８年度開設に向け文部科学省置認可申請を行う予定である。

②昼・夜開講コース定員の統合

学校教育法施行令の改正（規制緩和）に伴い、法学部における昼夜開講コースの定員統合について、平成１８年度実施に向け文部科学省に申請（届出）する予定である。また、政経学部の昼夜開講コースについても平成１９年度実施に向けて準備を進める予定である。

　　③工学部の改組


　　　工学部志願者減少の中で、魅力ある工学部教育内容について検討し、新たな学科再編について検討を行う。検討に際しては学内教員に外部の有識者の協力を得て、現代の社会ニーズに対応した組織を目指す。


オ．入試広報

　　①入試説明会・高校訪問等

毎年度５月に１都３県約３００の高等学校を対象に実施している本学主催の説明会や全国２，５００校の高校訪問を引き続き実施し、志願者の確保に努める。

　　②オープンキャンパス

　　　１６年度は７月、９月、１０月に世田谷、鶴川、多摩の３キャンパスで実施し、総計で約８、０００人の参加が有った。本年度も引き続き同時期に実施し、志願者の確保に努める。

　　③高校主催説明会 

　　　例年依頼がくる高校数は２４０校前後であるが、そのうち本学に入学者が多い約７０校程度で説明会を行っている。本年度は対象高校数を増やして実施する予定である。

④大学院の広報活動

入学志願者向けに新聞、大学院関係の専門誌やインターネットを活用した広報・宣伝活動の充実を図ると共に、ホームページ内容の見直しや項目追加を行い充実を図る。

カ．国際交流

　　①留学生調査 

      留学生全員を対象に、どのような生活をし、どんな問題を抱えているか、本学に対する要望や卒業後の希望進路等を客観的に調査し、その結果を今後の方針、事業、サポートの指針として活用する。

　　②留学生教育

留学生向けの「留学生手帳」及び教職員向けの「留学生事情対応マニュアル」を作成・配布し、留学生への意識向上および業務の円滑化の促進を図る。

　　③留学生行事

      新入留学生オリエンテーション・国際交流スポーツ大会・卒業記念送別会の開催、留学生新聞の発行補助・留学生の地域行事参加の支援を行い、留学生が充実した学園生活を順調に送れるよう指導、支援する。 

　　④海外語学研修 

      本学協定校における海外語学研修の企画および実施。 研修校での語学教育のほか、ホームステイやフィールドトリップ、現地学生との交流等の実施を通して、学生の国際感覚を養う。 

　　⑤交流セミナー

      １１年度より実施の海外協定校との共同プログラム。共通の専門分野を持つ学生１０名程度が、相互の大学を訪問し、交流を通じて互いの資質向上と大学間の親交を深める。相手校は学内公募により決定し、１７年度は派遣３校、受入１校を予定している。

⑥協定校関連

      現在１８の国と地域で３６大学との間で協定している。１７年度は（インドネシア：トリサクティ大学、インドネシア大学等）との協定を進める予定にしている。

キ．就職支援

①就職指導

３年次に実施する各ガイダンス、セミナー、インターンシップ、就職フェア等があるが、１７年度からは新たに低学年層からの就職指導・教育を開始する。また、１７年度から４年生の未内定者を追跡し、講座等のフォローアップ指導を開始するなど、今後の就職指導の体系付けを行う。

②２１世紀アジア学部就職活動支援

完成年度を迎える２１世紀アジア学部学生のための企業開拓、就職関連の講演会等就職事業を積極的に支援する。


５．高等学校・中学校関係


（１）高等学校・中学校共通事項


　ア．入試広報を一層充実させるための手法を講じ、志願者の増加を図る。


　イ．土曜日を有効活用し、各種試験及び学力補充の講座を実施する。


（２）高等学校共通


ア．高等学校各課程で単位互換を行い、生徒の多様化に対応する。


イ．国士舘大学と高大連携の調印が行われ、平成１７年度から高等学校各課程の生徒が大学の授業を受講できることとした。


（３）高等学校通信課程


ア．平成１７年度から、狭域制（１都１県）から広域制（１都７県）に変更することに伴い広報活動を充実し、生徒の確保を図る。


イ．２学期制から４学期制に変更したことと科目履修生の受け入れを行うことで　生徒の学習機会の多様化に対応する。


６．専門学校関係


入試広報を一層充実させるための手法を講じ、志願者の増加を図る。


平成１７年度　事業計画書


（平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日まで）　　
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Sheet1


			学  校 ガクコウ			研究科・学部名等 ケンキュウカガクブメイトウ						学生・生徒数 ガクセイセイトスウ


												平成16年 ヘイセイネン			(平成15年) ヘイセイネン


			大  学 ダイガク			研究科 ケンキュウカ			政治学研究科 セイジガクケンキュウカ			45			(56)


									経済学研究科 ケイザイガクケンキュウカ			62			(49)


									経営学研究科 ケイエイガクケンキュウカ			44			(49)


									スポーツ・システム研究科 ケンキュウカ			70			(77)


									工学研究科 コウガクケンキュウカ			64			(66)


									法学研究科 ホウガクケンキュウカ			45			(43)


									人文科学研究科 ジンブンカガクケンキュウカ			48			(58)


									研 究 科 合 計 ケンキワムカゴウケイ			378			(398)


						学部 ガクブ			政経学部（政経学部一部） セイケイガクブセイケイガクブイチブ			3,402			(3,211)


									政経学部二部 セイケイガクブニブ			390			(719)


									体育学部 タイイクガクブ			1,931			(1,987)


									工学部 コウガクブ			1,534			(1,501)


									法学部 ホウガクブ			1,952			(1,805)


									文学部 ブンガクブ			1,894			(1,869)


									２１世紀アジア学部 セイキガクブ			1,341			(984)


									学  部  合  計 ガクブゴウケイ			12,444			(12,076)


						大　学　合　計 ダイガクゴウケイ						12,822			(12,474)


			高等学校 コウトウガッコウ			全日制課程 ゼンニチセイカテイ						763			(692)


						定時制課程 テイジセイカテイ						107			(55)


						通信制課程 ツウシンセイカテイ						273			(268)


						高等学校合計 コウトウガッコウゴウケイ						1,143			(1,015)


			中学校 チュウガッコウ			中学校 チュウガッコウ						153			(191)


			専門学校 センモンガッコウ			介護福祉学科 カイゴフクシガッカ						47			(51)


			設 置 学 校 合 計 セツチガクコウゴウケイ									14,165			(13,731)
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平成 17 年 3 月 16 日  

理 事 会 

平成１７年度事業計画 

 

 

１．はじめに 

 これからの大学は、大学審議会の「２１世紀の大学像と今後の改革方策について－

競争的環境の中で個性が輝く大学－」（平成１０年１０月答申）や「グローバル化時

代に求められる高等教育の在り方について」（平成１２年１１月答申）の中にすでに

示されているように、各大学の理念・目標に従って個性化・多様化をより一層進め、

さらにグローバル化時代に求められる新たな知識や専門能力を持った人材の養成が求

められているところである。また、本年１月には中央教育審議会から「我が国の高等

教育の将来像」として新時代の高等教育についての答申があり、その中では、２１世

紀を「知識基盤社会」と位置づけ、これからの高等教育は、個人の人格の形成の上で

も、社会・経済・文化の発展・振興や国際競争力の確保等の国家戦略の上でも、極め

て重要である。と指摘されている。さらに、平成１５年度からの設置認可の弾力化、

平成１６年度からの国立大学の法人化や第三者評価制度の導入、全入時代の早期化等、

大学間での競争が厳しくなる状況下で、教育機関としての公共性とともに私立学校と

しての自主性が、今まで以上に問われる時代となってきた。 

本学園では、平成１０年度以降、①臨時的定員の配分計画、②体育学部の武道学科

及びスポーツ医科学科の設置、③高等学校通信・定時制課程の併修、④法学部の現代

ビジネス法学科の設置、⑤スポーツシステム研究科・人文科学研究科の設置、⑥工学

部の学科名称変更、⑦２１世紀アジア学部の設置、⑧文学部の専攻名称変更、⑨政経

学部の改組（昼夜開講制）等の新規事業や改革事業は、上記の大学審議会答申を積極

的に取り込んだ結果であると考えている。また、本年３月には、世田谷キャンパスに

隣接する旧都立明正高校跡地の取得が実現し、狭隘な世田谷キャンパスの整備拡充が

推進できる環境を整えることが出来た。特に世田谷という立地条件を活かしたキャン

パス計画を、創立百周年を念頭に全学挙げて検討する必要がある。 

事業計画を支える財政については、学納金の値上げが出来ない社会経済情勢の中で、

上記学部学科等設置による先行投資や土地取得とそれに伴う施設の整備等が重なり、

非常に厳しい状況ではあるが、安定した学生生徒数の確保（退学者の抑制も含む）を

図り、中長期の収支を適正にバランスさせていくことが重要であると考えている。 

 今後、志願者に「選ばれる学園」になるために学園のグランドデザイン策定と、そ

の実行によりイメージチェンジ（アップ）を図るとともに、教育研究のさらなる充実

を目指す必要がある。 

これらのことを踏まえ以下、平成１７年度事業計画の立案に当たり、特に重点的に

実施すべき事項について策定するものである。 

 

２．平成１７年度事業計画策定にあたって 

（１）設置学校の学生・生徒数（１０月３１日現在） 

   本法人の設置する学校の学生・生徒の在籍状況は、下表の通りである。 
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平成16年 (平成15年)
政治学研究科 45 (56)
経済学研究科 62 (49)
経営学研究科 44 (49)
スポーツ・システム研究科 70 (77)
工学研究科 64 (66)
法学研究科 45 (43)
人文科学研究科 48 (58)

研 究 科 合 計 378 (398)
政経学部（政経学部一部） 3,402 (3,211)
政経学部二部 390 (719)
体育学部 1,931 (1,987)
工学部 1,534 (1,501)
法学部 1,952 (1,805)
文学部 1,894 (1,869)
２１世紀アジア学部 1,341 (984)

学  部  合  計 12,444 (12,076)
12,822 (12,474)

全日制課程 763 (692)
定時制課程 107 (55)
通信制課程 273 (268)

1,143 (1,015)
中学校 153 (191)

専門学校 介護福祉学科 47 (51)

14,165 (13,731)

学  校 研究科・学部名等
学生・生徒数

中学校

設 置 学 校 合 計

高等学校

研究科

学部

大  学

大　学　合　計

高等学校合計

 
 

（２）法人及び本法人の設置する学校の教職員数（平成１６年１０月１日現在） 

   法人及び本法人の設置する学校の教職員の在職状況は、下表の通りである。 

専　任 非常勤 専　任 その他
法　　人 57 20
大　　学 306 795 178 101

高等学校 58 42 8 3
中学校 10 11 1 0

専門学校 5 19 2 3

合　　計 379 867 246 127

教    員 職    員
学校等

 

 

３．法人関係 

（１）財政計画 

 ア．方 針 

厳しい社会情勢下にあって、「入学したい学園」「学ばせたい学園」を目指し、

引き続き全学をあげて学校改革に取り組み、社会の変化に対応した教育研究体制の

一層の改善充実を図っていく必要がある。このため、教育研究事業及びその環境整

備事業を円滑に実施するための財政基盤の確保に重点を置き、事業予算の見直しと

経費の節減を推進して、各学校、各部門ごとに均衡のとれた財政状態を維持する。 

 

イ．重点事項 

 ①入学志願者の確保 

   学齢人口の減少に対する重点施策を引き続き行い、入学志願者の確保に努め、
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手数料収入のうち、その大部分を占める入学検定料収入の安定化を図る。 

  ②学生生徒数の確保 

   施設収容能力、私学助成上の制限、所轄官庁の許認可条件等により許容される

適正な範囲内で、 大限の学生生徒数の確保に努めるとともに退学者数の抑制を

図り、帰属収入の中で 大の比重を占める学生生徒等納付金収入の安定化を図る。 

③補助金の確保 

   経常費補助金のうち一般補助が逓減する状況において、特別補助及び教育研究

高度化推進特別補助、施設・設備等に係る補助ならびに競争的資金である科学研

究費補助金等獲得のための環境を整備し、その増加を図る。 

④学外資金の確保 

 研究の高度化と活性化を図るため、受託研究・共同研究、奨学寄付金（研究費）

及び民間からの研究助成金等の獲得に係る事業については、積極的に推進し学外

資金の確保に努める。 

⑤寄付金収入の確保 

   創立百周年に向けた事業計画を見据え、新規募金事業等の寄付金募集について、

教職員、卒業生、在学生ご父母が一丸となって取り組む準備を進める。 

  ⑥資金・資産の運用 

   預金又は元本保証の確実な債券等の資産については、努めて遊資が生じないよ

う有利な運用と有効活用を図り、運用収入の確保に努める。 

  ⑦借入金 

   借入れをする場合は、長期収支見積に基づく返済見通しをたて、教育研究活動

等の経常事業に支障が生じないよう返済可能な範囲内で計画する。 

⑧経常経費の節減 

 教育研究経費、管理経費について、業務の見直しを行い節減に努める。特に光

熱水費については、全学体制でその節減を図る。 

    ⑨人件費の抑制 

効率的な業務の執行と適切な人事管理を促し、超過勤務手当等の人件費抑制を

図る。 

 

（２）人事計画（職員） 

ア．職員人事制度及び事務機構 

  職員制度改革推進室の報告を踏まえ、本学園独自の次世代職員諸制度を整備、具

体化する。また、教育・研究組織を支える事務機構の再編及び統合を計画的に進め、

社会の変化に対応できる組織に整備する。 

 

イ．職員の採用 

   学園業務の基幹となる専任職員の確保及び年齢構成の是正を図るため、適正人数

に配慮した合理的な採用計画を策定し、合わせて早期退職制度の整備と年齢構成及

び人件費に配慮した非専任職員の採用等による多面的人事政策を確立、実施する。 

 

（３）業務のＯＡ化推進 

  現有情報資産を活用する修学支援システム構築の準備を具体的に進めるため、プ

ロトタイプの支援システムをオープン系データベース上に追加構築する。また、ネ
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ットワーク管理機器の増強を行い、セキュリティー強化による個人情報保護を実施

するとともに安定運用環境を整備する。 

 

（４）施設整備計画 

ア．世田谷キャンパス 

      旧都立明正高校跡地取得に伴う世田谷キャンパス全体の整備に関するグランド

デザインの策定を進め、その利用計画に基づいて教育研究環境の整備（バリアフ

リ－化を含む）を推進する。 

    ①駐輪場整備工事（自転車置場） 

    ②中学高校校舎冷温水ユニット補修工事（空調整備） 

    ③10 号館昇降機設置（取替）工事（バリアフリ－関連） 

    ④旧都立明正高校既存校舎等改修工事 

 

イ．鶴川キャンパス 

     旧都立明正高校跡地取得後の世田谷キャンパス整備計画を勘案しつつ鶴川キャ

ンパス全体の教育研究環境の整備を進める。 

①イラク古代文化研究所改修工事（保存科学実験室・収蔵庫等） 

   

ウ．多摩キャンパス 

      多摩キャンパスの教育研究環境の整備を推進する。 

    ①小野路旧レスリング部寮改修工事（高校野球部合宿寮へ転用） 

②セミナーハウス（高校野球部合宿寮）の活用方策の検討 

 

エ．太宰府キャンパス 

      経常的な必要 低限の修理・補修を除き、新規事業・整備等は行わない。 

 

（５）創立９０周年記念事業計画 

創立百周年に向け、百年誌編纂を準備しているが、それに先立ち創立９０周年記

念誌の発行が平成１９年１１月と定められている。その他の記念事業についても早

急に立案する。 

 

４．大学関係 

（１）大学諸施策の推進 

ア．産官学連携（WRC） 

ウエルネスリサーチセンターの研究成果を多摩市に設置された NPO 法人多摩ウ

エルネスリサーチセンターと連携し、高齢者の体力診断・運動処方、運動指導、

スポーツ教室等の事業として展開する。本年度は、多摩市をはじめとする外部資

金の獲得のための方策を確立する。 

 

イ．入学前教育の実施 

学生の多様化がいわれるようになってから、入学前教育を行うようになった。

体育学部を除く全学部が対応するのは３回目であり、基礎学力の向上を目指す。

現段階での成果は出しにくいが、次年度を以て再検討する。平成１７年度入学生
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の対象者は、全入学生の約半分である。 

 

ウ．高大連携 

首都圏西部大学単位互換協定会あるいはネットワーク多摩を通じての高校生に

よる大学授業体験制度により、本学では、平成１６年度から神奈川県立麻生総合

高等学校との協定に基づく高校生の参加授業（２科目２名）を実施した。 

さらに国士舘高等学校との調印が行われ（２月１５日）、平成１７年度からは、   

国士舘高等学校全日制課程、定時制課程及び通信制課程の生徒が大学の授業を受

講できることとした。 

 

エ．研究科設置及び学部学科組織の改編 

①研究科の設置 

法学部を基礎とした「総合知的財産法研究科（仮称）」及び２１世紀アジア学

部、アジア日本研究センター、イラク古代文化研究所を基礎とした「グローバル

・アジア研究科」（仮称）の設置について、平成１８年度開設に向け文部科学省

置認可申請を行う予定である。 

②昼・夜開講コース定員の統合 

学校教育法施行令の改正（規制緩和）に伴い、法学部における昼夜開講コース

の定員統合について、平成１８年度実施に向け文部科学省に申請（届出）する予

定である。また、政経学部の昼夜開講コースについても平成１９年度実施に向け

て準備を進める予定である。 

  ③工学部の改組 

   工学部志願者減少の中で、魅力ある工学部教育内容について検討し、新たな学

科再編について検討を行う。検討に際しては学内教員に外部の有識者の協力を得

て、現代の社会ニーズに対応した組織を目指す。 

 

オ．入試広報 

  ①入試説明会・高校訪問等 

毎年度５月に１都３県約３００の高等学校を対象に実施している本学主催の説

明会や全国２，５００校の高校訪問を引き続き実施し、志願者の確保に努める。 

  ②オープンキャンパス 

   １６年度は７月、９月、１０月に世田谷、鶴川、多摩の３キャンパスで実施し、

総計で約８、０００人の参加が有った。本年度も引き続き同時期に実施し、志願

者の確保に努める。 

  ③高校主催説明会  

   例年依頼がくる高校数は２４０校前後であるが、そのうち本学に入学者が多い

約７０校程度で説明会を行っている。本年度は対象高校数を増やして実施する予

定である。 

④大学院の広報活動 

入学志願者向けに新聞、大学院関係の専門誌やインターネットを活用した広報

・宣伝活動の充実を図ると共に、ホームページ内容の見直しや項目追加を行い充

実を図る。 
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カ．国際交流 

  ①留学生調査  

      留学生全員を対象に、どのような生活をし、どんな問題を抱えているか、本学

に対する要望や卒業後の希望進路等を客観的に調査し、その結果を今後の方針、

事業、サポートの指針として活用する。 

  ②留学生教育 

留学生向けの「留学生手帳」及び教職員向けの「留学生事情対応マニュアル」

を作成・配布し、留学生への意識向上および業務の円滑化の促進を図る。 

  ③留学生行事 

      新入留学生オリエンテーション・国際交流スポーツ大会・卒業記念送別会の開

催、留学生新聞の発行補助・留学生の地域行事参加の支援を行い、留学生が充実

した学園生活を順調に送れるよう指導、支援する。  

  ④海外語学研修  

      本学協定校における海外語学研修の企画および実施。 研修校での語学教育のほ

か、ホームステイやフィールドトリップ、現地学生との交流等の実施を通して、

学生の国際感覚を養う。  

  ⑤交流セミナー 

      １１年度より実施の海外協定校との共同プログラム。共通の専門分野を持つ学

生１０名程度が、相互の大学を訪問し、交流を通じて互いの資質向上と大学間の

親交を深める。相手校は学内公募により決定し、１７年度は派遣３校、受入１校

を予定している。 

⑥協定校関連 

      現在１８の国と地域で３６大学との間で協定している。１７年度は（インドネ

シア：トリサクティ大学、インドネシア大学等）との協定を進める予定にしてい

る。 

 

キ．就職支援 

①就職指導 

３年次に実施する各ガイダンス、セミナー、インターンシップ、就職フェア等

があるが、１７年度からは新たに低学年層からの就職指導・教育を開始する。ま

た、１７年度から４年生の未内定者を追跡し、講座等のフォローアップ指導を開

始するなど、今後の就職指導の体系付けを行う。 

②２１世紀アジア学部就職活動支援 

完成年度を迎える２１世紀アジア学部学生のための企業開拓、就職関連の講演

会等就職事業を積極的に支援する。 

５．高等学校・中学校関係 

（１）高等学校・中学校共通事項 

 ア．入試広報を一層充実させるための手法を講じ、志願者の増加を図る。 

 イ．土曜日を有効活用し、各種試験及び学力補充の講座を実施する。 

 

（２）高等学校共通 

ア．高等学校各課程で単位互換を行い、生徒の多様化に対応する。 

イ．国士舘大学と高大連携の調印が行われ、平成１７年度から高等学校各課程の生
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徒が大学の授業を受講できることとした。 

 

（３）高等学校通信課程 

ア．平成１７年度から、狭域制（１都１県）から広域制（１都７県）に変更するこ

とに伴い広報活動を充実し、生徒の確保を図る。 

イ．２学期制から４学期制に変更したことと科目履修生の受け入れを行うことで 

生徒の学習機会の多様化に対応する。 

 

６．専門学校関係 

入試広報を一層充実させるための手法を講じ、志願者の増加を図る。 
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