令和３年度 事業計画
岡山理科大学
岡山理科大学は、学生の成長に主眼をおく人材育成拠点として、
「自ら考え、行動し、失敗を恐れずに粘り強く取り組むととも
に、目的達成のために多様な人と協調・協働できる人材」を地
域社会・国際社会に輩出します。
2017 年度にスタートしたアクションプラン（中期目標・中期計画）の第Ⅰ期は、今年度に最終
年度を迎えます。今年度は、中期計画の達成に向けてラストスパートをかけるとともに、次期ア
クションプランを策定する節目の年にあたります。
昨年度に受審した認証評価では、本学が構築してきたビジョン、アクションプラン、KPI（最
重要評価指標）に基づく内部質保証システムについて、中長期と単年度の PDCA サイクル、全学
と学部、教職員個人の PDCA サイクルが有機的に結びつき機能しはじめているとの評価を得まし
た。このことは、
「岡山理科大学ビジョン 2026」に掲げる「ビジョン５：明確な方針と的確な組
織マネジメントに基づく内部質保証システムの確立」に重点的に取り組んだ成果だと言えます。図に示したように、ビ
ジョン５を起点に、自律的な質向上の仕組みが連動し、ビジョン１～４に基づくアクションプランの実効性を高めたの
かもしれません。
今年度は、以下の３項目を重点課題に掲げま
す。
(1) 基盤教育の実施とトータルキャリアポート
フォリオ(TCP)の本格稼働
今年度から新しい全学共通教育である基盤
教育が始まりますが、
「入学した学生一人ひと
りの成長にみんなが責任をもって関わる」と
いう教職員の意識を高めていきます。また、
TCP を浸透させ学生支援の質向上を図るため、学科のチューターと連携したアカデミック・アドバイジング体制を整
備します。
(2) 学部・学科改組に向けた体制・環境整備と効果的な広報活動
2022 年度に既存の学部を再編して２つの新学部（情報理工学部と生命科学部）と学部横断型コース（アクティブラ
ーナーズコース）を設置しますが、それに伴い相当規模の教員異動、建物利用の変更が生じます。今年度はこれらに
対応する体制・環境整備を行うとともに、入学生確保のための効果的な広報を展開します。
(3) 加計学園のフラッグシップ（旗艦校）としての本学の役割と他の設置校への関与
本学は学園の他の設置校とは財政面で運命共同体の関係にあります。教育資源や人的資源の一番豊富な本学が、財
政面で苦戦している設置校の教育の質向上のために関与する時機にきています。学長を兼務することになった倉敷芸
術科学大学とは執行部レベルで合同会議を設置し、経営効率化や人的資源・教育資源の共有化の議論を進めます。

岡山理科大学 学長

岡山理科大学
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柳澤 康信

Ⅰ

教育の充実

１．基盤教育の再構築に関する中期目標
初年次から二年次へ至る教育を「人間形成のための基盤教育」として体系化し整備する。
中期計画

2021 年度事業計画

【1】学生の学びの基礎力を高めつつ各専門領域

【1】-1

基盤教育実施のための基盤教育センターの体制の安
定化を図る。具体的には、センター・部門・授業担当教
員間の連携を整備し、基盤教育科目の運営体制を確立す
る。また、基盤教育をマネジメントするための環境整備
（活動スペースの確保等）を行う。

【1】-2

「こころ豊かに生きる科目」の授業スタイル（チーム
ティーチング、学生ファシリテータ）を維持しながら、
開講クラスを 20 クラスに増やす。
「基礎英語」の履修生に対するアドバイジング体制を
スタートし、検証を行う。
基盤教育としてのフレッシュマンセミナー（全 15 回）
を実施し、トータルキャリア・ポートフォリオ（以下
「TCP」
）アプリによるマンダラチャートの入力の受講者
100%を目標とする。社会で求められる汎用的能力を測る
外部テスト（PROG テスト）の受検結果などを追加して
TCP アプリの機能を充実させる。

への学びへ誘う体系化された初年次教育プロ
グラムを構築する。

【1】-3

【2】学部を問わず学生の科学リテラシーを涵養

【1】-4

「フレッシュマンセミナー」を教員と学生アシスタン
トで効果的に開講する仕組みを確立する。

【1】-5

現行の入学前教育の検証を行うとともに、春学期のリ
メディアル講座で「シームレス教育」のための e ラーニ
ングシステムのテスト運用を開始し、問題点の洗い出し
と改善を経て、2023 年度入試合格者への入学前教育とし
て導入する。
学習ピアサポート活動を再開し、アカデミック・アド
バイジング部門等と連携を取る体制を充実させる。

【完了】

するため、「現代人の科学」などの科学技術教
育科目の充実を図る。
【2’】ジェネリックスキルを修得するための系

【2’】-1

ブランド科目や「こころ豊かに生きる」科目及びアカ
デミック・アドバイジング等の正課・準正課教育に関す
る教職員の FD・SD 参加者、資格取得者をさらに増加さ
せるとともに、学生アシスタントの育成も行う。

【2’】-2

DP の達成度を可視化するために、新入生に対して、学
生の能力を客観的に測定する客観テストを実施する。ま
た、客観テストの質や活用法のバージョンアップを図
る。
TCP を通じたテスト結果の活用を検討する。

統だったプログラムとしてプロジェクト科目
をブランド科目に変更し、プログラムを充実さ
せる。
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岡山理科大学

２．専門教育の充実に関する中期目標
基盤教育との連携を密にして各学部・学科の専門教育を展開し、人間力と専門的知識・技能を兼ね備えた人材を育
成する。
中期計画

2021 年度事業計画

【3】基盤教育の整備と合わせ、専門教育カリキ

【3】-1

2022 年度にスタートする新学部・新コースの科目ナン
バリング設定を行うとともに、準正課教育・正課外活動
のナンバリング設定の可能性を検討する。

【3】-2

カリキュラムアセスメントを通じた学科レベルの FD
の実施と基盤教育のアセスメントを恒常化する。

ュラムを見直し、基盤教育と専門教育を一体化
し、アドミッション・ポリシーからディプロ
マ・ポリシーに至る体系化された学士課程教育
に再編する。

【4】専門分野を越え、幅広い見識や人間関係を
構築する能力を涵養するため、プロジェクト科

【2’】へ合併

目を充実させる。
【5】多様な国々・地域からの留学生に対応しキ

【5】-1

ブランド科目において、海外(ベトナム、韓国等)での
異文化プログラムを開発する。ベトナムではマナーを通
じて、それぞれの国の文化や振る舞いに触れ、韓国では
リーダーシップ教育を通じて異文化理解につながるよ
う開発する。

【5】-2

コロナ禍の状況を見ながら、他大学や異文化間での
UNGL（西日本リーダーズスクール）の海外プログラムを
様々な形態で実施・参加する。特に、2021 年度は UNGL
連携校間でのリーダー養成プログラムのゼミナールや
合宿を一部共同で開催する。

【5】-3

英語新カリキュラムと英語教育のアドバイジングを
検証し、改善する。英語力を診断する外部テスト（Velc
test）を継続し、新入生のクラス編成に利用するととも
に学生の英語力を調査して全学で共有する。英語科目担
当教員（含非常勤）を主とした英語科目 FD を開催する。
シームレス教育実施に向けて入学前教育に関して大学
教育との接続を図る。
早期卒業制度は、理学部、工学部で導入しているが、
学科内コースの複雑さや、学部・学科の完成年次前の理
由などから総合情報学部、生物地球学部、教育学部、経
営学部、獣医学部はこの制度を今まで取り入れてこなか
った。この点が 2021 年度の検討課題である。更に次年
度からの大学院改革に合わせて、2022 年度実施予定の学
士の学位を有した学部学士・院修士 5 年間一貫教育制度
を検討し実施を目指す。

ャンパスのグローバル化を推進するため、異文
化理解や英語発信能力を向上させる科目を充
実させる。
【再掲有り＿Ⅳ国際化】

【6】学士課程と大学院修士課程を５年で修了可

【6】-1

能な一貫制度を設置し、専門教育の充実を図
る。

３．大学院課程教育の再構築に関する中期目標
大学院課程教育における到達目標（ディプロマ・ポリシー）とカリキュラム・ポリシーを明確に定め、体系化され
た教育を実現するとともに、大学院学生の確保に努める。

中期計画

2021 年度事業計画

【7】修士課程・博士課程においてカリキュラム

【7】-1

カリキュラムコンサルティングやカリキュラムアセ
スメント（CA）を実施し、カリキュラムアセスメント・
チェック（CAC）を行い、明らかとなった課題を改善す
る。特に学科や基盤教育センター内でのアセスメント結
果を活用した FD を恒常化する。

【8】-1

大学院進学のメリットを学生と保護者にアピールす
る方策を継続する。加えて大学院院生への様々な資金援
助を見直し、充実させる。

の改善を検討する。

【8】学部生が積極的に大学院に進学するよう、
大学院修了生のキャリアパスを明確に示す。

岡山理科大学
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【9】社会人を対象とした長期履修制度を導入す

【完了】

る。
４.入学者選抜方法の開発に関する中期目標
アドミッション・ポリシーに基づき、本学での学びに必要な素養を備え、かつ多様な能力を持つ人材を広く受け入
れることができる入学者選抜方法を開発する。

中期計画

2021 年度事業計画

【10】2022 年度からの高等学校教育課程変更を
見越し、学力の三要素を多面的・総合的に評価
する新たな入学者選抜方法を開発し、実施体制
を整える。

【10】-1

2021 年度入学者選抜について、DP、AP に基づいて検
証し、新学部を開設する 2022 年度入学者選抜用の AP を
整備する。入試日程や科目等を見直すとともに、さらに
新たな制度の導入を検討する。

【11】岡山理科大学附属高等学校をモデル校とし

【11】-1

岡山理科大学附属高等学校との連携教育１期生（2021
年３月卒業生）の進路決定を評価した上で、次の３年生
と２年生において、連携教育のプログラムである学内ゼ
ミのサイエンスワークや自分レベルアップ面談会、マッ
チングプログラムなどを実施する。これらを通じて、高
大連携に基づく「育てる入試」を検討、立案する。

て、高大連携教育に基づく「育てる入試」を開
発する。

５．教育の質保証に関する中期目標
３つのポリシーに基づく活動を評価・改善するためにアセスメントポリシーを設定するとともに、学修記録の導入
などにより学修成果を可視化する。

中期計画

2021 年度事業計画

【12】カリキュラムアセスメントの手法を決定

【12】-1

し、それに基づいてカリキュラム・チェックを
実施するとともに、３つのポリシーの適切性を
評価・改善する。

【12】-2

【12】-3

【13】多面的な成績評価を実施するとともに、卒

【13】-1

業研究等においてルーブリックの利用等によ
り成績評価の客観化と厳正化を進める。
【13】-2
【13】-3
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卒業生を輩出する全学科・専攻でカリキュラム・コン
サルティング（学生ヒアリング）を継続実施し、学生に
よる大学評価（教育の質保証に関する）に値するものと
する。また、カリキュラムアセスメント（CA）やカリキ
ュラムアセスメント・チェック（CAC）を継続し、教育
改善を行う。これらの手法を TCP へ移行し自動化する仕
組みを試行する。
カリキュラム編成の専門職員を養成するために、教
員、職員をカリキュラム・コーディネータ研修会に派遣
し、カリキュラム・コーディネータ等の専門職員として
の能力の養成に取り組む。
１）2021 年度に実施する基盤教育全学連携に関して、各
担当者の取組に関する研修会を行い、専門教員が基盤教
育を通して教育の質保証と中退予防に取組む体制強化
を図る。
２）全学における出席記録の必須化について検討し、実
施に向けて準備等を行う。
３）GPA を活用した進級基準を検討する。
４） 教育の質保証と中退予防のため、単位取得率に関
する解析を行い、研修会で検討する。
５）認証評価で指摘されたキャップ制（履修単位制限）
について、改善案を決定する。
遠隔授業の在り方について検討するとともに、期末試
験等の筆記試験だけに頼らない成績評価方法に関する
FD や情報共有の場を設ける。
シラバス入力とシラバスチェックを簡易化するため
のシラバスシステムの検証を行い、利便性を図る。
毎年 3 月に実施しているカリキュラムアセスメントに
備えて、教員の成績評価やルーブリック作成に関する取
り組みを把握し、それに関する FD を実施する。

岡山理科大学

【14】入学から卒業までの成長、学修成果を総合

【14】-1

学生の客観テスト結果を教職員が画面で閲覧できる
ようにするとともに、TCP を活用したメニューを増加さ
せる。また、TCP による学生情報を活用したアカデミッ
ク・アドバイジングの取り組みをスタートさせ、その検
証と新たなメニュー開発を行う。アカデミック・アドバ
イジング体制を充実させるために、アドバイジングデス
クの整備やアドバイザーとアシスタントの増員と育成
を行う。

【14】-2

学生情報の一元化に向けて、学内の組織体制を整え、

的に可視化し、卒業後も活用できるトータルキ
ャリア・ポートフォリオを導入する。

規程やガイドラインを整備する。
６．教育の実施体制に関する中期目標
本学の掲げる教育目標を達成するために、全学的な企画・立案機能、情報収集・提供機能を強化するとともに、全
学と各学部・学科が有機的に連携できる体制を築く。

中期計画

2021 年度事業計画

【15】教育の質向上へのアクションを迅速に起こ

【15】-1

基盤教育センターの部門会議等で議論された事項を
他の部門の構成員等と情報共有するための方策を案出
する。
教育の全学出動、高大連携教育の担当者や教育ディベ
ロッパーの業績評価体制を構築する。
学園のフラッグシップ校として、倉敷芸術科学大学と
連携し、各大学の教育の質保証に関する対応策を協議す
る。

【16】教育開発センターにおいて、アクティブ・ 【16】-1

アクティブ・ラーニングを取り入れている授業をシラ
バスから明らかにし、その比率を明確にするとともに、
アクティブ・ラーニングを取り入れていない授業の現状
を確認する。

すために、全学的な企画・立案機関として「教
育改革会議」を置き、各学科にはカリキュラム
の編成、教育内容の改善などの活動において中
核的な役割を担う「教育ディベロッパー」を配
置して協働して活動する。

ラーニングなどの教育や授業の質向上に有用
な情報・技術を収集し、それらをワークショッ
プや研究会等を通して教職員に提供する体制
を整備する。また、アカデミック・アドバイジ

【16】-2

各種 FD の次のステップとなる FD ワークショップを 3
回以上実施する。教育ディベロッパー、教育開発センタ
ーメンバー、機構内から事業計画に対応した学外研修に
参加させる。

【16】-3

TCP とアカデミック・アドバイジングに関する FD・SD
を開発し、全教職員及び学生アシスタント向けに研修を
実施する。

【17】-1

基盤教育センターと部門間及び授業担当教員間の役
割分担を明確にし、授業における計画・実施・評価・改
善等の PDCA サイクルを回す等のマネジメント体制を確
立する。

【 17' 】

教職支援センターの体制及び取り組み内容について、
活動環境（「教職支援センター相談室」
「教採演習室」
）
の整備及び活用を含めて工夫・改善し、全学的な運営の
効率化・高度化を実現する。
学芸員教育センターの体制及び取り組み内容につい
て、活動環境（
「学芸員教育センター執務室」
「生物標本
作製室」
「博物館学芸員課程資料室」
）の整備及び活用を
含めて工夫・改善し、全学的な運営の効率化・高度化を
実現する。

ングに関する FD・SD を実施する。

【17】基盤教育を推進する全学的体制を整備す
る。教職協働体制の実質化を行う。

【17’】教職支援、学芸員教育の充実を図るため
に、それぞれのセンター体制の環境整備を行
う。

岡山理科大学

-1
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Ⅱ 学生支援の充実
１．修学・生活支援に関する中期目標
学生が初年次において大学での学びや生活に魅力を感じ、新しい仲間と活気ある学生生活が開始でき、在学期間を
通じて学修や生活において自己管理を行い、成長が実感できるよう支援する。

中期計画

2021 年度事業計画

【18】フレッシュマンセミナーなど初年次教育を

【18】-1

充実するとともに、グループワークや研修など
早期に仲間ができる機会を設け、その状況を TCP
により可視化する。

【19】ラーニングコモンズやスチューデントコモ

【18】-2

【19】-1

制定した規程に基づき、効果的な運用を実施する。
学生への告知活動を行い、利用者の促進を図る。

【19】-2

コモンズの利用状況調査を行い、効果的な運用を検
討する。

ンズなど仲間との交流や議論を通して相互啓発
するコモンズ空間を整備するとともに、学生・

学科単位で行うガイダンスを検証し、新入生研修の
教育効果、費用効果、そして研修会の内製化について
検討する。さらに、TCP を活用した新たな初年次教育
の内容を精査し改善する。
イベントの実施方法を再考し、オンラインも含めた
イベント実施の形態を模索し、TCP による可視化の基
盤を形成する。

教員が積極的に活用する体制作りや広報活動を
行いながら、活用状況を TCP により可視化する
ことで、活性化を図る。
２．キャリア形成支援に関する中期目標

学生ひとりひとりの進路や将来像を確認できる機会を、初年次から適切に提供し、学生のキャリア形成の意識を顕
在化させ、卒業までに職業人としての自覚を形成するよう支援する。

中期計画

2021 年度事業計画

【20】正課のキャリア教育科目と正課外のキャリ

【20】-1

「キャリアデザイン１」と「インターンシップ入門」
で相互に TCP を活用できる体制を整える。その内容を
入力させることで、学生ひとりひとりの成果の可視化
を目指す。

【20】-2

「大学院のすすめ」のようなガイダンスや１年次か
らの「高い目標を持った学生を育成する正課外活動」
を企画して学生のリーダー力を養成する。

【21】-1

「インターンシップ入門」で、具体的に自らの職業
適性を測る方法の一つであるインターンシップにつ
いて理解させる。さらに、インターンシップ、コーオ
プ教育等の充実によって社会経験を積む機会として、
中長期のインターンシップを実施する。

【21】-2

「インターンシップ入門」とリンクした、インター
ンシップに関するキャリアガイダンスを実施する。

【21】-3

社会経験活動参加学生に対するオンラインアンケ
ートの実施体制を整備するともに、実習やボランティ
アを含めた正課外活動への事前事後指導において就
業意識に関する聞き取りやレクチャーを行う。

アガイダンス・就職イベント・就職相談との両
輪で、学生自身のキャリア形成過程の確認が TCP
の活用により可視化され、その形成段階や学
部・学科の特徴を反映させた支援を実施する。

【21】インターンシップ、コーオプ教育等の充実
によって社会経験を積む機会を拡充するととも
に、就活期の学生の意識を「自己分析に基づく
職業・進路選択」から「自分がやりたいこと、
得たいスキルに基づく職業・進路選択」へと成
長させるために、企業・業界研究の機会を増や
す。
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３．多様な学生への支援に関する中期目標
障がい学生や留学生など多様な学生が円滑に学生生活を開始し、安心して学生生活を送ることができるよう支援す
る。

中期計画

2021 年度事業計画

【22】入試広報センター、学生支援センター、教

【22】-1

入学後の支援体制として、TCP の活用により学生の

育企画部及び各学科が、TCP を活用しながら連携

特性が把握できる体制を整備し、発達障がいの学生へ

を密にし、入学前から障がい学生や留学生が安

の早期対応を検証する。

心して学生生活を開始できるよう支援するとと
もに、講義担当教員と遅滞なく必要な情報を共
有できる体制を築く。
【23】障がい学生を支援する人材の確保を目的と

【23】-1

ボランティアセンターをベースとした障がい学生

したサポート体制や、留学生を支援する学生パ

支援体制と活動の活性化を図る。
「災害時における『障

ートナーシステムを TCP を活用して構築する。

がい学生支援』
」の講演会と講習会を実施し、学生委
員によるふり返りと発表を行う。
【23】-2

「グロボラ（グローバルにボランティア活動をする
コミュニティ）
」の学生が主体となるイベントを企画
し実施する。

【24】障がい学生への合理的配慮に伴う教育環境

【24】-1

を整備する。
【再掲有り＿Ⅶ教育研究等環境】

【24】-2

【24】-3

私立大学も障がい学生への配慮が義務化される見
込みであることを踏まえ、合理的配慮の理解を深める
研修会と、実践へ深化させる研究会及び講習会を開催
する。
障がい学生からのアンケート結果をふまえ、設備の
整備を検討するとともに、配慮文書の最適な配布方法
を検討して全学に周知させる。
大学側と当事者側、医療関係者等の外部支援関係者
の面談を促進し、障がい学生の学習環境の向上と障が
い学生と保護者の満足度の向上を目指す。

４．正課外活動の活性化に関する中期目標
正課外教育を大学教育の一つの柱として位置付け、学生が正課外活動に意欲的に取り組めるようハード面、ソフト
面から支援する。

中期計画

2021 年度事業計画

【25】学生が正課教育および正課外の活動によっ

【25】-1

部活動等の正課外活動のコンピテンシーを作成し、
TCP の本格稼働に向けた対応を活用しながら、その指
標の適切性を検討する。

【26】-1

ボランティアや防災訓練については、オンラインを
活用した内容と併せて検討する。地域と連携した特色
あるボランティア活動（正課外活動）の活性化を図る。
サークル活動を含めた様々な正課外活動の情報一
元化と情報発信の強化を目指す。

【26】-2

各サークルに対し、施設整備・修繕のニーズ調査を
継続して実施し、優先順位を決めて整備する。

【26】-3

「岡理 GAP」
（学外学修活動支援制度）の後継となる
「岡理チャレンジファンド（仮称）
」を具体化する。

て総合的に身に付けることが期待される能力を
明確に定義し、その能力とその修得状況を TCP
を通じて可視化する。
【26】サークル活動、地域ボランティア、学外学
修プログラム、ものづくりプロジェクトなど
様々な正課外活動を活性化するために、情報や
場の提供、施設整備や経費補助制度を強化する
とともに、それらの活動成果を学内外に発信す
る。

岡山理科大学
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【27】サークル活動に対する支援体制の充実およ

【27】-1

顧問会議に各サークルの代表を参加させ、顧問との
意思疎通をおよび目的意識の共有を図る。

【27】-2

新入生を対象に学友会の会員増加に向けた取り組
みを実施する。

び安全性の確保のため、学生および顧問教員を
対象とした講習会や活動報告会を定期的に開催
するとともに、学友会活動の充実を図る。

５．学生支援体制に関する中期目標
学生支援の質と即時性を向上させるために、学生からの相談や意見などを窓口等で適切に聴取し、迅速に対応でき
る体制を構築する。

中期計画

2021 年度事業計画

【28】学生からの相談、要望、意見、苦情などを
受付窓口などで適切に対処し、速やかに関連部
署との連携や情報共有を図り、迅速に対応・回
答する体制やシステムを構築する。

【28】-1

学生からの相談、要望、苦情に対処する情報共有シ
ステムの有効な方式を検討、構築し、学生が閲覧、理
解しやすい情報提供を目指す。

【29】ポータルサイトや Web ページの充実化、手

【29】-1

手続きのオンライン化に向けた取り組みとして、学
友会活動に関する起案認証の電子化を先行実施し、そ
の費用対効果と最適な運用方法を検討する。

【29】-2

奨学金の新制度について、「入学ガイド」の関連ペ
ージと新入生オリエンテーションで周知する。
在学生に対しては、コロナ禍の影響により家計急変
が今後も予想されるため、定期的に mylog からのメー
ルや掲示板、ホームページからの情報発信をするとと
もに、複数回の説明会実施により、新制度を始めとす
る奨学金情報を周知する。

【29】-3

コロナ禍の様子に応じて安全に実施できるイベン
トを企画し、積極的に mylog を利用して募集する。

続きのオンライン化など情報通信技術を活用し
て、学生や保護者への迅速な情報提供や、大学
との情報交換システムを構築する。また、各種
奨学金、海外研修など学生への募集や周知方法
を改善し、応募数の増加を図る。

Ⅲ 研究の推進
１．世界レベルの研究推進に関する中期目標
世界レベルの研究を推進するために、海外での研修や共同研究を充実させるとともに、海外での研究拠点形成やネ
ットワーク形成を図る。

中期計画

2021 年度事業計画

【30】海外との研究交流を推進するために、アジ

【30】-1

アをはじめとする大学や研究機関との交流協定
を締結し、共同研究のための拠点を形成する。
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恐竜学および好適環境水に係る研究について、オン
ラインを有効に活用したモンゴル関係機関との連携
強化により進展させる。
恐竜学については、古生物学・年代学研究センター
を中心として、モンゴル科学アカデミーとの新たな覚
書に基づいて研究を推進する。
好適環境水に係る研究については、
「岡山理科大学
モンゴル・サテライトオフィス」を拠点に、オンライ
ン活用をさらに進めて、オンラインモニタリング等に
よる遠隔陸上養殖に向けたデータ収集および課題分
析を行い、次世代型養殖技術の開発を推し進める。

岡山理科大学

【31】教職員や学生の短期および長期の研修、海

【31】-1

外の研究者との共同研究を充実させる。
【再掲有
り＿Ⅳ国際化】
【31】-2

【31】-3

【32】海外への研究に関する情報発信を強化する

【32】-1

ため、ホームページの国際化を推進する。

教員の海外派遣制度を学内教員に周知し、派遣につ
なげる。
交流協定を締結している海外の大学との連携を活
発化させ、教員および学生の海外派遣に繋げる。
UNGL（西日本学生リーダーズスクール）において、
そのプログラムを活用した学生の海外研修、教職員の
能力開発（FD・SD）に参加する。また、学生の能力開
発や研究プログラムを共同で実施するためにベトナ
ムの大学と協定を結び、プレプログラムを実施する。
学生の海外派遣は、引き続き困難な状況が続くと考
えられるため、海外連携校とオンラインでの交流をさ
らに活発化させ、共同プログラム開発へ繋げ、学生の
海外派遣数の増加を図る。
研究者ナビゲーターおよび総合機器センター所有
機器など、本学が有する研究シーズについて、英語版
のホームページを更新して最新の情報を海外に広く
アピールする。

２．研究の重点化やブランド力の向上に関する中期目標
社会的要請の高い課題解決プロジェクトを推進し、大学のブランド力の向上を目指すために、優れた研究課題に対
してプロジェクトチームを編成して取り組み、研究の重点化・拠点化を図る。

中期計画

2021 年度事業計画

【33】岡山理科大学プロジェクト研究推進事業や

【33】-1

プロジェクト研究推進事業およびブランディング
事業選定テーマについて、プロジェクト機器および大
型機器の購入制度を効果的に連動させ、本学を代表す
る研究の重点化および拠点化を図るための支援体制
をマネジメントする。

【33】-2

モンゴル科学アカデミーとの共同調査研究に係る
連携協力体制のサポートなど、古生物学・年代学研究
センターおよび恐竜学博物館を中心とした、ブランデ
ィング事業終了後のサポートを継続させ、さらなる展
開を図る。

【34】本学に適した URA（研究マネジメント人材） 【34】-1

URA 部会を中心として、大型機器購入制度、プロジ
ェクト機器購入制度、プロジェクト研究推進事業を効
果的に連携させ、プロジェクト型で進行している研究
を支援するとともに、基礎研究から応用研究までの研
究推進体制を構築する。
新たに着任したすべての教員の研究シーズを収集
し、研究者ナビゲーターなどに反映させ情報発信す
る。岡山県「企業と大学との共同研究センター」と連
携し、県内企業との共同研究や特許出願につなげる。
コーディネーターおよびセンター教員が中心となっ
ている職務発明委員会を全学的な研究推進の観点か
ら見直し、特許出願等についてマネジメントする。

私立大学研究ブランディング事業に選定された
研究グループに対する支援体制を充実させる。

体制を構築し、学内の知財や研究シーズの収集
および基礎研究から応用研究までの研究構想を
一貫してマネジメントする。
【34】-2

【35】附属研究所およびセンターを再編し、先端

【35】-1

的な研究を推進できる体制を構築する。
【35】-2

岡山理科大学
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研究・社会連携機構所属の附属施設について、全学
研究推進の観点から、施設の果たす役割などについて
URA 部会を中心に精査し、全体で情報共有する。
総合機器センターの研究員制度を機能させ、異分野
間でシーズの融合を促し、学際領域的な先端研究の推
進を支援する。

３．外部資金の獲得に関する中期目標
科研費および各種団体の研究助成金などの獲得を支援する全学的な取り組み体制を整備する。

中期計画

2021 年度事業計画

【36】科学研究費及び各種団体の大型研究助成金

【36】-1

科研費について、レビューミーティング、ウォーム
アップ、ブラッシュアップの効果的な実施方法ならび
に利用率向上のための方策を検討する。

【36】-2

レビューミーティング、ブラッシュアップ、ウォー
ムアップの実績データから、これらの効果を検証する
とともに採択率向上につながる方策を検討する。
知財セミナーについて学内周知を行うとともに、教
員に対し特許の着想等知財に対する理解を深める広
義の FD をおこなう。
省庁から発信される競争的資金の公募情報を収集
するとともに、学内へ迅速に周知する。
本学の外部資金獲得状況について、定期的に更新を
行い、学外へ情報発信する。

を獲得するための申請書のブラッシュアップ制
度を充実させる。

【36】-3

【37】外部資金の公募情報や採択状況を一元的に

【37】-1

把握し周知するシステムを構築する。

４．地域と連携した研究推進に関する中期目標
本学が有する高度な学術的成果を、社会に向けて発信するためのシステムを構築するとともに、社会的ニーズを的
確に把握して、学内研究者に周知する体制を構築する。

中期計画

2021 年度事業計画

【38】産学官連携に関する研究成果を公開すると

【38】-1

ともに、研究者のアウトリーチ活動の支援体制
を整備し、研究内容や成果を地域社会に発信す
る。

【38】-2

【38】-3

【39】企業や自治体などのニーズを収集し、それ

地方自治体との包括協定に基づいた特色ある研究
活動を実施するとともに、新規の取り組みについて協
議する。
産学官連携の情報を更新するとともに、研究・社会
連携部の WEB サイトなどを通じて最新情報を発信す
る。
学内の研究シーズを常に精査するとともに、附属施
設のイベントは、オンライン形式を取り入れ可能な限
り開催する。
OUS フォーラムについては、前年の意見を反映させ
さらに効果が上がるように開催形式を検討する。
学外展示会等（岡山リサーチパーク研究・展示発表
会、中国地域さんさんコンソ新技術説明会、東京で開
催される産学官連携発表会など）に積極的に出席し、
研究発表を行い、共同研究につなげる。

【38】-4

OUS フォーラムで、地元の自治体や企業など地域と
の連携事例について、ブースを設け積極的に情報発信
する。

【39】-1

地方公共団体主催の意見交換会や研究会に積極的
に参加し、企業・自治体などの最新のニーズを収集す
る。
各種コンソーシアムや「ミニシーズ発信会」
「SDGs
推進会議」などにも参加し、情報を収集する。
研究・社会連携部発信の「速報」を通じて、得られ
た情報を迅速に提供する。

を学内研究者に迅速に情報提供する体制を整備
する。
【再掲有り＿Ⅴ社会連携・地域貢献】
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Ⅳ

国際化の推進

１．グローバル化に対応した教育・学生支援に関する中期目標
グローバル感覚を備えた人材を育成するための教育・学生支援体制を構築する。

中期計画

2021 年度事業計画

【再掲 5】多様な国々・地域からの留学生に対応し

【5】-1

ブランド科目において、海外(ベトナム、韓国等)で
の異文化プログラムを開発する。ベトナムではマナー
を通じて、それぞれの国の文化や振る舞いに触れ、韓
国ではリーダーシップ教育を通じて異文化理解につな
がるよう開発する。

【5】-2

コロナ禍の状況を見ながら、他大学や異文化間での
UNGL（西日本リーダーズスクール）の海外プログラム
を様々な形態で実施・参加する。特に、2021 年度は UNGL
連携校間でのリーダー養成プログラムのゼミナールや
合宿を一部共同で開催する。
英語新カリキュラムと英語教育のアドバイジングを
検証し、改善する。英語力を診断する外部テスト（Velc
test）を継続し、新入生のクラス編成に利用するとと
もに学生の英語力を調査して全学で共有する。英語科
目担当教員（含非常勤）を主とした英語科目 FD を開催
する。シームレス教育実施に向けて入学前教育に関し
て大学教育との接続を図る。

キャンパスのグローバル化を推進するため、異文
化理解や英語発信能力を向上させる科目を充実さ
せる。

【5】-3

【40】グローバル教育センターと留学生係・留学

【40】-1

生別科、学生協議会・学友会とが連携し、留学
生支援も視野に入れたグローバル化に関するイ
ベント企画を実施するとともに、TCP 活用によ
り、キャリア形成過程を可視化する。
【再掲有り

【40】-2

＿Ⅳ国際化の推進】
【41】IB 教育をはじめとする世界標準の教育法を

【41】-1

教職員に提供する体制を整備する。

【41】-2

【再掲 31-2，31-3】教職員や学生の短期および長

【31】-2

期の研修、海外の研究者との共同研究を充実さ
せる。

【31】-3

岡山理科大学

- 18 -

グロボラ（グローバルにボランティア活動を行うコ
ミュニティ）
の学生と Zoom での国際交流に関する企画
を計画・実施するとともに、状況をみて対面での活動
も実施する。
2022 年度から開講するグローバル関連の科目やグ
ロボラの活動のナンバリングについて検討し、TCP に
よるグローバル活動の可視化を目指す。
「DP 教育実践研究」の授業の一環として、研修会や
教育先進校訪問に教員・学生が参加する。
また、岡山理科大学附属高等学校と共催の研修会を
コロナの状況を見ながら開催する。
教員及び学生が参加した研修会や教育先進校訪問に
より得た DP 実践研究の好事例の情報を、
基盤教育の説
明会などの機会を捉えて学内に発信する。
UNGL（西日本学生リーダーズスクール）において、
そのプログラムを活用した学生の海外研修、教職員の
能力開発（FD・SD）に参加する。また、学生の能力開
発や研究プログラムを共同で実施するためにベトナム
の大学と協定を結び、プレプログラムを実施する。
学生の海外派遣は、引き続き困難な状況が続くと考
えられるため、海外連携校とオンラインでの交流をさ
らに活発化させ、共同プログラム開発へ繋げ、学生の
海外派遣数の増加を図る。

２．日本人学生の海外留学に関する中期目標
本学および学園が締結した協定校との連携を図り、日本人学生の長期・短期の海外留学・研修を促進する。

中期計画

2021 年度事業計画

【42】協定校での海外短期研修を企画・実施する。 【42】-1

複数の協定校と、Zoom による学生間交流のイベント
を計画・実施する。

【42】-2

Zoom による国際交流や留学相談を続けながら、キャ
ンパスのグローバル化に向けた活動を活性化する。

【43】長期学外学修活動を支援する補助制度を拡

【43】-1

充する。

新しい補助制度「岡理チャレンジファンド（仮称）
」
を具体化する

３．留学生受入促進に関する中期目標
入学から卒業・就職までの一貫した留学生支援体制を整備する。

中期計画

2021 年度事業計画

【44】留学生別科学生の教育・指導体制を充実さ

【44】-1

日本語教育機関の告示基準へ対応すべく、留学生別
科改革（専任教員の増員、移転による必要面積確保、
教員の教育指導能力向上のための活動）を確実に進め
る。

【44】-2

留学生別科生が大学教育に対応可能な日本語能力を
身につけて大学へ進学するため、学生数に応じたクラ
ス数を開講するとともに、日本語能力試験平均 1.5 ポ
イントの向上を目指す。また、留学生別科生の大学進
学意欲を高めるべく、グローバル教育センター、教育
学部中等教育学科国際日本語教育コースなどと協同す
る行事を企画実施する。
留学生の入学オリエンテーションの一部において、
生活基盤を築くための手続きやキャンパス内外のツア
ーをカンバセ（カンバセーション・パートナーズ・プ
ログラム）が担うことにより充実を図る。

せる。

【45】ボランティアを募り、来日時や長期休暇中

【45】-1

の短期ホームステイ制度を策定する。

【再掲 40】グローバル教育センターと留学生係・

【40】-1

留学生別科、学生協議会・学友会とが連携し、
留学生支援も視野に入れたグローバル化に関す
るイベント企画を実施するとともに、TCP 活用に
より、キャリア形成過程を可視化する。

【40】-2

グロボラ（グローバルにボランティア活動を行うコ
ミュニティ）
の学生と Zoom での国際交流に関する企画
を計画・実施するとともに、状況をみて対面での活動
を実施する。
2022 年度から開講するグローバル関連の科目やグ
ロボラの活動のナンバリングについて検討し、TCP に
よるグローバル活動の可視化を目指す。

４．質の高い国際交流の推進体制に関する中期目標
法人本部国際交流局と連携しながら本学の国際交流を推進する体制を整備するとともに、協定校との交流内容を向
上させる。

中期計画

2021 年度事業計画

【46】協定校との交流内容を精査し、グローバル

【46】-1

中期計画の最終年度として、コア・スクールの選定
を国際化推進委員会にて実施する。

【46】-2

計画している海外協定校との中長期の海外交流イベ
ントの内容を充実させることで、海外研修の単位化の
可能性を検討する。

化に有益な「コア・スクール」を選定し、学生
のニーズに応じた具体的な交流事業を策定す
る。
【47】法人本部国際交流局との連携を強化しなが

【完了】

ら、本学の国際交流に関する窓口を一本化する
体制を確立する。
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５．キャンパスの国際化に関する中期目標
グローバル拠点として不断に異文化理解や国際交流が行われるようキャンパス環境を整備する。

中期計画

2021 年度事業計画

【48】日本人学生と留学生が日常的に交流できる

【48】-1

日本人学生と留学生によるオンラインでの活動を中
心に、日常的に交流できる場を提供し、その参加者数
の増加に向けた取り組みを実施する。

【49】-1

大学のニーズに合った表記言語の選定（外国語、ル
ビ等）を行い、表記場所・方法を確定していく。

場（インターナショナル・カフェなど）を設置
し、キャンパスのグローバル化を促進するとと
もに、その活動に参加する学生のキャリア形成
過程を TCP により可視化する。
【49】学内掲示物について、英語等併記などの表
記方法を推進する。
【50】情報発信として英語によるホームページや

【完了】

パンフレットの充実を図る。
【51】日本人学生と留学生が混住できる学生寮建

【51】-1

設のプランニングをする。

Ⅴ

プランニングした学生寮の運用に対して、国際化に
効果的な運営方法のガイドライン案を提案する。

社会連携・地域貢献

１．地域社会の活性化・課題解決に関する中期目標
大学の知的資源や人材を活用して、地域社会が抱えている課題に対して地域と協働して取り組み、新しい価値を創
出する。

中期計画

2021 年度事業計画

【52】大学と地域企業が協働して取り組み、地域

【52】-1

地域の自治体や企業等と連携し協働して、連携プロ
ジェクトを推進する。地域のニーズと、本学の有する
シーズについて、一層のマッチングを行うため、OUS
フォーラムの開催形式について、オンラインと現地開
催のハイブリッド形式を検討するなど、さらなる参加
者を募り、連携プロジェクトの増加を図る。

【53】-1

OUS フォーラムや岡山県主導の産学官連携推進会議
等との連携を引き続き推進する。地域ニーズとシーズ
を共同研究へつなげる。

【54】-1

ボランティアセンターを有効活用した岡山市の大学
生まちづくりチャレンジや経営学部の取り組みなどを
通して、地域の課題解決に取り組む。
留学生も加え、本学学生と地域の各種イベントに参
加し地域住民との交流を図る。
児童見守り隊(青パト巡回）を実施し、地域コミュニテ
ィとの連携を図る。

課題解決に関わる産学連携プロジェクトを提案
し、実施する。

【53】地域のニーズと学内のシーズをマッチング
させ、新たな共同研究等に取り組む。
【54】学生・教職員が地域住民と協働して、ボラ
ンティア活動、街おこしプロジェクトの企画、
ニューツーリズムの開発、特産品の商品化等に
よって地域コミュニティを活性化させる取組を
推進する。

岡山理科大学
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２．教育機関との連携・協力に関する中期目標
大学間連携、高大連携、小中学校との連携を強化し、地域の教育研究の発展に寄与する。

中期計画

2021 年度事業計画

【55】大学コンソーシアム岡山で行っている各種

【55】-1

大学コンソーシアム岡山主催の各種イベントに積極
的に参加し、大学間連携を図る。さらに個別大学との
協働による教育および研究に係る特色ある連携を図
る。

【55】-2

科学ボランティアセンター理科教育支援事業部門の
旧科学トライアングル事業に関連し、倉敷芸術科学大
学、津山工業高等専門学校、岡山県と連携した取り組
みを行う。
岡山県の科学技術人材育成関連事業を支援するた
め、岡山県と連携し「理数教育研修講演会」
、
「集まれ
科学への挑戦者」等を実施し、個別大学等との連携を
図る。
県内高等学校との SSH 事業に積極的に関わり、人材
育成に係る連携を図る
高大連携校に対して遠隔授業などを実施し、連携を
深める。
岡山県高等学校工業教育協会との連携を強化する。
教育職員対象の教員免許状更新講習を本学主催で実
施すること、その際に必修領域の講習は小中高校等す
べての教育職員を対象に研修の場を提供する。
小中高校への校内研修の依頼を受け付け、本学の教
員を派遣する。
恐竜学博物館所蔵の標本等について、学外で開催さ
れるイベントや施設への貸出や出張展示に協力し、本
学のブランディング研究としての恐竜研究を広く周知
し地域貢献を行う。

事業を中心に大学間連携を推進するとともに、
個別大学との協働による教育研究の活性化に取
り組む。

【56】高大連携校と意見交換の場を持ち、連携内

【56】-1

容を高度化する。また、小中学校に対して教員
研修への教員派遣などの教育支援を実施する。

【56】-2

【57】大学図書館の利用拡大、大学施設の開放、

【57】-1

市民公開講座の充実など、地域住民が大学の持
つ知的・人的・物的資源を有効に活用できる場
を提供する。

【57】-2

図書貸出について、対象となる読者や選定方法など
を改めて検討し、図書館所蔵の資源を有効に活用した
地域貢献を行う。

【57】-3

大学の施設を利用した地域貢献として、図書館につ
いてはサマースタディやプレクリスマススタディなど
のイベントを実施し、
地域住民に学内施設を開放する。
恐竜学博物館については展示室の一般開放を行う。
公開講座などを通した地域貢献としては、恐竜学に
係るシーズを中心として、市民公開講座、外部講演会
（出張）を実施する。

３．地域連携推進体制に関する中期目標
地域連携の実質化と質向上のために、地域連携を迅速かつ的確に推進できる体制を整備する。

中期計画

2021 年度事業計画

【再掲 39】企業や自治体などのニーズを収集し、

【39】-1

それを学内研究者に迅速に情報提供する体制を
整備する。
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地方公共団体主催の意見交換会や研究会などに積極
的に参加し、企業・自治体などの最新のニーズを収集
する。
コンソーシアムや「ミニシーズ発信会」
「SDGs 推進
会議」などにも参加し、情報を収集する。
研究・社会連携部発信の「速報」を通じて、得られ
た情報を迅速に提供する。

岡山理科大学

【58】包括連携協定を締結している行政機関それ

【58】-1

ぞれと定期的な意見交換を行い、相互のニーズ
を把握して実質的な連携・協力を実施するため

【58】-2

の体制を整備する。
【58’】愛媛県及び今治市との連携を密にし、教
育・研究・学生活動のフィールドを拡げるとと
もに、多様な活動を通じて相互の信頼関係を構
築する。

【58’】-1

地域との情報共有については、今治市企画課との定
例会議（今治市連絡会・月 1 回）を、継続して実施す
ることにより、情報交換および、意見交換をより親密
にし、大学を核としたまちづくりの具体化を進める。

【58’】-2

「市民公開講座」および「国際シンポジウム」を引
き続き実施する。また、2020 年度に新型コロナウイル
ス感染症拡大防止のため中止した「獣医学教育病院公
開セミナー」を実施する。
正課活動（実習等）を通じた取り組みについては、
専門教育科目の学外実習（動物関連キャリア概論・獣
医公衆衛生学実習、動物衛生学実習）の各施設との連
携をさらに強化する。また、実習先等との教育・研究
の連携体制についても協議を進める。特に愛媛県所管
施設や愛媛大学との共同研究・試料提供・症例検討会・
技術指導等を実施し、相互の信頼関係の構築を図る。

【58’】-3

【58’】-4

【58’】-5

【58’】-6

Ⅵ

協定を締結している行政機関等と意見交換を行って
相互のニーズとシーズのマッチングを行う。
協定を締結している地方自治体と、現在取り組んで
いる具体的な取り組みを推進する。

準正課教育プログラム・正課外活動について継続し
て実施する。準正課教育プログラムの活動を通じて地
域との連携を推進する。今治市学生まちづくり活動応
援事業を通じて、市民等との協働により、地域課題の
解決又は地域活性化を図る。
愛媛県内および、今治市内の教育・研究機関（愛媛
大学・今治明徳短期大学・今治市内高等学校・愛媛県
内大学図書館・今治市立図書館）との連携を推進する。
地元広報誌『広報いまばり』への、
「岡山理大からの
お知らせ」の毎月掲載を引き続き実施し、各種イベン
トの実施や市民公開講座の案内、施設紹介、研究・教
育活動報告等を積極的に発信する。

大学運営と内部質保証

１．方針に基づくガバナンス体制の構築に関する中期目標
方針に基づき、責任体制（ガバナンス体制）を明確にして、大学運営が適切に行われる体制を整える。

中期計画

2021 年度事業計画

【59】建学の理念」、「大学の目的」を踏まえ各種

完了

「方針」の見直しと整備を行い、各組織の役割
と機能を明確にする。
【60】方針に基づき、学長を中心とした的確な意

【60】-1

認証評価受審を契機に、A 内部質保証に関する組織、
B 方針・意思決定に関する組織、C 運営・業務執行に関
する組織の３つに整理した「全学マネジメント体制」
に従い、規程の見直しを行う。

【60】-2

重要事項の迅速かつ円滑な意思決定と情報共有が両
立できるよう、第 1、第 2 学部運営委員会以外の委員
会（大学委員会、入試委員会等）について、全学的な
位置づけや審議手続きなどの見直しを行う。

思決定を行うため、学長及び各組織の長の権限
と責任を明確にする。

岡山理科大学
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【61】-1

自己点検・評価、並びに認証評価において洗い出さ
れた組織運営に関する課題、また日常の業務において
発生する組織にまつわる諸問題を集約し共有化すると
ともに、改善に向けた組織改変、組織開発に取り組む。

【61’
】今治キャンパスと岡山キャンパスとの連携
体制を整備し、設置理念に基づいた教育研究を
遂行するとともに、評価・改善を図りながら教
育の質向上に組織的に取り組む。

【61'】-1

両キャンパスにおける迅速で適確な情報共有、
調整、

【61"】学園内の他の設置校との教育資源、人的資

【61"】-1

【61】各部署において機動的な業務執行が行える
よう教育研究組織、事務組織を改編し、その効
果を検証する。

意思決定手続きが促進できるよう、書類及び業務のオ
ンライン化を進める。
倉敷芸術科学大学との教育資源、人的資源の共有化

源の共有化に向け、相互に連携、協議する体制

に向けた議論を進めるため、両大学の執行部レベルを

を整える。

構成員とした合同会議を設置し、協議を進める。

２．内部質保証システムの確立に関する中期目標
教育及び大学運営の質向上のため、機構、学部、研究科、事務部署が一体となって自律的な内部質保証システムを
確立し、定着させる。

中期計画

2021 年度事業計画

【62】全学の内部質保証システムを機能させるた
めに、内部質保証の責任体制として全学評価・
計画委員会を設置し、内部質保証のプロセスを
明示して全学の仕組みや方針を策定する。

【完了】

【63】内部質保証の方針に基づき、全学レベル、

【63】-1

本学の内部質保証推進を継続的、恒常的なシステム
とするため、①改善⇒向上のプロセスの可視化、②取
り組みの質向上に資する KPI の効果的な設定、運用に
向けた見直しに取り組む。

【63】-2

第１期アクションプラン、及びアクションプランの
進捗を管理する事業計画についての課題を元に、実効
性のある計画策定に向けた改善を図り、次期プラン、
計画の作成方針、管理・運用の方針を定める。

【64】-1

大学評価委員会のオンライン開催によるメリットを
活かし、2021 年度もオンラインを活用して外部委員か
らの意見聴取の機会を確保する。学内の評価・計画委
員会との関係を整理し、外部委員からの意見を聴取す
る会としての機能を高める。

部局レベルにおける PDCA サイクルを的確に機能
させるためのプロセスと仕組みを構築する。

【64】内部質保証システムの有効性を検証するた
めに、外部評価を受ける。

【64’
】2020 年度に認証評価を受審し、大学全体の

【完了】

評価を受ける。
３．情報の収集と分析に関する中期目標
教育、大学運営の質向上に資するため、情報の収集と分析に基づく点検評価、改善を推進する体制を構築する。

中期計画

2021 年度事業計画

【65】教学上の課題を可視化し、改善、改革に役

【65】-1

立てるため、各部局、部署が保有する情報を把

【66】-1

握し、的確な分析を行うための効果的な IR 体制
を構築する。
【66】TCP を活用した IR メニューを検討し、プロ
グラムを構築する。
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各部局、部署が保有する情報を迅速に収集し、よ
り多くのデータを相関させた分析を行えるように体
制を強化する。成績、GPA、取得単位数、外部テスト
の結果と休・退学、進級率との関係について分析を
進め、アカデミック・アドバイザーによる効果的な
修学相談方法など、離籍者減少に向けた支援につな
げる。TCP の IR メニューについては TCP の開発に合
わせて継続して検討を進める。

岡山理科大学

４．教員の組織編成と能力開発・評価に関する中期目標
教員人事制度の再構築によって、教育の継続的な改善、質向上を図る。

中期計画

2021 年度事業計画

【67】教員組織編成方針、大学の求める教員像を

【67】-1

全学の重点事項の推進を目的とした臨時教員定員
枠の活用方法を明文化し、申合せの改正を行う。

【68】-1

教育ディベロッパー研修会、全学 FD 研修会に加
え、スキルアップ FD セミナーをさらに充実させると
ともに、教育改革として教職員能力開発の一体的推
進を実現する。

【69】-1

部局評価第 2 サイクルの実施前に、部局長との会

明確に定めた上で、採用昇任選考基準の明文化
等、方針に沿った戦略的な人事を推進する仕組
みを整える。
【68】大学の求める教員像に沿い、教員として求
められる資質能力を明確にした上で教育の質向
上のための FD を組織的に展開する。
【69】教員の教育業績やビジョンに沿った取組を
適正に評価し、改善に繋げるための評価制度を

合をもち、適切な実施についての検討を行う。実施

構築する。

後には、事前検討の内容を基に、教員の自己点検の
仕方の指導や実施された部局個人評価について点検
を行う。

５．職員の人材育成システムに関する中期目標
大学職員育成ビジョンや各部署の目標に基づき、個々の職員の目標を明確化した上で、能力開発、評価、昇任等が
連動した人材育成システムを構築する。

中期計画

2021 年度事業計画

【70】大学職員育成ビジョン、目指すべき職員像

【70】-1

に基づき、職員として求められる能力の向上を

職員像、備えるべき能力、自らの能力向上意識向
上に向けた研修を継続して実施し、その定着度につ

目的とした各種研修制度を構築し、成果を検証

いて事後アンケートで確認していく。SD 研修の重点

する。

内容は、認証評価結果を受けた本学の動向、ビジネ
スマナー、データ分析とする。

【71】職員一人ひとりのこれまでのスキル、経験

【71】-1

職員ポートフォリオを作成した者を対象に、ポー

を可視化し、個々の目標と取組に関して部署内

トフォリオで可視化した自己の能力、強み、勤務履

で共有、把握するため職員ポートフォリオの導

歴を活用した取り組みを行い、メンタリングの仕組

入や「進化する自己点検・職員勤務考課」の改

みを機能させる。

善を提案し、運用を開始する。
【72】職員の採用・昇任基準を法人本部と協働し

【72】-1

「職員ポートフォリオ」や「自己点検・勤務考課」
に基づく職員の昇任基準を策定する。

て策定し、規程を整備する。

６．入学者数比率及び在籍学生数比率に関する中期目標
各学部・学科、各研究科における入学者数比率及び在籍学生数比率の適正化を図る。

中期計画

2021 年度事業計画

【73】各学部・学科における過去４年間並びに過

【73】-1

※扱い変更
（中期目標・中期計画ではなく、今後は KPI（重要業績評
価指標）として引き続き比率を把握する）

【74】-1

※扱い変更
（中期目標・中期計画ではなく、今後は KPI（重要業績評
価指標）として引き続き比率を把握する）

去５年間の入学定員に対する入学者数比率の適
正化を図る。
【74】各学部・学科、各研究科における収容定員
に対する在籍学生数比率の適正化を図る。

岡山理科大学
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Ⅶ

教育研究環境

１．教育研究環境の充実に関する中期目標
教育研究環境の整備に関する方針に基づき、より充実した教育研究の場を提供するための整備を計画的に行う。

中期計画

2021 年度事業計画

【75】既存建物の耐震診断を実施し、その結果を踏

【75】-1

学部改組に伴い岡山理科大学附属高等学校より移
管した校舎の改修を優先して実施する。耐震・改修
工事計画を基に、緊急性や利用状況を考慮した建物
から順次、改修工事を実施する。

【76】-1

学部改組に伴い、講義室の空調工事は一部延期し、
再計画する。トイレの改修・整備については、洗浄
便器等への機能向上を整備計画に基づき実施する。

【77】-1

整備計画に基づき体育館や課外活動施設を巡視
し、学生の活動状況、使用頻度を考慮し整備工事を
実施する。長期的な体育施設の整備計画を作成する。

【78】-1

大学全体としての研究の重点化・拠点化を推進す
るために、計画的な機器の導入が行えるよう現行の
大型機器およびプロジェクト機器の選考方法の検証
を行う。ニーズに合致した多様な機器の選定が行え
る環境を整える。

【78】-2

学内情報環境の運営を充実させるとともに、IT 戦
略室を中心に情報セキュリティに関する方針を策定
し、セキュリティを維持強化する。

【78】-3

学内の講義室等の情報通信環境の現況を調査し環
境整備を完了する。

まえて建物の新改築計画を策定する。

【76】建物の老朽化に伴い、トイレ、空調、エレベ
ータを改修するため、学内整備計画を策定し、緊
急性の高いものから実施する。
【77】スポーツ施設等の改修・整備計画を策定し、
緊急性の高いものから実施する。
【78】教育研究環境の整備に関する方針（学生自ら
が進んで学修に向かう環境を整え、時代を先取り
した研究と最先端の教育を可能にする教育研究環
境を整備する体制を構築する）に基づき、教育研
究環境を整備する。

２．安全衛生管理体制の構築に関する中期目標
労働安全衛生法に則った安全衛生教育を実施し、安全衛生管理体制を構築し、学内の環境安全を図る。

中期計画

2021 年度事業計画

【79】労働安全衛生法に則り、教職員・学生に対す

【79】-1

実験・実習施設等に安全な使用方法等を記した安
全衛生マニュアルを配付する。また、災害時におけ
る被災防止のため、建物内共用部における教育環境
の安全確保を徹底する。教職員による職場巡視を行
い、安全衛生環境を整備する。

【79】-2

安全衛生委員会が中心となり、薬品及び毒劇物は、
薬品管理システムのデータ及び調査による集計を行
い、管理を徹底する。また、化学物質リスクアセス
メント、作業環境測定を実施する。
私立大学も障がい学生への配慮が義務化される見
込みであることを踏まえ、合理的配慮の理解を深め
る研修会と、実践へ深化させる研究会及び講習会を
開催する。

る安全衛生教育の実施、職場巡視による環境整備、
薬品及び危険物の管理体制並びに化学物質リスク
アセスメントによる安全管理体制を強化する。

【再掲 24】障がい学生への合理的配慮に伴う教育環

【24-1】

境を整備する。

【24-2】

【24-3】
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障がい学生からのアンケート結果をふまえ、設備
の整備を検討するとともに、配慮文書の最適な配布
方法を検討して全学に周知させる。
大学側と当事者側、医療関係者等の外部支援関係
者の面談を促進し、障がい学生の学習環境の向上と
障がい学生と保護者の満足度の向上を目指す。

岡山理科大学

Ⅷ

安定的な運営基盤の確立

１．財務基盤安定化に関する中期目標
収支状況のモニタリングに基づく改善計画の策定や、積極的な収入増加策を的確に講じることにより、安定的な財
務基盤を確立する。

中期計画

2021 年度事業計画

【80】人件費比率、寄付金比率等の指標と各年度決

【80】-1

算とを比較し、乖離があればその原因を分析する
とともに、改善計画を策定する。

【81】予算の重点配分を適正に実施するために、学

【81】-1

長裁量経費、公共優先予算の定義づけ、更なる有

個人研究費について、過去の執行状況を検証し、
学部長と適正な配分額について検討会議を実施す
る。
新任教員特別研究費について、他の設置校の状況
を参考に見直し、適正化を図る。
限られた財源を有効活用するために、全学共通予
算等を活用し、重点課題への配分を行う。

効な活用法を考案する。
【82】恒常的な寄付金受け入れ体制を整え、寄付金

【82】-1

収入の増大を図る。

【83】ビジョン、アクションプランに基づく事業計

【83】-1

画に対応した中長期財政計画を策定する。

寄付金増収の取組を検証し、成果が出ているもの
については継続する。
新規方策としては、寄付者が理解しやすいように
寄付目的を明確にし、寄付金 HP の申込欄を細分化す
る。
また、寄付金の周知、寄付金の透明化を図るため
に、寄付者の氏名と目的毎の報告を同窓会会報誌ま
たは HP 等に掲載し、寄付金比率 1.5％（約 186,286
千円）に近付けたい。
恒常的経費の見直しを行い、必要に応じて業者・
契約変更等で経費削減に努める。
今年度の重点課題である学部・学科改組に向けた
環境整備に重点をおいて予算を策定し、年次進行し
ている建物改修工事を含めた中期予算計画を策定す
る。

２．広報・ブランディング戦略に関する中期目標
教育研究上の特色、学生の活躍等をステークホルダーに戦略的かつ効果的に広報することにより、本学のブラン
ディングを強化する。

中期計画

2021 年度事業計画

【84】ブランディング事業「たんＱくんによる中期

【84】-1

ブランディング戦略」を継続して、科学の面白さ、
岡山理大の研究力などの情報発信を行い、本学の
ブランド力を高める。

【84】-2

岡山理科大学
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学部・学科の教育・研究・社会貢献等の情報を、
広報委員を通じて吸い上げる仕組みを構築する。集
めた情報は、Web、印刷物、高校訪問等に活かし、広
報展開を行う。具体的には、新学部・コースに対応
した受験生向けのサイトの作成、理大通信の新学
部・コース特別号の発刊を行う。さらに、対面によ
る広報活動を積極的に行うため、他部署から選抜し
た事務職員を広報支援職員として組織し、進路指導
の時期に合わせた広報活動を展開する。
第 5 期ブランド戦略を開始し、本学のブランド力
を高め、前年度 5％増の志願者 1 万人超えをめざす。
新コミュニケーションフレーズを用いた PR は、ガイ
ダンス、高校訪問、オープンキャンパス等を駆使し、
理大のイメージアップに取り組む。さらに学内にお
いて、インナーブランディングに取組み、建学の理
念、ビジョン等について、学生、教職員と共有し、
理大ブランドの理解を広めていく。

【85】インターネットを活用した募集広報に重点を

【85】-1

おき、受験生と保護者などに理大の楽しさを共有
してもらう。

【85】-2

【86】ホームページを受験生中心の構成から大学の

受験生に直接届けられる Web 広告や SNS 広告を主
体に展開し、ホームページの閲覧数 500 万人をめざ
す。
従来の「Web オープンキャンパス」に新学部の
情報を加えリニューアルする。さらに、新規層にア
ピールするオンラインオープンキャンパスを開催す
る。
インスタグラム、ユーチューブのフォロワー数の
増加を狙い、コンテンツを拡大し若者や保護者を引
き込む企画をする。これらを通じてホームページに
呼び込み、ホームページの閲覧者数増を目指す。
また、若手職員による「広告媒体企画 WG」におい
て、SNS を用いた企画案が実施されるので、それら
の案も積極的に採用する。

【完了】

活動全体を社会へ発信する構成に改良し、併せて
運用体制の見直しを図る。

Ⅸ

新たな事業展開

１．新たな教育研究事業の展開に関する中期目標
岡山を中心として展開してきた教育研究事業を拡大し、新たな学部や教育研究拠点を設置する。

中期計画

2021 年度事業計画

【87】獣医師の養成機関のない四国に、国家戦略特区
の諮問会議で決定された「先端ライフサイエンス研
究や地域における感染症対策など新たなニーズに
対応する獣医学部」を愛媛県今治市に設置する。
【実
施済】
【87’】完成年度を迎える学科を基礎とした大学院研
究科の設置構想も含め大学院組織の将来構想を策
定する。

【完了】

【87'】-1

既存の研究科・専攻の定員を見直し、専攻の大
括り化に向けた改組の計画を定める。

【87”
】2022 年度実施に向けて、受験生目線を優先さ
せた学部・学科改組を行う。

【 87'' 】

情報理工学部、生命科学部及びアクティブラー
ナーズコースの開設と学部運営の準備を進めると
ともに、医療系学科の改組の計画を引き続き進め
る。

-1
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主な行事予定
4月3日

入学宣誓式（岡山キャンパス、今治キャンパス）※中止

4 月 4 日～7 日

新入生オリエンテーション・1 年次研修

4 月 8 日～9 日

在学生オリエンテーション

6月6日

オープンキャンパス（今治）

6 月 27 日

オープンキャンパス（岡山）

7月3日

七夕エコナイト

7 月 31 日～8 月 1 日

オープンキャンパス（岡山）

8 月１日

オープンキャンパス（今治）

8 月 22 日

オープンキャンパス（今治）

9月5日

教育・進路懇談会（岡山・今治）

9 月 10 日

春学期学位記授与式，秋学期入学宣誓式

9 月 11 日～12 日

教育・進路懇談会（地方会場）

9 月 21 日

秋学期オリエンテーション

9 月 26 日

オープンキャンパス（岡山）

10 月 2 日

留学生入学者選抜Ⅰ期、留学生別科入学者選抜Ⅰ期

10 月 3 日

総合型選抜、編入学

11 月 13 日

特別推薦選抜

11 月 17 日～18 日

推薦入試 A 日程

11 月 20 日～22 日

大学祭

11 月 22 日

OUS フォーラム

12 月 11 日

推薦入試 B 日程

1 月 15 日～16 日

大学入学共通テスト

1 月 31 日～2 月 1 日

一般入試前期 A 日程、共通テスト利用入試Ⅰ

2 月 5 日～6 日

一般入試前期 B 日程

3月7日

一般入試後期日程、共通テスト利用入試Ⅱ

3 月 17 日

共通テスト利用入試Ⅲ

3 月 20 日

学位記授与式

岡山理科大学
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学生数・教職員数
■在籍学生数
（令和3年5月1日現在）
研究科・学部・学科名

大
学
院

理
学
部

学

工
学
部
報総
学合
部情

入学定員 入学者数

理学研究科（博士）
理学研究科（修士）
工学研究科（博士）
工学研究科（修士）

13
76
5
66
2
7
12
12
193
110
75
75
90
95
95
45
585
85
90
70
95
55
60
75
530
100

総合情報研究科（博士）
総合情報研究科（修士）
生物地球科学研究科（修士）
マネジメント研究科（修士）

大学院
計
応用数学科
化学科
応用物理学科
基礎理学科
生物化学科
臨床生命科学科
動物学科
計
バイオ・応用化学科
機械システム工学科
電気電子システム学科
情報工学科
知能機械工学科
生命医療工学科
建築学科
計
情報科学科
社会情報学科
計

初等教育学科
学教
部 育 中等教育学科
計
学 経 経営学科
部営

計
獣医学科
学獣
部 医 獣医保健看護学科
計
学 部
計
総 合 計
教職特別課程
留学生別科

収容定員 在学者数

社会人
0
39
0
152
0
15
1
132
0
6
0
20
0
24
0
12
1
400
0
440
0
300
0
300
0
360
0
380
0
380
0
180
0
2,340
1
340
0
360
0
280
0
380
0
220
0
240
0
310
1
2,130
0
400
0
400

100
140

129

1

0

560

575

2

140
70
60
130

129
50
35
85

1
0
2
2

0
0
0
0

560
280
240
520

575
260
202
462

2
2
10
12

130

125

5

0

520

549

24

130
140
60
200
1,815
2,008
50
60

4

4
80
10
60
8
8
21
12
203
413
211
184
332
280
224
168
1,812
254
360
280
383
200
158
321
1,956
416
2
418

留学生

1
45
2
26
1
3
13
12
103
95
42
47
68
58
45
37
392
62
82
66
95
50
34
78
467
104
104

（募集停止）

球生
生物地球学科
学物
部 部地
計

留学生
0
0
0
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
1
1
2
2
3
3
4
2
17
4

社会人
1

1
1
1
1

11
1
3
16
1
1

4

5
7
4
14
9
10
25
41
9
112
14

0
1

14

0

1

0

0

125
5
0
520
549
24
0
140
0
1
560
595
16
4
62
3
0
240
201
11
202
3
1
800
796
27
4
1,504
33
2
7,270
6,568
198
5
1,607
35
3 7,670 6,771
214
9
7
0
0
50
7
0
0
27
27
0
60
36
36
0
※社会人は社会人入試にて入学した学生数（単位：人）

■教職員数
学長

副学長

教授※

准教授

講師

助教

教育講師

助手

別科講師

1

4

183

100

69

26

6

8

1

（令和3年5月1日現在）
教員 計 事務職員
398

141
（単位：人）

※学長・副学長除く
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財務関係
2021 年度入試は予想だにしなかった新型コロナウイルス感染症の世界的拡大を受けて、対面式の募集広報が
制限されるなか、Web を駆使し受験生に直接届く広報を展開しました。志願者数については約１万人を確保
しましたが、入学者数については多くの学科が定員未充足との結果となりました。2022 年度入試に向けて、
Web を駆使した広報に重点を置き、受験生に直接届く広報を展開し、定員充足 100％を目指します。また、ホ
ームページでは大学のブランド力アップにつながる研究成果や学生活動の更新頻度を上げて、理大の魅力を
しっかりアピールして、志願者増に結びつけたいと思います。 また、2022 年度に既存の学部を再編して２
つの新学部（情報理工学部と生命科学部）とクロスカリキュラム型（学部横断）のコース（アクティブラー
ナーズコース）が設置されます。この改組も学生募集に関して有利に働くことから、受験生に周知し入学者
数の確保につなげます。
科学研究費補助金の獲得については、レビューミーティング、ウォームアップ、ブラッシュアップなどの学
内支援制度の利用をさらに促し、採択数・採択率の向上を目指す。企業や研究機関との共同研究、受託研究、
寄付金等の外部資金の獲得についても、科研費に係る学内支援制度の適用を図ります。
離籍者の削減は重要な課題であり、2021 年度入学生より本格的に開始した基盤教育科目により、初年次学生
の時点から全学出動で充実した授業内容を提供します。また、A1 号館に学生が教職員にいつでも相談できる
アカデミック・アドバイジングデスクを本格的に稼働しています。さらに、教育の質保証と中退予防に取組
む体制強化を図るために研修会を継続的に開催し、総合的な対策を検討していきます。

■事業活動収支

岡山理科大学
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■施設設備整備計画（抜粋）
老朽化に伴う建物耐震・改修工事について、緊急性の高いものから順次整備する予定としており、今年度
は B7 号館を実施いたします。留学生別科、教職支援センターの移転先としている A6 号館について、教室等
の改修工事を予定しています。獣医学部において、良好な飼養環境の維持を目的とした動物繋養施設の新築
工事をします。これにより、外来患畜数の増加や「動物の愛護と管理に関する法律」の改正に対応し、防疫
体制を強化します。
装置・設備については、教育研究用機器の整備、TCP（トータルキャリア・ポートフォリオ）の３年目を整
備予定です。

主な施設関係

【単位：千円】
事業名

B７号館

耐震・改修工事

A６号館

改修工事

金額
252,688
57,000

今治キャンパス動物繋養施設新築工事

185,887

主な装置・設備関係

【単位：千円】
事業名

金額

TCP（ト－タルキャリア・ポートフォリオ）導入（３年目）

25,300

B５号館

実験室デスクトップパソコン一式

20,167

A2 号館

5 階 AV システムデジタル対応整備

9,735

ICP 発光分光分析装置

8,470
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