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大学機関別認証評価自己評価実施要項（平成 31 年度実施分）等修正箇所等一覧 

 

項

番 

修正前 修正後 該当ページ 

◆自己評価実施要項 

１ ２ 自己評価書の様式 

（１）自己評価書の様式は、機構のウェブ

サイト（http://www.niad.ac.jp）に、MS-Word

版で用意してあります。ダウンロードして使

用してください。 

（２）自己評価書の様式ファイルは、書式

が設定してありますので、変更しないでくだ

さい。 

（３）表紙を除いて、各頁の中央下に１か

ら通し番号を付けてください。 

（４）表紙以外の各ページの右上に大学

名を記述できるように設定してあります。 

 

２ 自己評価書の様式 

自己評価書は、機構ウェブサイトに掲載

されている様式（MS-Word 版）を使用し、領

域ごとに作成してください。 

５ 

変更 

２ ※ 根拠資料・データの示し方 

（１）分析項目に係る根拠資料・データは、

資料番号、名称を定め、１つの根拠資料・

データごとに電子ファイルを作成してくださ

い。分析項目の内容を整理する方法が、別

紙様式として示されている場合には、その

様式を利用して電子ファイルを作成してくだ

さい。 

 

 

 

 

（２）それぞれのファイルに機構が定める方

式に従って、ＵＲＬを付与してください。 

 

（３）【分析項目に係る根拠資料・データ】欄

には、資料番号、名称を記載し、名称から

当該ＵＲＬへのリンクを貼ってください。 

※ 根拠資料・データの示し方 

（１）分析項目に係る根拠資料・データは、

資料番号、名称を定め、１つの根拠資料・

データごとに電子ファイルを作成してくださ

い。分析項目の内容を整理する方法が、別

紙様式として示されている場合には、その

様式を利用して電子ファイルを作成してくだ

さい。 

なお、ウェブサイトに掲載されているもの

を根拠資料・データとする場合には、該当

ページを電子ファイルにして根拠資料として

くだい。（基準 3－6は除く。） 

（２）表示、印刷した時に、左上に大学名、

右上に資料番号が表示されるよう作成して

ください。 

（３）【分析項目に係る根拠資料・データ】欄

に、該当する資料番号、名称を記載してくだ

さい。 

６ 

変更 

２ 
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（４）自己評価書及び提出された根拠資料・

データは、原則として公開します。公表され

た著作物等を根拠資料とするときには著作

権に配慮してください。公表にふさわしくな

いものには、その旨を記載してください。 

 

（５）上記（１）から（４）に関する具体的な資

料・データの示し方等については、当該年

度の自己評価書様式の公表時に明示しま

す。 

（６）分析項目に係る根拠資料・データとし

て、別紙３「認証評価共通基礎データ様式

についての注意事項」（75 頁～）に基づき、

「認証評価共通基礎データ」を作成してくだ

さい。 

（４）根拠資料・データの一覧表を作成してく

ださい。 

（５）自己評価書及び提出された根拠資料・

データは、原則として公開します。 公表さ

れた著作物等を根拠資料とするときには著

作権に配慮してください。公表にふさわしく

ないものには、その旨を（４）の一覧表の備

考欄に記載してください 

（６）上記（１）から（５）に関する具体的な資

料・データの示し方等については、当該年

度の自己評価書様式の公表時に明示しま

す。 

（７）分析項目に係る根拠資料・データとし

て、別紙３「認証評価共通基礎データ様式

についての注意事項」（75 頁～）に基づき、

「認証評価共通基礎データ」を作成してくだ

さい。 

 

３ Ⅲ 自己評価書の提出方法 

 

１ 提出方法 

（１）自己評価書及び根拠資料・データ等 

自己評価書及び根拠資料・データは、機

構が別途通知する方法によって、電子媒体

により提出してください。なお、正本として、

紙媒体のものを製本せずに２穴方式のパイ

プ式ファイルに綴り、１部提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）その他資料 

Ⅲ 自己評価書の提出方法 

 

１ 提出書類 

（１）自己評価書 

自己評価書は、機構が別途通知する方

法によって、電子媒体により提出してくださ

い。なお、正本として、紙媒体のものを製本

せずに２穴方式のパイプ式ファイルに綴り、

１部提出してください。 

 

（２）根拠資料・データ 

根拠資料、別紙様式、認証評価基礎デ

ータ様式は、機構が別途通知する方法によ

って、電子媒体により提出してください。な

お、正本として、紙媒体のものを製本せず

に２穴方式のパイプ式ファイルに綴り、１部

提出してください。 

 

（３）その他資料 

７ 

再構成及び提

出方法、部数

の変更 
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以下の資料について、実施年度における

最新の資料を電子媒体により提出してくだ

さい。 

・大学、大学院等の概要が記載されている

もの（大学概要等） 

・入学志願者や高等学校等に大学等を紹

介するためのもの（大学案内等） 

・教育内容、履修方法等を学生に周知する

もの（学生便覧、ガイドブック等） 

・シラバス、時間割 

・大学規則集 

※電子媒体がない場合は、紙媒体を２部提

出してください。 

※自己評価書提出後において改正があっ

た場合には、追加で提出してください。 

 

以下の資料について、実施年度における

最新の資料を紙媒体により各２部提出して

ください。 

・大学、大学院等の概要が記載されている

もの（大学概要等） 

・入学志願者や高等学校等に大学等を紹

介するためのもの（大学案内等） 

・教育内容、履修方法等を学生に周知する

もの（学生便覧、ガイドブック等） 

・シラバス、時間割 

・大学規則集 

 

 

※自己評価書提出後において改正があっ

た場合には、追加で提出してください。 

 

◆自己評価実施要項 【別紙２】基準ごとの分析を行う際の手順等について 

４ 分析項目２－２－１  

 

【分析項目に係る根拠資料・データ】 

・明文化された規定類 

・実施状況を示す資料 

 

分析項目２－２－１  

 

【分析項目に係る根拠資料・データ】 

・明文化された規定類 

 

19 

削除 

５ 分析項目２－３－１ 

 

【分析の手順】 

・機関別内部質保証体制において決定され

た対応措置（設置計画履行状況等調査に

おけて付される意見等、監事、会計監査人

からの意見、外部者による意見及び当該自

己点検・評価をもとに受審した第三者評価

の結果を含む）の実施計画のすべてについ

て、成果、進捗、検討状況を確認する。 

※確認された事項及び計画された取組に

ついては、領域４、５、６の各基準と関連付

ける。 

 

分析項目２－３－１ 

 

【分析の手順】 

・機関別内部質保証体制において決定され

た対応措置（設置計画履行状況等調査に

おけて付される意見等、監事、会計監査人

からの意見、外部者による意見及び当該自

己点検・評価をもとに受審した第三者評価

の結果を含む）の実施計画のすべてについ

て、成果、進捗、検討状況を確認する。 

※確認された事項及び計画された取組に

ついては、各基準と関連付ける。 

22 

表現の変更 



 

4 
 

６ 分析項目２－５－１ 

 

【分析項目に係る根拠資料・データ】 

・明文化された規定類 

 

 

・学士課程における教育上の指導能力に関

する評価の実施状況が確認できる資料 

・大学院課程における教育研究上の指導

能力（専門職学位課程にあっては教育上の

指導能力）に関する評価の実施状況が確

認できる資料 

 

分析項目２－５－１ 

 

【分析項目に係る根拠資料・データ】 

・明文化された規定類 

・教員の採用・昇任の状況（過去５年分）

（別紙様式２－５－１） 

・学士課程における教育上の指導能力に関

する評価の実施状況が確認できる資料 

・大学院課程における教育研究上の指導

能力（専門職学位課程にあっては教育上の

指導能力）に関する評価の実施状況が確

認できる資料 

 

25 

様式の追加 

７ 分析項目２－５－２ 

 

【分析項目に係る根拠資料・データ】 

・明文化された規定類 

・評価結果（直近３回程度） 

 

・教員の業績評価の内容、実施方法、実施

状況が確認できる資料（実施要項、業績評

価結果の報告書等） 

 

分析項目２－５－２ 

 

【分析項目に係る根拠資料・データ】 

・明文化された規定類 

・教員業績評価の実施状況（別紙様式２－

５－２） 

・教員の業績評価の内容、実施方法、実施

状況が確認できる資料（実施要項、業績評

価結果の報告書等） 

 

26 

様式の追加 

８ 分析項目２－５－３ 

 

【分析項目に係る根拠資料・データ】 

・反映される規定がある場合は明文化され

た規定類 

・分析項目２－５－２における評価結果ごと

の反映実績 

・教員の業績評価の内容、実施方法、実施

状況が確認できる資料（業績評価に関連す

る規定、実施要項、業績評価結果の報告

書等） 

 

分析項目２－５－３ 

 

【分析項目に係る根拠資料・データ】 

・反映される規定がある場合は明文化され

た規定類 

・評価結果に基づく取組（別紙様式２－５－

３） 

・教員の業績評価の内容、実施方法、実施

状況が確認できる資料（業績評価に関連す

る規定、実施要項、業績評価結果の報告

書等） 

26 

様式の追加 
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９ 分析項目３－４－１ 

 

【分析項目に係る根拠資料・データ】 

・大学の管理運営のための組織の責任体

制（分析項目３－２－１）と事務組織（分析

項目３－３－１）の関係が確認できる資料 

・教員と事務職員が構成員として構成され

ている合議体（多くとも５つ）の名称と根拠と

なる規定類 

 

分析項目３－４－１ 

 

【分析項目に係る根拠資料・データ】 

・教職協働の状況（別紙様式３－４－１） 

 

33 

様式の追加 

１０ 分析項目３－６－１ 

 

【分析項目に係る根拠資料・データ】 

・法令が定める教育研究活動等についての

情報の公表状況（刊行物、ウェブサイト（Ｕ

ＲＬ等）への掲載等の該当箇所）が確認でき

る資料 

 

分析項目３－６－１ 

 

【分析項目に係る根拠資料・データ】 

・法令が定める教育研究活動等についての

情報の公表状況一覧（別紙様式３－６－１） 

 

37 

様式の追加 

１１ 分析項目４－１－６ 

 

【分析の手順】 

・自主的学習環境の整備状況については、

その環境を必要とする学生が効果的に利

用できるような状態になっていることを確認

する。 

※自主的学習環境の整備等、特色ある学

習環境の構築により成果が得られている場

合は、その内容について確認する。 

 

【分析項目に係る根拠資料・データ】 

・各施設・設備の整備状況（部屋数、机、パ

ソコン等の台数等）、利用状況等が確認で

きる資料 

 

分析項目４－１－６ 

 

【分析の手順】 

・自主的学習環境の整備状況（部屋数、

机、パソコン等の台数等）については、その

環境を必要とする学生が効果的に利用でき

るような状態になっていることを確認する。 

※自主的学習環境の整備等、特色ある学

習環境の構築により成果が得られている場

合は、その内容について確認する。 

 

【分析項目に係る根拠資料・データ】 

・自主的学習環境整備状況一覧（別紙様式

４－１－６） 

41 

様式の追加 
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１２ 分析項目６－４－４ 

 

【分析項目に係る根拠資料・データ】 

・シラバス 

・教育上主要と認める授業科目の専任の教

授・准教授の担当状況、常勤と非常勤のバ

ランス等が確認できる資料 

 

分析項目６－４－４ 

 

【分析項目に係る根拠資料・データ】 

・教育上主要と認める授業科目（別紙様式

６－４－４） 

・シラバス 

 

59 

様式の追加 

１３ 分析項目６－４－５ 専門職大学院を設置

している場合は、履修登録の上限設定の

制度（ＣＡＰ制度）を適切に設けていること 

分析項目６－４－５ 専門職大学院を設置

している場合は、履修登録の上限設定の

制度（ＣＡＰ制度）を設けていること 

 

59 

表現の変更 

１４ 分析項目６－５－１ 

 

【分析項目に係る根拠資料・データ】 

・実施状況が確認できる資料 

 

・通信教育を行う課程を置いている場合

は、履修指導の体制が確認できる資料 

 

分析項目６－５－１ 

 

【分析項目に係る根拠資料・データ】 

・履修指導の実施状況（別紙様式６－５－

１） 

・通信教育を行う課程を置いている場合

は、履修指導の体制が確認できる資料 
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様式の追加 

１５ 分析項目６－５－２ 

 

【分析項目に係る根拠資料・データ】 

・実施状況が確認できる資料 

 

・通信教育を行う課程を置いている場合

は、学習相談の体制が確認できる資料 

 

分析項目６－５－２ 

 

【分析項目に係る根拠資料・データ】 

・学習相談の実施状況（別紙様式６－５－

２） 

・通信教育を行う課程を置いている場合

は、学習相談の体制が確認できる資料 

 

63 

様式の追加 

１６ 分析項目６－５－３ 

 

【分析の手順】 

・インターンシップの実施状況を確認する。 

 

・その他教育課程の目的に応じた取組を確

認する。 

 

【分析項目に係る根拠資料・データ】 

分析項目６－５－３ 

 

【分析の手順】 

・インターンシップ等の実施状況を確認す

る。 

・その他教育課程の目的に応じた取組を確

認する。 

 

【分析項目に係る根拠資料・データ】 

63 

様式の追加 
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・インターンシップを実施している場合は、

その実施状況が確認できる資料（実施要

項、提携・受入企業、派遣・単位認定実績

等） 

 

・社会的・職業的自立を図るために必要な

能力を培う取組（別紙様式６－５－３） 

・インターンシップを実施している場合は、

その実施状況が確認できる資料（実施要

項、提携・受入企業、派遣・単位認定実績

等） 

 

 分析項目６－５－４ 

 

【分析項目に係る根拠資料・データ】 

・障害のある学生、留学生、その他履修上

特別な支援を要する学生等に対する学習

支援の状況（実施体制、実施方法等）一覧

（別紙様式６－５－４） 

・チューター等を配置している場合は、その

制度や配置状況が確認できる資料 

・留学生に対する外国語による情報提供

（時間割、シラバス等）を行っている場合

は、その該当箇所 

・障害のある学生に対する支援（ノートテー

カー等）を行っている場合は、その制度や

実施状況が確認できる資料 

・特別クラス、補習授業を開設している場合

は、その実施状況（受講者数等）が確認で

きる資料 

・学習支援の利用実績が確認できる資料 

 

分析項目６－５－４ 

 

【分析項目に係る根拠資料・データ】 

・履修上特別な支援を要する学生等に対す

る学習支援の状況（別紙様式６－５－４） 

 

 

・チューター等を配置している場合は、その

制度や配置状況が確認できる資料 

・留学生に対する外国語による情報提供

（時間割、シラバス等）を行っている場合

は、その該当箇所 

・障害のある学生に対する支援（ノートテー

カー等）を行っている場合は、その制度や

実施状況が確認できる資料 

・特別クラス、補習授業を開設している場合

は、その実施状況（受講者数等）が確認で

きる資料 

・学習支援の利用実績が確認できる資料 

 

64 

様式のタイトル

変更 

１７ 分析項目６－８－１ 標準修業年限内の卒

業（修了）率及び「標準修業年限×1.5」年

内卒業（修了）率、資格取得等の状況が、

大学等の目的及び学位授与方針に則して

適正な状況にあること 

分析項目６－８－１ 標準修業年限内の卒

業（修了）率及び「標準修業年限×1.5」年

内卒業（修了）率、資格取得等の状況が、

大学等の目的及び学位授与方針に則した

状況にあること 
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表現の変更 



 

8 
 

１８  

【分析項目に係る根拠資料・データ】 

・学部、研究科等ごとの標準修業年限内の

卒業（修了）率（※１）及び「標準修業年限

×1.5」年内卒業（修了）率（※２）（過去５年

分） 

・資格の取得者数が確認できる資料 

・論文の採択・受賞状況、各コンペティショ

ン等の受賞状況が確認できる資料 

 

 

【分析項目に係る根拠資料・データ】 

・標準修業年限内の卒業（修了）率（※１）

（過去５年分）（別紙様式６－８－１） 

・「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率

（※２）（過去５年分）（別紙様式６－８－１） 

・資格の取得者数が確認できる資料 

・論文の採択・受賞状況、各コンペティショ

ン等の受賞状況が確認できる資料 
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様式の追加 

１９ 分析項目６－８－２ 就職（就職希望者に

対する就職者の割合）及び進学の状況が、

大学等の目的及び学位授与方針に則して

適正な状況にあること 

 

分析項目６－８－２ 就職（就職希望者に

対する就職者の割合）及び進学の状況が、

大学等の目的及び学位授与方針に則した

状況にあること 

72 

表現の変更 

２０  

【分析項目に係る根拠資料・データ】 

・学部・研究科等ごとの進学率（過去５年分

程度）、進学先 

・学部・研究科等ごとの卒業（修了）生に占

める就職者の割合（就職者数／卒業（修

了）生数）、就職率（就職者数／就職希望

者数）（過去５年分程度）、就職先（起業者

も含む） 

・学校基本調査で提出した「該当する」資料

（大学ポートレートにある場合は該当ＵＲＬ） 

・卒業（修了）生の社会での活躍等が確認

できる資料（新聞記事等） 

 

 

【分析項目に係る根拠資料・データ】 

・就職率(就職希望者に対する就職者の割

合)及び進学率の状況（過去５年分）（別紙

様式６－８－２）主な進学/就職先（起業者

も含む） 

 

 

 

・学校基本調査で提出した「該当する」資料

（大学ポートレートにある場合は該当ＵＲＬ） 

・卒業（修了）生の社会での活躍等が確認

できる資料（新聞記事等） 
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様式の追加 

 


