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相良委員による開会挨拶 

グループディスカッションの様子 

文部科学省 高等教育局高等教育企画課 

高等教育政策室 片柳成彬室長補佐による講演 

鎌倉女子大学 教育調査企画室 

大村陽子室長による講演 

TOP NEWS 

 

○平成２８年度認証評価機関連絡協議会評価担当職員研修の開催について 
平成２８年４月２８日（木）に平成２８年度認証評価機関連絡協議会評価担当職員研修を学術総合セ

ンターにて開催いたしました。 
 当研修は、認証評価機関間の連携及び情報の共有を促進するために設置されている「認証評価機関連
絡協議会」が主催し、加盟１２機関の連携・協力事業の一環として、各機関の若手職員が研修内容を企
画し、実施しています。 
 当日は、認証評価機関連絡協議会の相良委員（日本高等教育評価機構 副理事長）による開会挨拶の
後、文部科学省高等教育局高等教育企画課高等教育政策室の片柳成彬室長補佐から「大学教育改革にお
ける認証評価制度の改善について」と題した講演が行われました。 
 午後からは、当機構研究開発部幹事の土屋俊教授による「認証評価の意義」と題した講演、「認証評価
の社会的価値の向上について」をテーマにしたグループディスカッションが行われた後、今年度からの
新たな取組として、認証評価を受審機関側の視点から知ることを目的として、鎌倉女子大学教育調査企
画室の大村陽子室長から「認証評価を受審して」と題した講演が行われました。 
 研修の参加者は１３２名にも及び、各認証評価機関が抱える課題等について活発な意見交換が行われ、
認証評価制度に関する理解及び認証評価の情報共有につながる研修となりました。 
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学位授与事業 

短期大学・高等専門学校卒業者等を対象とする単位積み上げ型の学位授与関係 

当機構では、短期大学や高等専門学校を卒業、あるいは専門学校を修了するなど、すでに高等教育機

関において一定の学習を修めた者に対して、新しい学士への途を開いています。 

当機構の「学士の学位」を取得するためには、上記学校を卒業または修了するなど一定の学習を修め

た後、大学において科目等履修生制度を利用するなど必要な単位を修得し、「修得単位の審査」及び「学

修成果・試験の審査」を受ける必要があります。この二つの審査に合格すると、大学卒業者と同等以上

の学力を有すると認められ、「学士の学位」が授与されます。 

（※短期大学・高等専門学校卒業者等を対象とする単位積み上げ型の学位授与（学士）について詳しく知り

たい方は、こちらをご覧ください。） 

 

学位授与申請は、毎年度２回（４月期と 10 月期）受け付けており、平成 28 年度４月期においては、

316 人の申請を受け付けました。平成 28 年度４月期は６月５日（日）に試験を全国２か所（東京・大

阪）で実施します。 

 

○平成 28 年度４月期申請における試験日程について 

１ 試験日・試験場 

試 験 の 区 分 試 験 場 試 験 日 時 

小論文試験 

（学修成果として 

レポートを提出した者） 

東京地区 

独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構 

小平本館 

東京都小平市学園西町１－２９－１ 

平成 28 年６月５日（日） 

10 時 30 分～12 時 00 分 

大阪地区 

大阪大学 吹田キャンパス 保健学科校舎 

大阪府吹田市山田丘１－７ 

平成 28 年６月 5 日（日） 

10 時 30 分～12 時 00 分 

面接試験 

（専攻の区分「音楽」または 

「美術」でレポート以外の 

学修成果を提出した者） 

東京地区 

独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構 

小平本館 

東京都小平市学園西町１－２９－１ 

平成 28 年６月 5 日（日） 

面接試験時間は受験票で 

ご確認ください。 

 

 

２ 受験票などの送付 

  受験票は、受験者心得とともに試験日の 10 日前までに送付しています。平成 28 年度４月期に

おいては、５月 17 日（火）に送付しました。 

 

  [お問合せ先] 

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構管理部学位審査課 

     〒187-8587 東京都小平市学園西町１－２９－１ 

     電話：０４２－３０７－１５５０（問合せ専用） 

     受付時間：9:00～12:00 13:00～17:00（土・日曜、祝日、年末年始を除く。） 

 

 

http://www.niad.ac.jp/n_gakui/tsumiage/


- 3 - 

VNU-CEA 担当者との意見交換の様子 

 

日越大学担当者による説明の様子 

 

GDETA 担当者による説明の様子 

 

質保証連携 

諸外国の質保証制度・動向情報の収集・整理・提供 

 

○ベトナムにおける高等教育の質保証システムに関する現地調査を実施 

平成 28 年 4 月 19 日から 2 日間、ベトナムにおける高

等教育の質保証システムに関するブリーフィング資料作成

のための情報収集及び「国際共同教育プログラムの質保証

のための手引書」の改良のための協力依頼を目的として、

当機構の土屋教授・国際連携担当幹事、金准教授及び国際

課職員２名がベトナムの現地調査を行いました。 

本調査では、ベトナム教育訓練省試験・アクレディテー

ション局（GDETA）、ベトナム国家大学アクレディテーシ

ョンセンター（VNU-CEA）及び日越大学の 3 機関を訪問

し、それぞれの機関の役割やベトナムにおける高等教育の

質保証制度についての調査及び意見交換を行いました。 

今回の調査では、GDETA がベトナムの高等教育質保証 

において、評価基準の策定など重要な役割を果たしている 

ことや、昨年開始した高等教育機関への機関別評価を促進しつつ、内部質保証システムの構築に注力し

ていること、また、評価者の質を確保するためのライセンス制度を設けていることなどが説明されまし

た。 

このほか、VNU-CEA については、機関別評価の実施機関として様々な取組を行っていること、日越

大学については、東京大学など日本の大学との協力のもと、質の高いプログラムの策定・実施に向けて

取り組んでいることが伺えました。 

なお、当機構では今後、本調査の内容を反映した「高等教育の質保証システムに関するブリーフィン

グ資料（ベトナム）」の公開を予定しています。ブリーフィング資料は現在、マレーシア、インドネシア、

台湾、香港、タイ版が当機構のウェブサイトにて公開されていますのでぜひご覧ください。 

http://www.niad.ac.jp/n_shuppan/package/
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機構の窓 

 

○会議の開催状況 

 

・学位審査会専門委員協議会 

平成28年４月21日（木）に、学位審査会専門委員のうち本年度より新規に就任された委員を対象に、

今後の審査等が適切かつ円滑に進められるよう、協議会を開催しました。当日は、機構の担当者から学

位授与制度及び審査スケジュール等の説明が行われ、引き続いて、学位授与事業に関する活発な質疑応

答が行われました。 

 

 

説明を行う研究開発部 越 幹事 
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主要行事日程 

 

○ Schedule 

 

５月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月 

日 行事名 担当課 

１日 法科大学院認証評価委員会（第１回） 評価支援課 

５日 大学改革支援・学位授与機構試験（東京・大阪） 学位審査課 

１３日 法科大学院認証評価に関する説明会 評価支援課 

１３日 
平成 29 年度に実施する法科大学院認証評価に関する 

自己評価担当者等に対する研修会 
評価支援課 

１７日 大学機関別認証評価に係る評価担当者に対する研修 評価支援課 

１７日 
高等専門学校機関別認証評価に係る評価担当者に対する

研修 
評価支援課 

２７日 
高等専門学校機関別認証評価に係る評価担当者に対する

研修 
評価支援課 

 

 

日 行事名 担当課 

１３日 学位審査会（平成 2８年度第１回） 学位審査課 

２０日 国立大学教育研究評価委員会（第 43 回） 国立大学評価室 

２０日 大学機関別認証評価委員会（第１回） 評価支援課 

２７日 高等専門学校機関別認証評価委員会（第１回） 評価支援課 

３１日 大学機関別認証評価等に関する説明会 評価支援課 

３１日 
平成 29 年度に実施する大学機関別認証評価等に関する

自己評価担当者等に対する研修会 
評価支援課 

http://www.niad.ac.jp/n_kikou/shokaigi/gakui/shinsa/
http://www.niad.ac.jp/n_kikou/shokaigi/hyouka/daigaku/
http://www.niad.ac.jp/n_kikou/shokaigi/hyouka/kousen/
http://www.niad.ac.jp/n_hyouka/daigaku/1268251_833.html
http://www.niad.ac.jp/n_hyouka/daigaku/1268251_833.html
http://www.niad.ac.jp/n_kikou/shokaigi/hyouka/houka/
http://www.niad.ac.jp/n_gakui/information/
http://www.niad.ac.jp/n_hyouka/houka/1292651_924.html
http://www.niad.ac.jp/n_hyouka/houka/1292651_924.html
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