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 通信制大学の設置申請                                              

文部科学省は去る６月、平成26年度開設予定学部等の認可申請を大学設置・学校法人審議会に諮問した。 

このうち、通信制に関する設置申請は以下のとおり。 

（大学院）                             平成25年６月 大学設置・学校法人審議会 

大学名（設置者） 位置 研究科名 専攻等名 入学定員 

東日本国際大学大学院 
（設置者：学校法人昌平黌） 

福島県 
いわき市

地域振興マネジ

メント研究科 
地域振興マネジメ

ント専攻（M） 30人

放送大学大学院 
（設置者：放送大学学園） 

千葉県 
千葉市 文化科学研究科 文化科学専攻（D） 10人

武蔵野大学大学院 
（設置者：学校法人武蔵野大学） 

東京都 
江東区 環境学研究科 環境マネジメント

専攻（M） 10人

（短期大学） 

大学名（設置者） 位置 学科名 入学定員 

小田原女子短期大学 
（設置者：学校法人小田原女子短期大学） 

神奈川県 
小田原市 保育学科 300人

 

文部科学省高等教育局「大学通信教育等に関する調査研究協力者会議」について                 

 文部科学省高等教育局では、昨年８月「大学通信教育等における情報通信技術の活用に関する調査研究協力者会議」

を立ち上げた。この会議の主な目的は、これまでの中央教育審議会等における検討を踏まえつつ、大学通信教育をはじ

め、大学における情報通信技術を活用した教育にかかる実態把握や課題整理を行い、大学教育の改善･充実を図ることで

ある。また、いわゆるインターネット大学(インターネット等のみを用いて授業を行う大学)の大学設置基準等に規定

する校舎等の施設に関する基準に則らない「特区832」の全国化に関する必要な措置について議論を行うことである。 
 このほど、第9回（6月 20 日開催/非公開）においても、引き続きインターネット大学の特区832について審議

を行っており、次回（7月19日開催予定/非公開）その審議内容がまとまる予定である。 

 

 平成24年度の「入学者調査」まとまる                                  

当協会による「入学者調査」（平成24年度）がまとまった。  

 入学者総数は、大学が38,507名（正規の課程26,729名）、短期大学が10,173名（正規の課程8,946名）で、前年度

より大学が3.9%（正規の課程4.5%）減少し、短期大学が9.0%（正規の課程9.1%）増加した。 

 また、大学院は616名（正規の課程573名）であり、前年度より24.0%（正規の課程8.8%減少）減少した（前年度は

高野山大学大学院も集計）。  

 この「入学者調査」では、総括表の他に、課程、年齢、最終学歴、入学の動機、職業、都道府県別の集計を行ってい

る。５月下旬に『大学通信教育「入学者調査」（平成24年度）』（内部資料54）として刊行し、文部科学省及び加盟各校

に配付した。 

 



 大学通信教育の学生数（５月１日現在）について～平成25年度文部科学省「学校基本調査」～         

当協会では、文部科学省が実施する「学校基本調査」（５月１日現在）の大学通信教育調査票について、加盟各校に調

査結果の写しの提供依頼（大通協第17号）を行っていたが、このほど、回答を得ることが出来た。 

昨年と比べ、全体数では、大学･大学院がやや減少し（淑徳大学･高野山大学大学院が退会）、短期大学が増加する結果

となった。なお、加盟各校の平成25年5月１日現在の学生数は次ページのとおりである。 

 （全体数） 

種 別 平成25年5月1日 平成24年5月1日 昨年比 
大 学 123,859人 127,121人  97.4% 
大学院   1,620人   1,859人  87.1% 
短期大学 22,857人 19,658人 116.3% 

 

 情報意見交換会の開催について                                     

 当協会では来たる7月10日(水)、「認定子ども園法改正に伴う幼稚園教諭免許状及び保育士資格取得の特例について」

をテーマに、文部科学省初等中等教育局及び厚生労働省雇用均等･児童家庭局から担当官を招き「情報意見交換会」

（東京ガーデンパレス）を開催する。当日は、加盟各校の活発な質疑が行われる予定である。 
 

 一般財団法人放送大学教育振興会の平成25年度助成金募集に係る申請について               

 当協会では、一般財団法人放送大学教育振興会からの依頼に基づき、大通協第144号(３月27日付)にて、同振興会が

募集する平成25年度助成金交付に係る文書を送付した。助成は、（１）放送等による大学教育の質の向上に関する研究

開発（a.多様なメディアの研究開発、b.教材及び教育システム等の研究開発）、（２）放送等による大学教育に関する事

業（a.教材の海外への普及･協力事業、ｂ.国際交流の促進事業）となっており、金額は１件あたり原則150万円を限度

とし、助成期間は原則平成26年3月31日までに完了する事業となっている。 

 同振興会によると、本協会からは加盟３校の申請があるとの連絡があった。選考結果の通知は７月中旬の予定である。 

 

 放送大学との連携による大学通信教育紹介番組の再放送について                            

 当協会では、昨年度放送大学と連携し、放送教育や通信教育全体のあり方を広く国民一般に知らせる番組を制作し、

2012 年 12 月に放送大学を通じて放送したが、このたび、2013 年１月、２月の再放送に続いて、下記の予定で再々放

送をすることが決まった。 
 この特別番組の制作にあたっては、加盟校の協力を得てスクーリングの風景や卒業生のインタビューなどの収録も行

い、大学通信教育全体としての社会的な役割や課題などに触れている。 
 
 放 送 日：第1回 2013年７月22日（月）13：00～13：45 
       第2回 2013年７月22日（月）13：45～14：30 
       第3回 2013年8月10日（土）23：15～24：00 
       第4回 2013年8月11日（日）23：15～24：00 
 番 組 名：特別番組 シリーズ遠隔教育 
        第1・3回 わたしの夢はここでつかんだ！ 
               ～日本の通信制大学～ 
        第2・4回 多彩なスタイルが未来を拓く！ 
               ～世界の通信制大学～ 
 チャンネル：地上デジタルチャンネル  １２チャンネル（関東エリア）

       ＢＳデジタルチャンネル ２３１チャンネル（全国エリア）

  
 

（番組ポスター） 
 

 「大学通信教育職員研修会」を京都で開催                                

 運営委員会では来たる10月17日(木)・18日(金)、「平成25年度大学通信教育職員研修会」を京都ガーデンパレス

にて開催する。同研修会は、研修を通して職員としての資質の向上を図り、加盟校間の意見･情報交換を目的とするもの

である。対象者は、原則、通信教育の業務に携わって1～10年目までの職員とし、１大学３名以内、大学院は１名の参

  
 



加を募る。参加募集は７月上旬を予定。参加費は5千円。研修内容は、講演とグループ討議及び全体討議。 
 １グループの参加人数は、１テーマに16名以上の参加申し込みがあった場合は、グループを２分割する予定。 

（基調講演）     「発達障害学生への対応について（課題）」の講演を予定。 
（大学･短大グループの担当校） 

  第１グループ：Ａ：玉川大学、神戸親和女子大学  Ｂ：日本福祉大学、大阪芸術大学短期大学部 
  第２グループ：Ａ：佛教大学、大手前大学     Ｂ：法政大学、武蔵野美術大学 
  第３グループ：Ａ：中部学院大学、吉備国際大学  Ｂ：東洋大学、東京未来大学 
（大学院グループの担当校） 東北福祉大学大学院、名古屋学院大学大学院 
（グループ討議） 大学・短期大学 
         第１グループ：学生サービス 
         第２グループ：授業・試験ならびに成績 
         第３グループ：教職免許状・資格取得に関わる情報交換 
        大学院グループ  通信制大学院の課題と展望 
                 ※なお、大学院グループは、参加者が５名以上となる場合に限って開催する。 
 

 平成25年秋期・平成26年春期合同入学説明会の実施計画がまとまる                   

当協会主催による平成25年秋期合同入学説明会と平成26年春期合同入学説明会の参加校が決定した。秋期が５都市

５日間（札幌・東京・名古屋・大阪・福岡）、春期が10都市（札幌･仙台･埼玉･東京･横浜･金沢･名古屋･大阪･広島･福岡）

13日間で開催する。 

（平成25年秋期） 
 開催時間：土曜日12:00～17:00、日曜日11:00～16:00                （ ）内は昨年の数値 

開催日 都市 会場名 参加小間数 参加校数
８月２４日（土） 大 阪 梅田スカイビルタワーウエスト10階 35（36） 48（52）
８月２５日（日） 名古屋 愛知県産業労働センター6階 34（34） 48（48）
８月３１日（土） 東 京 新宿エルタワー30階 40（40） 57（57）
９月  １日（日） 札 幌 アスティ45ビル４階 アスティホール 22（24） 33（36）
９月  １日（日） 福 岡 エルガーラホール8階 30（29） 43（41）

（平成26年春期） 
 開催時間：土曜日12:00～17:00、日曜日11:00～16:00                （ ）内は昨年の数値 

開催日 都市 会場名 参加小間数 参加校数
２月 １日（土） 横  浜 新都市ホール９Ｆ 34（33） 51（48）
２月 １日（土） 仙 台 アエル（仙台市情報産業ﾌﾟﾗｻﾞ）５Ｆ 25（27） 38（39）
２月 ２日（日） 東京① 新宿エルタワー30階 38（36） 55（52）
２月 ８日（土） さいたま さいたまスーパーアリーナTOIRO 29 44 
２月 ８日（土） 金 沢 アートシアターいしかわ（金沢市片町2丁目2番5号 ラブロ片町7F） 24 34 
２月 ９日（日） 大阪① 梅田スカイビルタワーウエスト10F 36（39） 51（55）
２月１５日（土） 名古屋① 名古屋ガーデンパレス ２F・３F 35（37） 50（52）
２月１５日（土） 広 島 広島国際会議場B2階 30（31） 41（42）
２月１６日（日） 東京② 新宿エルタワー30階 36（38） 53（55）
２月１６日（日） 福 岡 エルガーラホール8階 31（31） 44（43）
２月２２日（土） 大阪② 梅田スカイビルタワーウエスト10階 34（32） 49（44）
２月２２日（土） 札 幌 アスティ45ビル16F ACU 26（26） 38（37）
２月２３日（日） 名古屋② 愛知県産業労働センター８階 34（32） 50（45）

 

 平成25年通信制大学院合同入学説明会の実施計画がまとまる                       

 当協会主催による平成 25 年通信制大学院の合同入学説明会の参加校が決定した。例年と同じく会場は日本大学会館

である。 
 開催時間：11:00～16:00                            （ ）内は昨年の数値 

開催日 都市 会場名 参加小間数 参加校数
１２月１日（日） 東 京 日本大学会館２階 大講堂 14（15） 14（15）

 
 
▼このニューズ・レターはホームページでもご覧になれます（ＵＲＬ：http://www.uce.or.jp/newsletter.html）。 

  
 

 

バックナンバーも掲載しています。▼このニューズ・レターに関するお問い合わせ、ご意見ご希望は、公益財団法人私

立大学通信教育協会（担当／松田）までお願いします（TEL：03-3818-3870 FAX：03-5803-9939） 


