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 通信制大学の設置申請                                              
文部科学省は去る 11月、平成 30年度開設予定大学等認可申請一覧を発表した。このうち、通信制に関する認可申請

は以下のとおり。 
（大学） 

大学名（設置者） 位置 学部名 学科名 入学定員 

東京通信大学 
（設置者：学校法人日本教育財団） 

東京都 
新宿区 

情報マネジメント
学部 

情報マネジメント
学科 

400人 
（３年次編入学定員） 

200人 
人間福祉学部 人間福祉学科  

400人 
 （３年次編入学定員） 

200人 （短大） 

短期大学（設置者） 位置 学科名 入学定員 

姫路大学短期大学部 
（設置者：学校法人弘徳学園） 

兵庫県 
姫路市 

教育福祉学科 500人 

 
◆協 会 だ よ り◆                                        
 大学通信教育職員研修会を開催                                     
 「大学通信教育職員研修会」が、去る 10 月 13 日(木)・14 日(金)の２日間で、東京ガーデンパレスで開催され、78
名(参加者60名・委員15名・事務局 3名)の参加があった。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。両日とも加盟各校の職員による活発な意見･情報交換が行われた。 
10月 13日（木） 
（講 演）「障がいのある入学者及び学生への対応について」 
（講 師）君田竜一氏（日本福祉大学通信教育部事務室長） 
（グループ討議）大学・短期大学 
         第１グループ：入学・編入学審査について 
                （入学選考、障がいのある学生の受入、証明書類の取扱い、入学手続き） 
         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 
                （学生相談、質問への対応事例と状況など） 
        大学院 
         通信制大学院の現状と課題 
         （多様な学習環境をもつ院生への修了までのサポート対策等） 

   
                       （開会の挨拶）         （講演の様子） 



 
2 

  
（講演と質疑応答の様子） 

  

  
                    （グループ討議の様子） 
 
 10月14日（金）グループ討議及び全体会議（グループ報告会） 

  
（グループ報告会の様子） 

 
 通信制大学院合同入学説明会の開催                                     
 去る12月3日（土）、日本大学会館（東京都千代田区）において、加盟大学院による合同入学説明会を開催した。来
場者は 78名であった。 

日 程 参加校数 来場者数 増減 昨年比 会 場 

H28.12. 3(土) 12:00～17:00 13校 78名 －8名 －9.3％ 日本大学会館２階 大講堂 

（参考･過去の推移） 

日 程 参加校数 来場者数 増減 昨年比 会 場 
H27.12. 5(土) 12:00～17:00 14校 86名 －4名 －4.4％ 日本大学会館２階 大講堂 
H26.11.30(日) 11:00～16:00 16校 90名 ＋12名 ＋15.4％ 日本大学会館２階 大講堂 
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H25.12. 1(日) 11:00～16:00 14校 78名 －24名 －23.5％ 日本大学会館２階 大講堂 
H24.12. 2(日) 11:00～16:00 15校 102名 ＋10名 ＋10.9％ 日本大学会館２階 大講堂 

H23.11.27(日) 11:00～16:00 16校 92名 －15名 －14.0％ 日本大学会館２階 大講堂 

 

   
（通信制大学院合同入学説明会の様子 12月3日） 

 
 大学通信教育メディア授業研究会を開催                                     
 去る12月12日(月)、東京ガーデンパレスにて大学通信教育政策検討委員会主催（藤澤利治委員長（法政大学通信教
育部長）、関根二三夫副委員長（日本大学通信教育部長））で「大学通信教育メディア授業研究会」を開催した。高橋理
事長より「メディアを利用して行う授業に関するガイドライン（平成 28年4月1日施行）」についての講演が行われた
後、メディア授業を実施している大学の事例として、古賀徹教授（日本大学）から「日本大学通信教育部におけるメデ
ィア授業の現状と課題」、早川克美准教授（京都造形芸術大学芸術学部芸術教養学科長）から「手のひら芸大・芸術教養
学科の挑戦」についての発表があった。加盟各校の教職員による活発な意見･情報交換が行われた。72 名の参加があっ
た。 

    
     （司会進行の様子）      （講演）            （事例発表） 
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(大学通信教育メディア授業研究会の様子 12月12日) 
 
委員会等の活動について                                                                              
 当協会の 10～12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 
10月12日 
（水） 

私立大学通信教育協会 
教職課程の再課程
認定に伴う打合せ 

文科省初等中等教育局教職員課の再課程認定に伴う今後の
対応について等（入学定員千名以上の 4校） 

10月 13・14
日（木・金） 

東京ガーデンパレス 
大学通信教育 
職員研修会 

講演、グループ討議等 

10月18日
（火） 

文部科学省初等中等教
育局教職員課 

再課程認定に伴う
協議 

高橋理事長と事務局で訪問し、担当官と協議 

11月9日
（水） 

大阪府教育委員会 
大学通信教育の普
及について 

高橋理事長と事務局で訪問し、担当官と協議 

11月9日
（水） 

大阪ガーデンパレス 
第161回 
運営委員会 

大学通信教育職員研修会の実施について 
大学通信教育実態調査（大学・短大編、大学院編）の作成
について 
平成29年度事業計画と予算の基本方針について 

11月15日
（火） 

文部科学省初等中等教
育局教職員課 

再課程認定に伴う
協議 

高橋理事長と事務局で訪問し、担当官と協議（通学との科
目の同一性等） 

11月28日
（月） 

大阪ガーデンパレス 
第 161 回理事会・
第 118 回（臨時）
評議員会 

理事・評議員の選任（補欠選任）に関する件 
専門委員会からの報告・提案に関する件 
専門委員会委員選任（補欠選任）に関する件 
平成29年度事業計画及び予算の基本方針に関する件 

11月28日
（月） 

大阪ガーデンパレス 
第 11 回あり方検
討・財政委員会 

協会の財政について 

11月29日
（火） 

武蔵野美術大学 
鷹の台キャンパス 

教育新聞の取材 
大学通信教育に関する取材（教免） 
               平成28年12月15日掲載 

12月3日
（土） 

日本大学会館 
通信制大学院合同
入学説明会 

教職員による説明・相談会 

12月12日
（月） 

私立大学通信教育協会 
日本教育新聞の取
材 

大学通信教育に関する取材（教免）平成29年１月掲載予定 

12月12日
（月） 

東京ガーデンパレス 
大学通信教育メデ
ィア授業研究会 

メディアを利用して行う授業に関するガイドライン（平成
28年4月1日施行）について 
メディア授業実施大学の事例発表（日本大学、京都造形芸
術大学） 

12月27日
（火） 

文部科学省高等教育局
専門教育課 

留年生への私学補
助、第 4 種郵便に
関する件 

会計検査院の留年生への私学補助金に関する指摘及び第 4
種郵便に関する確認等 

12月27日
（火） 

文化庁長官官房著作権
課 

著作権の件 ICTに関する著作権について 

 
 
▼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）。 

 


