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◆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10日(木)・11日(金)の２日間で、京都ガーデンパレスで開催され、 

 71名(参加者52名・委員16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 10日（木）・11日（金） 

（講 演）「手のひら芸大」の教材制作から学習支援における職員の役割 

（講 師）作山朋之氏（京都造形芸術大学通信教育部入学・教育開発課課長） 

（グループ討議）大学・短期大学（第1・2グループの対象者：原則として通信教育業務１～10年目程度の職員） 

        第１グループ（A）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･通学制への転課程、システム関係等）、 

              （B）学生サービス（障害者対応・ＷＥＢ上でのサービス・災害時対応など） 

        第２グループ（A）試験・特別な対応・その他（「授業・試験ならびに成績」分野） 

              （B）自宅学習へのよりよい支援のあり方と授業アンケートの活用について（「授業・ 

                 試験ならびに成績」分野） 

        第３グループ（A）入学・編入学審査と学生サービスについて 

              （B）授業・試験ならびに成績 ※第3グループの対象者：係長及び係長相当職の職員 

        大学院（対象者：原則として通信教育業務１～10年目程度の職員） 

         通信制大学院の現状と課題（～多様な学習環境をもつ大学院生への支援と課題～） 

   

     （正副委員長による開会の挨拶）                                 （講演の様子） 
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（質疑の様子） 

   

   

（グループ討議の様子） 

   

   

（グループ討議報告の様子） 

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

 去る11月30日（土）、日本大学通信教育部３号館地下多目的ホール（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 58名であった。 

日 程 参加校数 来場者数 増減 昨年比 会 場 

R元.11.30(土) 11:00～16:00 10校 58名 ＋7名 ＋13.7％ 日本大学通信教育部３号館地下多目的ホール 
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（参考･過去の推移） 

日 程 参加校数 来場者数 増減 昨年比 会 場 

H30.12.15(土) 11:00～16:00 11校 51名 －17名 －25.0％ 日本大学会館２階 大講堂 

H29.12.16(土) 11:00～16:00 11校 68名 －10名 －12.8％ 日本大学会館２階 大講堂 

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 

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 

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 

H22.11.28(日) 12:00～16:00 14校 107名 ＋ 2名 ＋1.9％ 日本大学会館２階 大講堂 

H21.10. 4(日) 12:00～17:00 17校 105名 ＋21名 ＋25.0％ 日本大学会館２階 大講堂 

H20.11.30(日) 12:00～17:00 13校 84名 －53名 －38.7％ 日本大学会館２階 大講堂 

H19.12. 2(日) 12:00～17:00 12校 137名 － － 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） 

 

 第4回「大学通信教育メディア授業研究会」の開催                              

 当協会では、去る12月16日（月）東京ガーデンパレス（東京都文京区）にて、大学通信教育政策検討委員会（川又

佑委員長）の主催で「第 4 回大学通信教育メディア授業研究会」を開催した。高橋理事長の「著作権法第 35 条改正と

その後」の講演後、活発な意見交換が行われた。 

 加盟42大学･大学院･短期大学から45名の参加があった。 
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（第4回大学通信教育メディア授業研究会の様子） 

ふくい産業支援センターが「第４回 大学通信制課程 合同入学説明会」を開催予定                 

 平成28年度より福井県(公益財団法人 ふくい産業支援センター)が通信教育課程開設大学との連携を始めた。 

 来たる令和２年２月29日(土)には第４回目となる「大学通信制課程合同入学説明会」を開催し、協会は昨年に引き続

き、後援を行う。 

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 等 主 な 議 題 等 

10月2日 

（水） 

私立大学通信教育協会

事務局 
SATRASとの面談 著作物の教育利用に関する関係者フォーラムについて 

10月７日 

（月） 

文部科学省高等教育局

高等教育企画課 
意見情報交換 学生調査について等 

10月10･11日

（木・金） 
京都ガーデンパレス 大学通信教育職員研修会 講演、グループ討議等 

10月29日

（火） 

アイビーホール 

    （表参道） 

著作物の教育利用に関する関係者フォ

ーラム （第3回） 
著作権法第35条について等 

11月13日

（水） 
大阪ガーデンパレス 第170回運営委員会 

大学通信教育職員研修会の実施について 

システム項目に関する調査について 

平成31年度事業計画と予算の基本方針について 

維持会員の退会について 

11月25日

（月） 

文部科学省高等教育局

学生・留学課 
意見情報交換 メディア授業の奨学金について等 

11月26日

（火） 

アイビーホール 

    （表参道） 

著作物の教育利用に関する関係者フォ

ーラム （第4回） 
著作権法第35条について等 

11月27日

（水） 
大阪ガーデンパレス 第171回理事会 

専門委員会からの報告・提案に関する件 

教職課程ガイドライン検討委員会及び教職課程ガイドラ

イン外部評価委員会に関する件 

維持会員の退会に関する件 

平成31年度事業計画と予算の基本方針に関する件 

11月30日

（土） 

日本大学通信教育部３

号館地下多目的ホール 
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11日

（水） 

文部科学省総合教育政

策局教育人材政策課 
意見情報交換 

教職課程ガイドラインの作成について 

教職に関するリカレント教育プログラム講習開発につい

て等 

12月16日

（月） 
東京ガーデンパレス 第4回メディア授業研究会 著作権フォーラムの動向について等 

12月17日

（火） 

アイビーホール 

    （表参道） 

著作物の教育利用に関する関係者フォ

ーラム （第5回） 
著作権法第35条について等 

12月18日

（水） 

文部科学省高等教育局

企画課 
意見情報交換 学生調査に関する件等 

 

 

▼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）。 

 


