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 令和3年3月末申請の大学の学部等の設置等認可の諮問について                       

 令和3年3月末に申請のあった「令和4年度開設予定の公私立大学の学部等の設置認可」等について、大学設置・学

校法人審議会にて、文部科学大臣から大学設置・学校法人審議会へ諮問した。 

 通信制に関するものは次のとおり。 

（大学）                         令和4年度開設予定学部等認可申請（令和3年4月） 

大学名（設置者） 位 置 学部名 学科名 入 学 定 員 

岐阜女子大学 

（学校法人華陽学園） 

岐阜県

岐阜市 
文化創造学部 文化創造学科 

100 人 

(3年次編入学定員) 200人 

 

◆協 会 だ よ り◆                                                 

  一般財団法人放送大学教育振興会の令和３年度助成金の公募について                      

 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、3月30日に同振興会が募集する2021年度助成

金の公募についての文書をメールで送付した。助成は、（１）放送、インターネット等を利用した高等教育に関し、その

効果的な教育内容、教育方法、教材、教育システム等に係る研究開発事業、（２）放送、インターネット等を利用した高

等教育に関し、その国外の教育研究機関等への普及・協力に係る事業及び国際的な交流に係る事業となっており、助成

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2021（令和3）年度末までに完了する事業となっている。 

選考結果は７月下旬の予定。 

 

 令和２年度の「入学者調査」まとまる                                     

当協会による「入学者調査」（令和２年度）がまとまった。  

 入学者総数は、大学が37,564名（正規の課程25,219名）、短期大学が7,364名（正規の課程 6,367名）で、前年度よ

り大学が 99.1%（正規の課程99.7%）、短期大学が103.0%（正規の課程 102.2%）となった。 

 また、大学院は 499名（正規の課程 485名）であり、前年度より 107.1%（正規の課程 106.8%）となった。  

 この「入学者調査」では、総括表の他に、課程別、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11日に『大学通信教育資料「入学者調査」（令和２年度）』（内部資料62）として刊行し、文部科学省及び加

盟各校に配付した。 

 

 文部科学省によるメディア授業及び通信教育の質保証に関するヒアリング等について               

文部科学省高等教育局専門教育課からの依頼で、武蔵野美術大学及び私立大学通信教育協会のオンラインでの面談が

行われ、主にメディア授業やハイブリッド型授業（面接＆オンラインの併用）に関する質疑応答があった。高橋理事長

からは、公式見解ではなく私的メモとして、大学通信教育設置基準の課題や改善点、大学設置基準の見直し論に関連し

ての遠隔授業の単位数上限、通信制をとることで十分な学習効果が得られる分野、通信制におけるオンライン授業の活

用促進策等に関する意見メモを提出した。 



  

 

また、同省から「人文社会系、理系の学部、保育士資格・教育学関係」の通信教育課程に関するヒアリングの依頼が

追加であり、人文社会系で複数学部を開設している日本大学、理系の学部開設の帝京大学、保育士資格・教育学関係で

佛教大学に相談を行い、文部科学省のヒアリングについて承諾を頂戴し、既に3校ともヒアリングを実施済みである。 

 なお、６月 17 日には、高橋理事長が同省の担当官を訪問して、大学通信教育設置基準に関する質問に答える形で情

報意見交換を行っている。 

 

 「大学通信教育実態調査（令和3年度版）」について                              

 当協会では、運営委員会を中心に「大学通信教育実態調査」(令和 3 年度版／2 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」の調査を実施している。調査結果の刊行は、令和3年8月下旬を

予定。 

 

 文部科学省依頼の「大学通信教育の開設科目に係る実態調査」の実施について                  

文部科学省から、今後の中央教育審議会での通信設置基準等の議論に向けて、通信制大学における授業形態（対面、

印刷教材、放送、メディア）の実施割合等の調査依頼があり、5月21日に加盟各校に「大学通信教育の開設科目に係る

実態調査」を行った（〆切6月18日まで）。また、本調査は、過去に遡っての調査であり、手作業では難しいことや大

学によるデータ収集の方法が異なることから不都合が生じるとの意見が複数の大学から寄せられた。このような場合は、

項目によっては空欄とし、集計不可能な項目として明記することとしている。 

（大学総計 / 6月30日現在） 

2019年度(令和元年度)年間実数    

区分 開設科目数 登録人数 単位授与人数 補注 

ア. 印刷教材等による授業 5,046 438,739 155,078   

イ. 放送授業 20 2,526 272   

ウ. 面接授業 4,045 244,298 118,289   

エ. メディア授業 1,148 153,058 94,998   

複数の授業形式を採用する授業 1,625 189,918 51,145   
 

2020年度(令和2年度)年間実数     

区分 開設科目数 登録人数 単位授与人数 補注 

ア. 印刷教材等による授業 5,073 440,247 188,093   

イ. 放送授業 10 0 0   

ウ. 面接授業 2,056 88,695 46,865   

エ. メディア授業 2,879 263,939 153,031   

複数の授業形式を採用する授業 1,607 171,108 45,115   
     

2021年度(令和３年度)年間予定 記入時で同年度開講予定の面接授業なども記入してください ※令和3年記入時現在 

区分 開設科目数 登録人数 単位授与人数 補注 

ア. 印刷教材等による授業 4,930 337,826 （空欄）   

イ. 放送授業 21 2,304 （空欄）   

ウ. 面接授業 2,882 130,847 （空欄）   

エ. メディア授業 2,379 211,982 （空欄）   

複数の授業形式を採用する授業 1,625 144,292 （空欄）   

 

（大学院総計 / 6月30日現在） 

2019年度(令和元年度)年間実数    

区分 開設科目数 登録人数 単位授与人数 補注 

ア. 印刷教材等による授業 609 993 860   

イ. 放送授業 1 3 3   

ウ. 面接授業 197 759 647   



  

 

エ. メディア授業 126 533 402   

複数の授業形式を採用する授業 111 319 235   
 

2020年度(令和2年度)年間実数     

区分 開設科目数 登録人数 単位授与人数 補注 

ア. 印刷教材等による授業 617 952 1,424   

イ. 放送授業 2 3 3   

ウ. 面接授業 143 446 363   

エ. メディア授業 201 802 597   

複数の授業形式を採用する授業 109 307 203   
     

2021年度(令和３年度)年間予定 記入時で同年度開講予定の面接授業なども記入してください ※令和3年記入時現在 

区分 開設科目数 登録人数 単位授与人数 補注 

ア. 印刷教材等による授業 608 764 （空欄）   

イ. 放送授業 0 0 （空欄）   

ウ. 面接授業 154 466 （空欄）   

エ. メディア授業 176 751 （空欄）   

複数の授業形式を採用する授業 100 250 （空欄）   

 

（短期大学総計 / 6月30日現在） 

2019年度(令和元年度)年間実数    

区分 開設科目数 登録人数 単位授与人数 補注 

ア. 印刷教材等による授業 534 17,640 12,143   

イ. 放送授業 0 0 0   

ウ. 面接授業 373 11,544 7,368   

エ. メディア授業 26 1,718 1,403   

複数の授業形式を採用する授業 177 11,383 7,143   
 

2020年度(令和2年度)年間実数     

区分 開設科目数 登録人数 単位授与人数 補注 

ア. 印刷教材等による授業 544 17,760 11,957   

イ. 放送授業 0 0 0   

ウ. 面接授業 294 10,135 6,225   

エ. メディア授業 141 2,987 2,140   

複数の授業形式を採用する授業 202 11,229 6,886   
     

2021年度(令和３年度)年間予定 記入時で同年度開講予定の面接授業なども記入してください ※令和3年記入時現在 

区分 開設科目数 登録人数 単位授与人数 補注 

ア. 印刷教材等による授業 526 16,478 （空欄）   

イ. 放送授業 0 0 （空欄）   

ウ. 面接授業 279 9,324 （空欄）   

エ. メディア授業 133 3,652 （空欄）   

複数の授業形式を採用する授業 175 9,935 （空欄）   

 

 「第10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10回学生生活実態調査」（令和3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月末に加盟各校に、調査可能な学生数等についてのアンケートを行った。 

 このアンケート結果に基づき、7 月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する予定。調査結果の刊行は、令和4年3月を予定している。 

 



  

 

 令和３年度「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」委員の推薦並びに委嘱について            

昨年度に引き続き、本協会に「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」への委員の推薦依頼があり、高橋陽一

理事長を推薦し、令和3年度においても委員に選任された。 

授業目的公衆送信補償金に係る私学助成について、文部科学省私学部私学助成課、日本私立学校振興・共済事業団助

成部補助金課など、今後も関係諸機関への問合せを継続して行っていく予定である。 

 

 免許状更新講習の存廃に関する文部科学省中央教育審議会での審議等について                  

 文部科学省中央教育審議会「令和の日本型学校教育」を担う教師の在り方特別部会教員免許更新制小委員会において、

免許状更新講習の存廃が審議されることに関して、各大学による更新講習の実施の可否、また本協会の更新講習に関す

る共通教材『新しい教育事情』（収益事業）に関係することから、6月 22 日に同省の総合教育政策局教育人材政策課と

ZOOMにより面談を行った。担当官からは、存廃についての明言はなく、審議状況を見守っているとのことだった。な

お、審議状況は、YouTubeでライブ配信を行っている。 

 

 令和 3年秋期合同入学説明会の開催について                                  

今秋の合同入学説明会は、今春の開催方法を基本（事前予約制）として、参加校の管理の下で Web 機材の導入を認

めて開催することとした。出張者の人員の制約や削減を図るのが目的であり、混雑が予想される参加校（ブース）に限

ってWeb機材の持ち込みを認めることとした。開催都市や日程は次のとおり。予算削減のため、札幌開催は行わない。 

 

（令和3年秋期合同入学説明会の開催） 

都市 開催日 会場名 

東 京 8月28日（土） 新宿エルタワー30階 

名古屋 8月21日（土） 愛知県産業労働センター８階（ウィンクあいち） 

大 阪 8月22日（日） 梅田スカイビルタワーウエスト10階 

福 岡 8月29日（日） エルガーラホール８階 

 

「大学通信教育職員研修会」開催について                                    

 運営委員会主催である「令和 3年度大学通信教育職員研修会」は、新型コロナウイルスの影響を鑑み、10月5日（火）の

１日開催とし、ZOOM による遠隔開催で行うこととした。参加費は無料。また、参加人数は、大学・短期大学グループ（第 1、

第2グループ）が1大学につき2名まで、大学・短期大学グループ（中堅職員/第3グループ）が1大学につき1名まで、大学院

グループが1大学院につき2名までとなっている。タイムスケジュールは次のとおり。 

 

日 時：令和3年10月5日（火）12：30～16：40 

場 所：ZOOMによる遠隔開催（大学等からの接続） 

開催スケジュール： 12：30～13：15 講演 

13：15～13：40 事務連絡、休憩 

          13：40～16：40 グループ討議、 

 16：40～    解散 

 

 

▼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 E-mail:smatsuda@uce.or.jp） 


