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 通信制大学の学部等の設置申請                                              

文部科学省は去る４月、平成 28年度開設予定大学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、通信制に関する学部等の設置申請は以下のとおり。 

（大学）                              平成27年４月 大学設置・学校法人審議会 

大学名（設置者） 位置 学部名 学科名 入学定員 

環太平洋大学 

（設置者：学校法人創志学園） 

岡山県 

岡山市 
経営学部 現代経営学科 

180人 

（3年次編入学）140人 

 

 

 平成 26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 26年度）がまとまった。  

 入学者総数は、大学が 39,992名（正規の課程24,808名）、短期大学が11,524名（正規の課程 9,216名）で、前年度

より大学が 104.7%（正規の課程 95.8%）、短期大学が110.6%（正規の課程 98.9%）となった。 

 また、大学院は 596名（正規の課程 559名）であり、前年度より 90.9%（正規の課程90.0%）となった。  

 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。４月下旬に『大学通信教育「入学者調査」（平成 26年度）』（内部資料56）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 27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 20号）を行っていたが、このほど、一部の大学・大学院を除き、回答を得ること

が出来た。昨年と比べ、全体数では、大学･大学院でやや減少し、短期大学が微増する結果となった。なお、加盟各校の

平成27年5月１日現在の学生数は別掲のとおりである。 

 （全体数）                  カッコ内は平成27年の校数に合わせた数値 

種 別 平成 27年5月1日 平成26年5月1日 昨年比 

大 学 118,571人 121,947人（119,953人） 97.2%（98.8％） 

大学院 1,402人   1,603人（1,500人） 87.5%（93.5％） 

短期大学 21,898人  21,851人 100.2% 

 

 

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

 当協会では 6月18日(木)、「現職教員の新たな免許状取得を促進する講習等開発事業実施」をテーマに、文部科学省

初等中等教育局教職員課教員免許企画室長補佐伊野哲也氏を招き、「情報意見交換会」（東京ガーデンパレス）を開

催した。主に通信・放送・インターネット等を活用した講習の開発・実施について、活発な意見情報交換が行われた。

18校から 27名が参加した。 

 



  

 

 一般財団法人放送大学教育振興会の平成 27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 127号(３月 27日付)にて、同振興会が

募集する平成 27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28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、当協会加盟校では２校の申請があるとの連絡があった。選考結果の通知は７月下旬の予定である。 

 

 

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

 当協会では来たる 9月 14日(月)、文部科学省初等中等教育局教職員課を招き、教員養成に関する中間まとめにつ

いて、情報意見交換会（東京ガーデンパレス）を開催する予定である。詳細は別途、開催通知等でお知らせする。 

 

 

 「大学通信教育職員研修会」の開催                                    

 運営委員会では来たる 10月 8日(木)・9日(金)、「平成 27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、１大学院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、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。 

（講 演）「対面及びポータルサイトによる学習支援及び学生支援について（仮題）」を予定。 

（講演者）若林武敏氏（近畿大学通信教育部庶務会計課長補佐） 

（大学･短大グループの担当校） 

  第１グループ：Ａ：神戸親和女子大学、京都橘大学 Ｂ：創価大学、近大姫路大学 

  第２グループ：Ａ：聖徳大学、奈良大学      Ｂ：愛知産業大学、自由が丘産能短期大学 

  第３グループ：Ａ：大阪学院大学、帝京大学    Ｂ：明星大学、近畿大学九州短期大学 

（大学院グループの担当校）日本女子大学大学院、帝京平成大学大学院 

（グループ討議）大学・短期大学 

         第１グループ：入学・編入学 

         第２グループ：授業・試験ならびに成績 

         第３グループ：学生サービス 

        大学院グループ：通信制大学院の現状と課題そして未来 

                 ※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 27年秋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 27 年秋期合同入学説明会の参加校が決定した。秋期は５都市５日間（札幌・東京・名古屋・

大阪・福岡）で開催する。 

（平成 27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 

都市 開催日 会場名 参加小間数 参加校数 

札 幌 ８月３０日（日） アスティ45ビル４階 アスティホール 19（21） 29（30） 

東 京 ８月２９日（土） 新宿エルタワー30階 38（35） 55（51） 

名古屋 ８月２３日（日） 愛知県産業労働センター8階 36（36） 52（52） 

大 阪 ８月２２日（土） 梅田スカイビルタワーウエスト 10階 35（36） 49（49） 

福 岡 ８月３０日（日） エルガーラホール8階 29（30） 43（43） 



  

 

 平成 27年通信制大学院合同入学説明会の開催                               

 当協会主催による平成 27年通信制大学院の合同入学説明会の日程が決定した。初めての土曜日開催となる。会場は例

年と同じく日本大学会館である。参加校は後日調査する。 

 開催時間：12:00～17:00  

開催日 都市 会場名 

１２月５日（土） 東 京 日本大学会館２階 大講堂 

 

委員会等の活動について                                                                              

 当協会の４～６月までの主な委員会等の活動は、下記のとおり。 

開催日 場  所 会 議 名 主 な 議 題 等 

４月４日

（土） 
私立大学通信教育協会 

第1回新しい免許状更新講

習教材の作成に係る編集

委員会 

新しい免許状更新講習共通教材における編集方針

及び『教育事情』第 3版との見直し項目の確認 

４月８日

（水） 
私立大学通信教育協会 会長・理事長打合せ会 

最近の文部科学省の大学通信教育に対する指摘へ

の対応について 

協会の事業活動及び財政について 

4月 10日 

（金） 
文部科学省 

米国メリーランド大学ユ

ニバーシティ･カレッジ校

学長との懇談会 

同校学長とのスーパーグローバル大学創生支援採

択校や通信制課程を有する大学との懇談会 

４月 27日

（月） 
私立大学通信教育協会 

広報委員長・副委員長 

打合せ会 
第 123回広報委員会の進行方法 等 

４月 30日

（木） 
文部科学省 

鈴木寛（文部科学大臣補佐

官）と会長・理事長との懇

談会 

文部科学省に大学通信教育への理解を深めてもら

うための協会活動状況及び通信制大学に関する懇

談 

５月 13日

（水） 
東京ガーデンパレス 第 123回広報委員会 

合同入学説明会等に関する委託事業者の候補の選

定について 等 

５月 14・

15日 

（木・金） 

私立大学通信教育協会 
広報委員長・副委員長 

打合せ会 

合同入学説明会等に関する委託事業者の候補の選

定について 

５月 21日

（木） 
文部科学省 

文部科学省初等中等教育

局教職員課との面談 

教員養成部会で審議中の教員の養成・採用・研修の

改革について 

５月 26日

（火） 
私立大学通信教育協会 監事監査 平成 26年度決算監事監査について 

５月 27日

（水） 
文部科学省 

文部科学省初等中等教育

局教職員課との面談 

現職教員の新たな免許状取得を促進する講習等開

発事業等について 

６月３日

（水） 
アルカディア市ヶ谷 第 157回運営委員会 

大学通信教育職員研修会及び大学通信教育中堅職

員研修会の実施について 

平成 26年度事業報告(案)・決算報告(案)について 

６月８日

（月） 
東京ガーデンパレス 第 156回理事会 

平成 26年度決算に関する件 

合同入学説明会等の委託事業者の選定に関する件 

６月 18日

（木） 
東京ガーデンパレス 情報意見交換会 

現職教員の新たな免許状取得を促進する講習等開

発事業実施をテーマに、文部科学省初等中等教育局

教職員課との情報意見交換会 

６月 25日

（木） 
アルカディア市ヶ谷 第 114回評議員会 

理事・評議員の選任（補欠選任）に関する件 

平成 26 年度実施事業・貸借対照表・損益計算書及

び財産目録の報告並びに同貸借対照表及び損益計

算書の承認に関する件 

 

 

▼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） 


