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 通信制大学院の設置申請                                             

文部科学省は去る４月、平成 29年度開設予定大学院等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28年４月 大学設置・学校法人審議会 

大学名（設置者） 位置 研究科名 専攻名 入学定員 

大正大学大学院 

（設置者：学校法人大正大学） 

東京都 

豊島区 
地域創生研究科 

地域創生専攻 

（Ｍ） 
40人 

 

 

 平成 27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 27年度）がまとまった。  

 入学者総数は、大学が 39,051名（正規の課程23,559名）、短期大学が9,965名（正規の課程 8,358名）で、前年度よ

り大学が 97.6%（正規の課程95.0%）、短期大学が86.5%（正規の課程 90.7%）となった。 

 また、大学院は 602名（正規の課程 568名）であり、前年度より 107.7%（正規の課程 108.8%）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 27年度）』（内部資料57）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 28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 19号）を行っていたが、このほど、全校から回答を得ることが出来た。昨年と比

べ、全体数では、大学･短期大学が減少し、大学院が微増する結果となった。なお、加盟各校の平成 28年5月１日現在

の学生数は別掲のとおりである。 

 （全体数） 

種 別 平成 28年5月1日 平成27年5月1日 昨年比 

大 学 116,168人 118,652人 97.9% 

大学院 1,475人   1,402人 105.2% 

短期大学 19,052人  21,898人 87.0% 

 

 

 



  

 

 

 一般財団法人放送大学教育振興会の平成 28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 155号(３月 28日付)にて、同振興会が

募集する平成 28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29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１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。 

 

 

 熊本県熊本地方の地震に係る大学通信教育被災学生への日本学生支援機構の緊急奨学金等について      

 当協会では、去る４月20日、日本学生支援機構に対して、熊本県熊本地方の地震による大学通信教育被災学生への対

応についての確認を行い、翌21日、加盟各校にFAXにて連絡した。 

【日本学生支援機構の大学通信教育被災学生への対応】 

 ①通年スクーリング出席学生の場合 

  通学課程の学生と同じく、「緊急、応急採用奨学金」等の採用の対象 

  ②夏期スクーリング等の短期スクーリング出席学生の場合 

  夏期等の短期スクーリングは、「緊急、応急採用奨学金」の対象外（短期スクーリングは、日本学生支援機構が指定 

 する期間(夏季、冬季)において被災の有無に関わらず、奨学金の申込み、推薦ができるため） 

   なお、推薦にあたっては、大学ごとの奨学金の推薦枠がないので、このたびの被災にあった学生も、基準を満たし 

  ていれば原則、奨学金を受けることができる。  

  ③緊急、応急採用奨学金に関する問合せ先(学校専用) 

    独立行政法人 日本学生支援機構 貸与部学資貸与第一課 

                TEL:０３－６７４３－６０３５ 

  ＊「緊急、応急採用奨学金」に関する詳細は、日本学生支援機構のホームページをご参照ください。 

    URL：http://www.jasso.go.jp/about/information/press/1228017_3557.html 

 

 

 「第９回学生生活実態調査」について                                 

 当協会では、運営委員会を中心に「第９回学生生活実態調査」（平成28年度版／原則５年に１度実施）の具体的な調

査項目等を検討し、このたび「大学・短期大学」と「大学院」の調査を実施する運びとなった。 

 ３月下旬には加盟各校に、調査可能な学生数等についてのアンケートの実施及び学生に対する告知の依頼を行った。 

 このアンケート結果に基づき、６月中旬にインターネットで調査を実施する加盟校、スクーリングの際に調査を実施

する加盟校それぞれに調査票を送付した。 

 調査結果の刊行は、平成29年３月を予定している。 

 

 

「大学通信教育における質保証」をテーマとする研修会について                        

 運営委員会では、来たる7月11日(月)、東京ガーデンパレスにて「大学通信教育における質保証」をテーマとする研

修会を開催する。 

①講演テーマ：「３つのポリシーに関する省令改正とガイドラインの策定について」(仮題)  

     学校教育法施行規則の改正（３月31日）と３ポリシーの策定及び運用に関するガイドラインについて 

  講演者：遠藤 翼氏(文部科学省高等教育局大学振興課長輔佐) 

http://www.jasso.go.jp/about/information/press/1228017_3557.html


  

 

②情報意見交換について  

文部科学省中央教育審議会大学分科会大学教育部会「予測困難な時代において生涯学び続け、主体的に考える力を

育成する大学へ(審議まとめ）」(平成24年３月26日)における「学士課程教育の質的転換への好循環の確立」のた

めの具体的な取組みとして挙げられている項目の各校の実施状況及び「大学通信教育における質保証」に関する情

報意見交換。 

③タイムスケジュール 

14：00～15：00 講 演 

  休憩(10分) 

15：10～17：00 情報意見交換 

休憩(10分) 

17：10～18：00 懇親会 

④参加人数 

講演：１加盟校から３名以内 

 情報意見交換：１加盟校から１名の参加 

⑤参加費：無料 

 

 

 「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 13日(木)・14日(金)、「平成 28年度大学通信教育職員研修会」を東京ガーデンパレ

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）「障がいのある入学者及び学生への対応について」 

     （身体等に障がいのある入学希望者への対応、入学後の支援についての通信教育部の支援体制や「障がい学生の 

      ための学習の手引き」の内容等について） 

（講演者）君田 竜一氏（日本福祉大学通信教育部事務室長） 

（大学･短大グループの担当校） 

第１グループ：Ａ：中央大学    日本福祉大学 

Ｂ：東洋大学    東京未来大学 

第２グループ：Ａ：日本女子大学  武蔵野美術大学 

Ｂ：帝京平成大学  吉備国際大学 

第３グループ：Ａ：玉川大学    東北福祉大学 

Ｂ：大阪芸術大学  豊岡短期大学 

（大学院グループの担当校）   帝京大学大学院 京都産業大学大学院 

（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 

                ※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。 

（参加費）5,000円（参加費・報告書作成費を含む）  



  

 

 

（タイムスケジュール） 

１日目 12：25～12：30  オリエンテーション 

12：30～13：30  講演 

      13：30～13：40  事務連絡 

14：00～18：00  グループ討議  (４時間) 

           18：00～18：20 休憩 

  18：20～20：00 夕食・懇親会 

    ２日目 ９：00～12：00  グループ討議  (３時間) 

           12：00～13：00  昼食 

13：00～14：00  全体会議・閉会 

          14：00          解 散    

 

 

 平成 28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 28 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 28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 ９月３日（土） アスティ45ビル４階 アスティホール 17（19） 27（29） 

東 京 ９月４日（日） 新宿エルタワー30階 34（38） 51（55） 

名古屋 ８月２７日（土） 愛知県産業労働センター8階 32（36） 49（52） 

大 阪 ８月２８日（日） 梅田スカイビルタワーウエスト 10階 35（35） 50（49） 

福 岡 ９月３日（土） エルガーラホール8階 26（29） 40（43） 

 

 

 平成 28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 28年通信制大学院の合同入学説明会の日程が決定した。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３日（土） 東 京 日本大学会館２階 大講堂 

 

 

文部科学省初等中等教育局教職員課及び私学部私学助成課を訪問                                                               

 当協会では、去る 6月21日（火）文部科学省初等中等教育局教職員課を訪問し、中央教育審議会答申「これからの学

校教育を担う教員の資質能力の向上について～学び合い、高め合う教員育成コミュニティの構築に向けて～」（平成27

年12月21日）に基づく新設科目や再課程認定等についての質疑を行った。また９～10月頃に同省と「情報意見交換会」

を行いたい意向を伝えた。 

 また、同日、文部科学省私学部私学助成課には、｢平成28年度私立大学等改革総合支援事業に係る調査について｣のタ

イプ１の３ 設問㉑｣の入学者選抜実施体制に関する内容と「タイプ１の１ 設問⑤のア」のシラバスへの明記内容につい

て質疑を行った。日本私立学校振興･共済事業団と審議を行い、７月にも回答を頂戴することとなった。 

 

 



  

 

 

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７日

（木） 
私立大学通信教育協会 放送大学の来局 

私立大学通信教育との連携強化方策（案）につい

て 

４月22日

（金） 
私立大学通信教育協会 会長・理事長選考委員会 会長・理事長の選考について 

４月26日

（火） 
私立大学通信教育協会 選挙管理委員会 理事の選挙票の開票及び集計 

４月28日

（木） 
法政大学 運営委員長との打合せ会 第160回運営委員会の進行方法 等 

５月16日

（月） 
私立大学通信教育協会 理事長・監査法人の面談 

新日本有限責任監査法人の(株)東芝に関する不

祥事の説明について 

５月19日

（木） 
東京ガーデンパレス 第126回広報委員会 

広報委員長・副委員長の選出について 

情報意見交換 等 

５月24日

（火） 
私立大学通信教育協会 監事監査 平成27年度決算監事監査について 

６月１日

（水） 
アルカディア市ヶ谷 第160回運営委員会 

大学通信教育職員研修会の実施について 

平成27年度事業報告(案)・決算報告(案)につい

て 

６月６日

（月） 
東京ガーデンパレス 第159回理事会 

平成27年度決算に関する件 

来期の会計監査人の報酬に関する件 等 

６月21日

（火） 
文部科学省 

初等中等教育局教職員課 

私学部私学助成課との情

報交換 

教職員課程の再課程認定についての見通し 

私立大学総合改革助成事業調査票について 等 

６月27日

（月） 
アルカディア市ヶ谷 

第160回理事会 

・第117回評議員会 

来期の理事及び監事の選任･評議員の補欠選任に

関する件                  

会長及び理事長(代表理事)の選任に関する件                    

来期の会計監査人の選任に関する件 

来期の専門委員会委員の選任に関する件 等 

 

 

 

▼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） 


