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設置の趣旨等を記載した書類 
 
 

１．設置の趣旨及び必要性 

 

〔１〕設置の趣旨 

（１）既設学科の沿革と現状 

大阪工業大学を設置する本法人は、将来の工業技術者の育成を目指して大正 11年に創
設した関西工学専修学校に始まり、以来 80 年以上にわたり、わが国の科学技術をリー
ドする人材を輩出してきた。大阪工業大学は、戦後の学制改革によって、当時の摂南工

業専門学校を新制大学として昇格させたもので、昭和 24 年に摂南工業大学として開学
した〔同年、大阪工業大学に改称〕。 
現在、3学部 15学科、3研究科 10専攻を擁する本学は、本法人の発足当時の精神を発

展的に継承し、長年にわたって培ってきた伝統と実績をベースに、変化する時代の潮流と

社会のニーズを反映した新しい科学技術を創造し、そこに生じるアイデア、ノウハウを守

り育て、社会に役立てるため、科学技術イノベーションと知的創造サイクルを推進する人

材の育成を目指している。 
本学工学部では、国の科学技術の重点分野である「ライフサイエンス」「情報通信」「環

境」「ナノテクノロジー・材料」の 4分野を視野に入れ、工学教育の改革を行ってきた。
平成 18 年 4 月に「環境工学科」「空間デザイン学科」「生体医工学科」を新設し、さら
に経営工学科を「技術マネジメント学科」に名称変更した。現在、都市デザイン工学科、

環境工学科、空間デザイン学科、建築学科、技術マネジメント学科、機械工学科、生体

医工学科、電気電子システム工学科、電子情報通信工学科、応用化学科の 10 学科で構
成している。 
これらの学科は、日本の産業を支えるそれぞれの分野に必要とされる人材を教育すべ

く、産業技術を構築するための学問を教授し、産業界の多くの分野に人材を輩出してき

た。 
 

（２）学科新設の背景 

本学工学部では、関西医科大学との大学間連携を基礎に、医工学研究センターを設置

し、医工連携の教育と研究を展開してきた。生体医工学分野が包括する学問分野は広い

ため、学生が将来の進路を選択し、必要とする科目を選択しやすいように、生体医工学

科（平成 22年 4月学生募集停止予定）では、「ロボティクスコース」と「バイオメディ
カルコース」を設け、機械・電子・材料・医工学にわたる幅広い教育を展開してきた。

「ロボティクスコース」では、機械工学、電子工学、情報工学を中心に教育を、「バイオ

メディカルコース」では電子工学、情報工学、生物学、生命工学を中心に教育をそれぞ

れ行ってきた。 
今回の改組においては、以上の経過を踏まえ、ロボティクス系の教員と教育カリキュ
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ラム、バイオメディカル系の教員と教育カリキュラムの実績を有効に利用し、より教育

の専門性を高めるために、「ロボット工学科」と「生命工学科」を設置するものである。 
①ロボット工学科 

「生体医工学科」（平成 22 年 4月学生募集停止予定）のロボティクスコースを基礎に、
生体に関する科学的知識に関する教育だけでなく、メカトロニクスに関する教育をさら

に強化する。これにより、従来の学問領域である機械工学、電気電子工学、制御工学、

情報工学の学問領域を包含した融合領域を総合的に教育するとともに、人に関する科学

的知識に関する教育を付加した教育を行い、21 世紀のロボットを中心とする産業創生を

担う人材を育成するために、ロボット工学科を新設する。 

②生命工学科 

「生体医工学科」（平成 22 年 4 月学生募集停止予定）のバイオメディカルコースの流
れを受けて、従来からの医工学系に加えて、生命科学系まで教育研究領域を広げるもの

である。すなわち、工学の基礎の上に、生物・医工学にわたるサイエンスの幅広い基礎

知識と応用能力を育成する学科という位置づけである。従来からの医工学系で養成して

きた医療機器メーカーの開発技術者に加えて、生命科学系まで広げることにより、食品・

化粧品業界の開発技術者を養成する。 
 

 
〔２〕設置の必要性 

①ロボット工学科 

20 世紀の産業界において、製造工程で活躍したのが産業用ロボットである。21 世紀に

入り、ロボットは産業用のみならず、ヒューマノイドロボットを初めとして、アミュー

ズメントロボット、医療福祉ロボットなど、人間との係わりを深めた新しいタイプのロ

ボットが期待され、日本の新しい産業創生の目玉として位置づけられている。 

これらの新しいロボット創生のための技術及び教育をロボット工学は担っているとい

える。この学問分野は、機械工学、電気電子工学、制御工学、情報工学、生体機能応用

の工学などを融合した領域であり、ロボット工学を学ぶということは、ロボットという

キーワードを中心にこれらの専門領域の基礎知識、基盤技術を習得し、それを応用・実

践する力を養うことである。 

また、これからの社会で機械と人間が共存するためには、人間と機械の親和性を高め

るための知識が必要となる。例えば近年の脳科学、認知科学の分野においては、人間の

脳におけるさまざまな働きの究明が進み、脳の思考過程の計測、脳の活動のリアルタイ

ムな計測、生理心理状態の計測等の手段が発達し、人間と機械のインタフェースが可能

な時代となってきた。このような最先端の科学技術がロボット工学の中に取り入れられ

ようとしている。つまり脳神経科学や生体に関する科学的知識を取り込んだロボット技

術を創生して、21 世紀の新しい産業創生が図られようとしている。 

以上のような産業界の要望をふまえ、ロボットの開発に必要とされる基礎学力と技術

を身につけ、さらに応用し実践する力を備えた技術者を養成し、世の中に送り出すため

に、「ロボット工学科」を新設するものである。これは 21 世紀の新しい産業創生のため

の技術教育を目指したものである。 



 3 

近年、高等教育に対して、産業界、特に製造業界から次のような指摘と強い要望があ

る。産業界では機械設計または電気回路設計だけのように特化される技術を身につけて

いる人材も必要であるが、メカトロニクス（メカニクスとエレクトロニクスの合成語）

に強い人材、すなわち自ら機械を設計し、電子回路を用いて制御し、プログラムを書い

て動作させることのできる技術を持った人材を望んでいる。この産業界の高等教育への

要望は、従来の学問領域である機械工学、電気電子工学、制御工学、情報工学の縦割り

の学問分野の教育に収まらず、これらの学問領域を包含した融合領域の教育が求められ

ているのである。ロボット工学科の学問分野はこれらの融合領域であり、産業界の要望

に応える学科である。 

担当予定教員が直接多くの分野の企業を訪問し、面接調査を行った結果、この 10 年来

の産業界の多くはメカトロニクス技術を習得した人材を求めている。すなわち、ロボッ

ト工学は未来のロボットを創造するための学問のみならず、現在の産業界の多くの製造

企業が必要とする技術に関する学問であるとの認識を得た。このような社会の要請に基

づきロボット工学科を新設し、メカトロニクス技術を習得した学生を社会に輩出し、日

本の産業界、製造業界が必要とする人材育成を行うことが、ロボット工学科の社会的使

命であると考える。 

②生命工学科 

近年の産業界では、高齢化社会を背景に、健康・医療に対するニーズは高まる一方で

ある。また、バイオテクノロジーに代表される生物領域の技術や人工臓器・再生医療に

代表される医療技術の進歩は、新しい産業の芽を育てつつある。しかし、生物や医療の

知識だけでは、科学の進歩の成果を社会に還元することは困難である。すなわち、これ

らの産業を支える人材には、工学の基礎の上に、生物・医療にわたるサイエンスの幅広

い基礎知識と応用能力が求められる。これらの健康・医療に関連する業界は、人間社会

に必須であり、急激な市場の拡大は見込めないものの、経済変動の影響は小さい。平成

20 年 10 月に実施した食品・化粧品・医療機器などの企業 20 社に対するヒアリングの結
果、企業規模については大規模のものよりも中規模以下のものが多く、各企業の求人規

模も各年度 10 人以下の場合が多いが、毎年度、定常的に生命工学分野の人材が必要とさ

れる傾向にある。 

生命工学は、機械・電子・材料などの工学と、生物や医工学が融合した教育研究領域

である。生命工学を学ぶことにより、工学から生物・医工学にわたる幅広い知識と基盤

技術を修得し、それを応用・実践する力を養うことができる。その実現のために、教育

研究分野を従来の医工学領域から生命科学領域までカリキュラムの幅を広げ、必要とな

る教員を配置する。機械・電子・材料の工学基礎を核として化学・生物・医工学を学ば

せることによって、人工臓器などの医療機器の開発技術者の養成を目指す。さらに、化

学・生物の基礎を核として、材料・医療を学ばせることによって食品・化粧品業界の開

発技術者の養成を目指すほか、数学・計測・電子の基礎を核として感覚器工学やヒュー

マンインタフェースなどの応用分野を学ばせることによって計測機器メーカーの開発技

術者の養成を目指す。 
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２．学科の特色 

 
中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」において、新時代の高等教育は全

体として多様化し、学習者の様々な需要に的確に対応していく必要があると提言されて

いる。 
今般設置する 2 学科は、次代の産業創生を支え、人間と機械の親和性を高める技術者

や生物・医療に関する業界で活躍する技術者の養成を目的として教育・研究を展開して

いくものであり、本学工学部の個性・特色を一層明確にしていくものである。 
 

①ロボット工学科 

核となる専門教育を機械工学、電気・電子工学、制御工学、情報工学とし、これらを

電子・機械系、計測システム系、数理・情報系の科目として体系的に学習する。またヒ

ューマンサイエンス系では工学の立場から脳・神経系、生理心理系、筋肉運動系等の仕

組みを学習する。核となる専門教育に加え、ヒューマンサイエンス系の教育を行うこと

により、社会が要請するメカトロニクス技術の専門技術者を養成するとともに、次世代

のロボット工学の重要な知識を学習する。さらに授業で学んだ知識を演習、実験などの

実践教育を通じて、応用力を養うように工夫している。特にロボット工学実験は少人数

で実施し、ローテーションする実験を通して学ぶ実践教育である。 

②生命工学科 

医工学領域と生命科学領域を包含する学際領域であり、国際的にも教育研究の発展途

上分野として注目されている。学際領域としてふさわしい多様な教員構成と、教育研究

施設・設備、教育課程に関して、世界中で試行錯誤が繰り広げられている。生命工学科

では、機械・電子・材料などの工学と生物・医療との融合領域を専門とする教員、生物

と医療との融合領域を専門とする教員で構成する。また、医工学系・生命科学系の実験

施設・設備を備え、研究室に隣接して実験やゼミナールを実施できるように考慮した施

設配置とする。その上で、国際的な教育課程研究ネットワークと連携しながら、工学と

生物・医療との融合領域の学修を可能とするカリキュラムを追求する。すなわち、ゼミ

ナール・ローテーション実験・卒業研究を１年生から４年生にかけて連続的に相互に連

携させ、少人数で、実践的な教育を展開できるように工夫する。この中核カリキュラム

と並行して、医工学系と生命科学系の専門科目を配当し、機械・電子・材料などの工学

から生物・医療に至るまで広く学べるように授業科目を配当し、基礎と応用の学修を並

行的に構成する。以上のように、生命工学科のカリキュラムポリシーは、医工学系と生

命科学系を 2 本の柱に、ローテーション実験と少人数ゼミナールを核として、工学系の

基礎の上に、生物・医療へと広がる教育研究体系を形成するものである。本カリキュラ

ムは、人間社会に必須の医療・食品・健康分野の新産業に対応できる人材を養成するた

めに、人材受け入れ側の要求を調査し、国際的な教育研究ネットワークとの連携のもと

に、社会の要請に応えていくものである。 
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３．学科の名称及び学位の名称 

 

〔１〕学科の名称 

①ロボット工学科 

機械工学、電気・電子工学、制御工学、情報工学の融合領域に関する教育・研究を推

進し、未来のロボットを創造する学科であることから、学科名を「ロボット工学科」と

する。 

②生命工学科 

工学の基礎の上に、生物・医工学にわたる分野を学ぶ、「生命科学」と「医工学」を包

含する名称として、学科名を「生命工学科」とする。 
 
〔２〕学位の名称 

工学を基礎としているため、工学部既存の他学科と同様に「学士（工学）」とする。 
 
〔３〕英訳名称（学科、学位） 

①ロボット工学科 

ロボット工学に代表される学問の教育・研究を推進する学科であることから、学科、

学位の英訳名称は次のとおりとする。 

 

 

 

 

②生命工学科 

「生命科学」と「医工学」を包含する分野で国際的に使用されている標準的な表記と

して学科、学位の英訳名称は次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

学科名称 ： Department of Robotics 

学位名称 ： Bachelor of Engineering 

学科名称 ： Department of Biomedical Engineering 

学位名称 ： Bachelor of Engineering 
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４．教育課程の編成の考え方及び特色 

 

〔１〕教育・研究の基本方針 

①ロボット工学科 

産業界の高等教育に対する要望を踏まえ、核となる専門教育を機械工学、電気・電子

工学、制御工学、情報工学の融合領域とし、これらの学問領域を体系的に教育するとと

もに、脳・神経系、生理心理系、筋肉運動系等の生体に関する科学的知識教育を行い、

ロボット工学の基礎学問と最先端科学が融合した知識及びその実践力を養う教育を行う。

これらの基本となる教育に基づき、卒業研究を含めて 21 世紀に新しい技術の創生に役立

つ研究活動を継続して行う。 

②生命工学科 

工学と生物・医療の融合領域における研究成果を社会に還元できる人材の育成を実現

する観点から、「医工学系」と「生命科学系」を中心として体系的に教育課程を編成する。

すなわち、ゼミナール・ローテーション実験・卒業研究を１年生から４年生にかけて連

続的に相互に連携させ、少人数で実践的な教育を展開できるようにする。この中核カリ

キュラムと並行して、「医工学系」と「生命科学系」の専門科目を配当し、工学から生物・

医療に至るまで広く学べるように授業科目を配当し、基礎から応用に至る教育課程を低

学年から高学年にかけて順次・体系的に編成することによって生命工学教育研究活動の

拠点を形成する。 

 

〔２〕教育課程の編成の考え方及び特色 

教育課程は、各授業科目を共通科目と専門科目に区分したうえで、各授業科目を必修

科目、選択科目に区分する。共通科目と専門科目を 1 年から 4年次にかけて並行的に学
修させることによって、幅広く深奥な教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を

滋養する。 

共通科目は、「人文社会」「総合」「外国語」「体育」に区分する総合人間学系と、「数学」

「物理」「化学」「地学」「生物」に区分する総合理学系から構成する。なお、共通科目は、

工学部各学科共通とする。 
①ロボット工学科 

ロボット工学科の専門科目は、専門基礎科目、共通のほか、数理・情報系、計測・シ

ステム系、電子・機械系及びヒューマンサイエンス系に関連する科目、それぞれの分野

に関連する実験実習科目及び卒業研究で構成する。ロボット工学の基礎となる科目を各

系にバランスよく配置し、ヒューマンサイエンス系を加えることにより、総合的かつ先

進的なロボット工学の知識・技術を教授する。 
（ａ）「専門基礎科目」においては工学の基礎を学習するための科目を配置する。特に

ロボット工学の専門科目を学ぶにあたり、『微積分Ⅰ・同演習』『微積分Ⅱ・同

演習』『線形代数学Ⅰ』『線形代数学Ⅱ』『微分方程式Ⅰ』『微分方程式Ⅱ』の基

礎数学や『基礎情報処理』を『物理実験』とともに編成し、関連する基礎学力

の修得を目指す。 
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（ｂ）「共通」に関連する科目では『ロボット工学概論』『基礎ゼミナール』『機械工作

実習』などの導入教育を 1 年次に配当し、『ロボット工学実験Ⅰ』『ロボット工

学実験Ⅱ』『ロボット工学実験Ⅲ』を通したものづくりに直結した実践教育科

目を 2・3 年次に配当し、さらに技術者として社会の一員になるための『工学

倫理』を 4 年次に配当する。 
（ｃ）「数理・情報系」では『応用数学Ⅰ・同演習』『応用数学Ⅱ・同演習』『確率統計

学』『コンピュータシステム基礎』『情報処理Ⅰ・同演習』『情報処理Ⅱ・同演

習』及び『信号処理』を通して、コンピュータにより機械を制御・駆動するた

めのコンピュテーション、プログラミングなどの情報処理を、基礎から演習ま

でを含め教育する。応用数学及び情報処理がロボット工学においては共通の基

礎であるとの認識のもと、『応用数学Ⅰ・同演習』『応用数学Ⅱ・同演習』及び

『情報処理Ⅰ・同演習』『情報処理Ⅱ・同演習』を必修とする。配当年次は 2
年次を主としている。 

（ｄ）「計測・システム系」では、工学の基礎である単位系やセンシング技術を学ぶ『計

測工学』、ロボットの制御理論を学ぶ『制御工学Ⅰ』『制御工学Ⅱ』や『運動制

御工学』、ロボットを構築するための要素技術である『メカトロニクス』、ロボ

ットの人工頭脳に関する『知能ロボット』等、ロボットを駆動するための手法

に関する教育を行う。『計測工学』『制御工学Ⅰ』を必修とし、他の科目を選択

とした。計測・システム系では基礎となる『計測工学』を 1・2 年次に配当し、

『制御工学Ⅰ』『制御工学Ⅱ』を 2・3 年次に配当し、残りの科目を 3・4 年次

に配当する。 
（ｅ）「電子・機械系」では『電磁気学』『電気回路』及び『電子回路Ⅰ』『電子回路Ⅱ』

の電気系や、『材料力学』『機構学』『機械力学』『マイクロマシン』の機械系に

加えて、『設計製図』、『機械電気 CAD・同演習』の設計手法を教育する。機械設

計、電気回路設計の基本となる『電磁気学』及び『材料力学』を必修科目とす

る。配当年次は『材料力学』を 1・2 年次に、『電磁気学』『電気回路』『設計製

図』を 2 年次に、残りの科目を 2・3 年次に配当する。 
（ｆ）「ヒューマンサイエンス系」では、『感覚器工学』や『生体情報工学』等、脳、

神経系や筋肉運動に関する科学的知識及び生理学的知識に関する教育を行う。

この系では必修を無くし、学生自身が興味を抱く科目を自由に選択できるよう

にしている。配当年次は『感覚器工学』を２年次に、『生体情報工学』『生理心

理工学』を 3 年次に、残りの科目を 4 年次に配当する。 
（ｇ）専門科目にはさらに、最終年次に卒業研究を配し、その卒業研究を円滑に行う

ため、『ロボット工学ゼミナール』を開設する。『卒業研究』及びその導入とな

る『ロボット工学ゼミナール』は、文献調査、実験計画や論文作成などの実践

を通じた重要な工学教育であるとの認識から、必修とする。配当年次は『ロボ

ット工学ゼミナール』を卒業研究の導入教育と位置づけて 3 年次に、『卒業研

究』を 4 年次に配当する。 
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②生命工学科 

必修科目は、『生物実験』『化学実験』『医工学実験』『生命工学ゼミナールⅠ』『生命工

学ゼミナールⅡ』『生命工学ゼミナールⅢ』『バイオメディカル工学ゼミナールⅠ』『バイ

オメディカル工学ゼミナールⅡ』『技術史』『工学英語』『工学倫理』『卒業研究』とし、

『卒業研究』以外の必修科目を「基幹科目」に配する。 

専門科目には、学習者が生命工学分野のカリキュラムポリシーに基づく体系が見やす

く、履修計画が立てやすいように、「専門基礎科目」「基幹科目」「医工学系」「生命科学

系」「共通」を設定する。すなわち、生命工学の数理情報的な裏付けとしての科目を「専

門基礎科目」、生命工学の中核をなす実験・ゼミナール及び技術者として必須となる科目

を「基幹科目」、情報・電子・機械・材料・医療などの医工学の専門科目を「医工学系」、

化学・生物・生命に関連する理工学科目を「生命科学系」、生体計測・応用に関する科目

を「共通」として区分する。 

（ａ）「専門基礎科目」では、生命工学に共通の情報処理演習として『基礎情報処理』、

生命工学に共通の物理実験として『物理実験』を配当し、1・2・3 年次で履修す

る。また、生命工学分野に共通の数学的基礎として『微積分Ⅰ・同演習』『微積

分Ⅱ・同演習』を、生体計測志向履修モデルの数学的基礎として『線形代数学Ⅰ』

『線形代数学Ⅱ』を、医工学系の臨床工学の数学的基礎として『応用数学Ⅰ』『応

用数学Ⅱ』をそれぞれ配当する。1・2・3 年次に、他の専門科目や実験と並行し

て履修させ、学習の動機づけを高めながら、数理基礎を身につけさせる。 

（ｂ）「基幹科目」に配置する 11科目を必修とし、『技術史』『工学倫理』など、技術者
としての教養・広い視野を育成するための科目と、専門分野への学習意欲向上や

目的意識の明確化を図るためのゼミナール科目を配置する。また、実験科目『生

物実験』『化学実験』『医工学実験』を１・2・3 年次に開講し、10 人程度の学生

が１つのグループとなり、複数週を各教員が担当する 1 つの課題に充て、順番に

1 つずつ課題を履修する。これらの実験科目を履修することにより、専門分野へ

の動機付けを行うとともに、実験を通して工学技術の面白さを体験させる。ゼミ

ナール科目では、『生命工学ゼミナールⅠ』を 1・2 年次で履修し、生命工学分野

への導入教育を行う。また、『生命工学ゼミナールⅡ』『生命工学ゼミナールⅢ』

を 2・3 年次で、『バイオメディカル工学ゼミナールⅠ』『バイオメディカル工学

ゼミナールⅡ』を 3・4 年次で履修し、10 人程度の学生に対して教員 1 人が対応

して、チームワークを生かしながら、年次に応じて段階的に、課題設定能力・実

験計画能力・デザイン能力の育成を図る。さらに『技術史』『工学倫理』を配置

することによって、工学技術を広い視野から眺め、技術者の社会的な責任を自覚

させるなど、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を滋養す

る。 

（ｃ）「医工学系」では、導入としての『医工学概論』『医用情報処理』『生体計測工学』

を 1・2 年次、専門分野の基礎となる計測・情報・電子・機械・材料に関する『医

用電気工学』『バイオエレクトロニクス』『バイオメカニクス』『バイオマテリア

ル』『生体物性工学』を 2 年次、医療機器業界から要望の強い『バイオレオロジ

ー』『高分子工学』『生体システム工学』『人工臓器』『医学総論』を 2・3 年次に
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それぞれ開講する。 

（ｄ）「生命科学系」では、化学の基礎として『無機化学』『有機化学』、生物学の基礎と

して『生物学 a』『生物学 b』を 1・2 年次、生命科学の基礎として『細胞生物学』
『神経生物学』を 1・2・3 年次、応用科目として『分析化学』『生物物理学』『バ

イオテクノロジー』『生化学』を 2・3 年次、『生物情報工学』を 2・3・4 年次、『応

用光学』『バイオイメージング』『生物機能工学』『タンパク質工学』『分子生物学』

『細胞・組織工学』を 3・4 年次にそれぞれ開講する。食品・化粧品業界からの

要望の強い、化学の基礎及び分析化学に関する科目を配当する。 
（ｅ）「共通」では、応用科目として『薬理学』『先端技術論』を 3・4 年次で、『特別講

義』を 1・2・3・4 年次で開講するほか、計測機器メーカーなどから要望の強い

実践的な科目として『マイクロナノマシニング』『感覚器工学』『画像工学』『生

理心理工学』『ヒューマンインタフェース』を 3・4 年次で開講する。また、1 年
次で『キャリアデザインⅠ』、2 年次で『キャリアデザインⅡ』、3 年次で『イン
ターンシップ』を開講し、キャリアガイダンスにつなげる。 

（ｆ）必修科目である『卒業研究』では、専門知識を深め研究テーマを考究し、論文作

成能力を高める教育を行う。 

 
〔３〕履修順序、配当年次の考え方 

本学においては、基本的な教育方針として専門教育とその基礎教育の充実を図ってい

る。教育課程は共通科目と専門科目で編成しており、主として 1～2 年次で共通科目及
び専門基礎科目・専門科目の教育を行い、3～４年次では共通科目及び専門科目を主に
配当している。必修科目についても、各年次においてバランスよく配当することで４年

間の修学期間で効率的に教育効果を高めることができる教育課程を編成している。 
①ロボット工学科 

  共通科目については、1 年次から 4 年次までの間で、専門科目と並行して履修し、幅
広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を滋養する。 

  専門科目の基幹科目は『ロボット工学概論』『基礎ゼミナール』『機械工作実習』『ロボ

ット工学実験Ⅰ』『ロボット工学実験Ⅱ』『ロボット工学実験Ⅲ』『ロボット工学ゼミナー

ル』として、1 年次から 3 年次まで段階的に・連続的に履修する。 
  機械系志向履修モデルでは、機械設計の基礎となる『設計製図』を 2 年次に履修し、
応用技術である『機構学』『機械力学』『知能ロボット』を 2、3 年次に連続して履修し、

自動車産業を中心とした輸送機器、産業用機器等の機械製造業界における機構設計技術

者の養成に結びつける。 
  電気系志向履修モデルでは、エレクトロニクスの基本となる『電気回路』『電子回路Ⅰ』

『制御工学Ⅰ』を 2 年次に、『画像工学』『信号処理』『電子回路Ⅱ』を 3年次に履修し、
家電製品などの総合電機メーカー、計測機器、医療機器メーカーにおける開発技術者の

養成に結びつける。 
  制御・情報系志向履修モデルでは、情報処理の基礎となる『応用数学Ⅰ・同演習』『応

用数学Ⅱ・同演習』『情報処理Ⅰ・同演習』『情報処理Ⅱ・同演習』などを 2 年次に、『信

号処理』『ヒューマンインタフェース』などを 3 年次に履修し、計測制御機器、情報通信
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機器業界における開発技術者の養成に結びつける。 
  人間系志向履修モデルでは、科目全体のバランスに考慮し、数理・情報系、計測・シ

ステム系、電気・機械系におけるバランスのとれた科目を 2、3 年次に履修し、ヒューマ

ンサイエンス系の『生体情報工学』『生理心理工学』『生体機能工学』などを 3、4 年次に

履修し、医療機器、ヘルスケア機器業界における設計開発技術者の育成に結びつける。 
②生命工学科 

共通科目については、1 年次から 4 年次までの間で、専門科目と並行して履修し、幅

広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を滋養する。 

専門科目の基幹科目については、10 人程度の学生に対して 1 人の教員が対応する少人

数の実験・ゼミナールをコア科目として 1 年次から 4 年次まで段階的・連続的に履修す

る。 
医工学志向履修モデルでは、化学基礎として『無機化学』『有機化学』、生物学基礎と

して『生物学 a』『生物学 b』『細胞生物学』を 1 年次で履修し、医工学系の科目を 2 年次

から 3 年次にかけて履修し、専門基礎科目の『応用数学Ⅰ』『応用数学Ⅱ』を 3 年次で履

修し、『先端技術論』などの応用科目を履修し、医療機器メーカーの開発技術者の養成に

結びつける。 
生命科学志向履修モデルでは、生命科学系の科目を中心として 1 年次から 3 年次にか

けて基礎から応用へと段階的に履修し、食品・化粧品業界の開発技術者の養成に結びつ

ける。 

生体計測志向履修モデルでは、化学基礎として『無機化学』『有機化学』を 1 年次で履

修し、医工学系の科目を 2 年次から 3 年次にかけて履修し、共通の『感覚器工学』『ヒュ

ーマンインタフェース』などの実践的な科目を 4 年次で履修し、計測機器メーカーの開

発技術者の養成に結びつける。 
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５．教員組織の編成の考え方及び特色 

 

〔１〕教員配置の考え方 

①ロボット工学科 

4 分野、すなわち「数理・情報系」「計測・システム系」「電子・機械系」「ヒューマン

サイエンス系」の教育・研究を目標としており、これらの系に関して学術面において、

かつ実用技術面においても高い業績を有する専任教員を配置する。 

②生命工学科 

医工学系と生命科学系の各々に対して高い業績を有する教員を専任として配置し、主

要な専門科目に対して、教員間での内容の相互チェック機能が働くように「複数教員の

共同担当」または「複数教員で分担(オムニバス)」の形式で、専任を中心とした教員配
置とする。 

 
〔２〕教員配置の計画と特色 

①ロボット工学科 

専門科目の教育課程は、「数理・情報系」の 7 科目、「計測・システム系」の 12 科目、
「電子・機械系」の 10 科目、「ヒューマンサイエンス系」の 8 科目に加えて、「専門基
礎科目」の 8 科目、「共通」の 14 科目と『卒業研究』で構成され、全授業科目は 60 科目

である。このうち、41 科目は専任教員が担当し、16 科目は兼担教員が担当し、3 科目は
兼任教員が担当する。ロボット工学科では全科目において専門性を重視し、専任教員、

兼担教員ともに博士号の学位を有する教員で構成する。兼任教員の任用においても博士

号を重視した選択を行う。 

「数理・情報系」の中核科目は『応用数学Ⅰ・同演習』『応用数学Ⅱ・同演習』『情報

処理Ⅰ・同演習』『情報処理Ⅱ・同演習』であり、この系にはロボット工学科において基

礎となる応用数学及び計算機アルゴリズム、プログラミング等に経験の豊富な専任教員

が担当する。 

「計測・システム系」の中核科目は『計測工学』『制御工学Ⅰ』であり、この系はそれ

ぞれの科目を専門とし、より教育効果をあげるために、ロボットの制御を専門とする専

任教員が担当する。 
「電子・機械系」の中核科目は『電磁気学』『材料力学』であり、この系はそれぞれの

科目を専門とし、かつロボットの設計製作に関する十分な研究実績を有する専任教員が

担当する。 
「ヒューマンサイエンス系」の中核科目は『感覚器工学』『生体情報工学』『生理心理

工学』であり、脳神経系をはじめヒトの生体機能に関して造詣の深い専任教員が担当す

る。 
②生命工学科 

生命工学分野は医工学系と生命科学系に大別される。機械・電子・材料・医療の連携

による、工学の基礎の上に医療及びその関連技術へと展開させる医工学系では、各分野

を背景として医工学分野を専門とする教員を専任として配置する。化学・生物を基礎と
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して生命科学へと展開する生命科学系では、化学及び生物を背景として生命科学を専門

とする教員を専任として配置する。医科大学との連携を基礎とした医工学研究センター

などの学際領域の研究ネットワークを基盤として、人工臓器や再生医療、遺伝子工学な

ど学際的な研究テーマを共通の研究テーマとして教員間での共同研究体制を形成し、研

究施設・設備の共有化も可能にしながら、教育研究の活性化を図る。 

専門科目の教育課程は、「専門基礎科目」の 8 科目、「基幹科目」の 11科目、「医工学
系」の 13 科目、「生命科学系」の 17 科目、「共通」の 11 科目と「卒業研究」1 科目で構
成され、専門科目の合計は 61 科目である。このうち、「基幹科目」「医工学系」「生命科

学系」の全科目と「共通」のうちの 3 科目は、「複数教員の共同担当」または「複数教員

で分担(オムニバス)」の形式で教員を配置する。61 科目のうち、45 科目は主として専任
教員が担当し、16 科目は主として兼担教員が担当する。 
必修科目である「基幹科目」、中核科目である「医工学系」「生命科学系」の科目は、

工学博士・理学博士・医学博士の学位を有し、医工学・生命科学領域での研究業績を有

する専任教員が主体となって担当する。「共通」の科目群の「薬理学」「特別講義」「先端

技術論」も専任教員が主体となって担当する。オムニバス方式の一部に、先端的な話題

や実践的な話題を取り入れるために兼任教員を割り当てる。 
『バイオメカニクス』『バイオレオロジー』には、機械工学を背景として、医工学を専

門とする教員、『医用電気工学』『バイオエレクトロニクス』には、電気工学を背景とし

て医工学を専門とする教員、『人工臓器』『医学総論』には、医学を背景として医工学を

専門とする教員を割り当てる。『生体物性工学』『生物物理学』には、応用物理学を背景

とする教員を割り当てる。『バイオマテリアル』『細胞・組織工学』には、材料学を背景

として再生医療を専門とする教員を割り当てる。『バイオテクノロジー』『生物機能工学』

には、材料学を背景としてナノメディシンを専門とする教員を割り当てる。『細胞生物学』

『分子生物学』には、生物学を背景として分子生体機能学を専門とする教員を割り当て

る。『バイオイメージング』『神経生物学』には、生物学を背景として生体情報を専門と

する教員を割り当てる。『タンパク質工学』『生化学』には、化学を背景として有機化学

を専門とする教員を割り当てる。 
 
〔３〕専任教員の年齢構成 

本学の定年は満 64 歳であるが、「特任教員規定」により、人事計画上特に必要と判断

する場合には、満 70 歳に達する年の年度末まで雇用期間を延長することができる。さら

に、人事計画上の必要性を考慮し、満 70 歳を超えても特別に雇用期間を延長することが

できる。本学科の教員組織も、これらの規定を踏まえた編成としている。 
①ロボット工学科 

完成年度末時点の専任教員の年齢構成は、10 人のうち 30 歳以上 40 歳未満が 2 人、40

歳以上 50 歳未満が 4 人、50 歳以上 60 歳未満が 1 人、60 歳以上 70 歳未満が 2 人、70 歳

以上 75 歳未満が 1 人である。教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化に対してバ

ランスのとれた年齢構成となっている。 
②生命工学科 

完成年度末時点の専任教員の年齢構成は、10 人のうち 30 歳以上 40 歳未満が１人、40
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歳以上 50 歳未満が 2 人、50 歳以上 60 歳未満が 4 人、60 歳以上 70 歳未満が 2 人、70 歳

以上 75 歳未満が 1 人である。教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化に対してバ

ランスのとれた年齢構成となっている。 
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６．教育方法、履修指導方法及び卒業要件 

 

〔１〕教育方法 

①ロボット工学科 

ロボット技術を中核として、以下の特色を有する。 

（１）包括的ロボット工学教育 

ロボットを設計製作し駆動するために必要なロボット工学の基本は、機械工学、

電気・電子工学、制御工学、情報工学である。その基本となる工学の科目をバ

ランスよく配置した教育を行う。 

（２）総合的な技術力の養成 

1年次の『基礎ゼミナール』『機械工作実習』、2・3年次の『ロボット工学実験
Ⅰ』『ロボット工学実験Ⅱ』『ロボット工学実験Ⅲ』を通して、ロボット工学に

対する導入と工作機械運転実習や実験による実践教育を行う。 

『ロボット工学実験Ⅰ』『ロボット工学実験Ⅱ』『ロボット工学実験Ⅲ』におい

ては、１０人程度の少人数クラス制とし、複数担当教員により複数のテーマに

基づいて指導を行い、メカトロニクスに必要な技術、設計、工作加工、組み立

て、制御方法、計測方法、各種計測装置の原理及び使用方法、さらには実験結

果のまとめ方、図表の書き方、レポートの書き方に至るまできめ細かい指導体

制を組んでいる。 
（３）サイエンス教育 

ヒトと機械が共存するためには、ヒトに優しい機械の創生やヒトと機械の親和

性向上が必要となる。このために、ヒトの仕組みを知り、その知識を機械設計

に生かすことが重要との認識のもと、『感覚器工学』『生体情報工学』や『生理

心理工学』等、脳、神経系、筋肉運動に関する科学的知識や生理学的知識に関

する教育を行う。 
②生命工学科 

生命科学と医工学の技術教育を中核として、以下の特色を有する。 
（１）幅広い工学教育 

『基礎情報処理』『無機化学』『有機化学』『細胞生物学』などの基礎的な科目、

『バイオエレクトロニクス』『バイオメカニクス』『バイオマテリアル』『バイ

オテクノロジー』『生化学』などの中核的な科目、『バイオレオロジー』『細胞・

組織工学』などの応用科目を用意することによって幅広い工学教育を実践する。 
（２）総合的な技術力の養成 

『生物実験』『化学実験』『医工学実験』『生命工学ゼミナールⅠ』『生命工学ゼ

ミナールⅡ』『生命工学ゼミナールⅢ』『バイオメディカル工学ゼミナールⅠ』

『バイオメディカル工学ゼミナールⅡ』『卒業研究』などの 1 班 10 人程度の少

人数演習・実験科目で、1 年生から 4 年生まで連続的な教育コースを構成。複

数週にわたり実施する実験を導入し、工学技術のステップを学ばせる。講義に

よる理論的な学習と実験による体験的な学習を通して、工学的な理解と実践的
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な技術力を修得させる。 
（３）実践的分野と教養的分野の並立 

『人工臓器』『分析化学』『バイオイメージング』『生物機能工学』『特別講義』

『先端技術論』などの実践的な技術に結びつく科目と、『技術史』『工学英語』

『工学倫理』などの教養的分野の科目を並行して学ばせる。 

（４）オムニバス方式 

授業科目の多くにオムニバス方式を導入する。 

教員個人に依存した講義展開に偏らないように、各授業科目を複数の教員が担

当し、教育内容及び評価について、日常的に相互に意見を交換し、他の授業科

目との連携を意識できるようにする。各授業科目に主担当者 1 人を置き、授業

全体の流れのベースを作成し、評価のとりまとめを行う。 

 

〔２〕履修指導方法 

両学科ともに、各年度の授業開始前に開催する履修ガイダンスに学生の出席を義務付

け、授業科目の選択・履修方法について指導している。なお、工学部では履修科目の年

間登録上限を 48 単位と定めている。 
①ロボット工学科 

『基礎ゼミナール』『ロボット工学実験Ⅰ』『ロボット工学実験Ⅱ』『ロボット工学実験

Ⅲ』『ロボット工学ゼミナール』『卒業研究』などの少人数教育科目を通じて、きめの細

かい教育指導を行う。 

ロボット工学科の教育の特長として、機械工学、電気・電子工学、制御工学、情報工

学の各分野の科目をバランスよく学習させ、総合的な知識や技術の修得を目指す。また

将来の進路についても、機械分野、電気・電子分野、情報分野と幅広く、就職先も多様

な業種が想定できる。 

幅広く学習する過程において、学生の得意分野をさらに伸ばすために、また学生が将

来社会に出て技術者として活躍できる分野を自らが選択しやすいように、進路をグルー

プ分けすると、「機械系」「電気系」「制御・情報系」「人間系」の４つのグループに分け

ることができる。それぞれのグループが履修しやすいように、履修モデルを設定し、学

生のスムーズな履修選択を指導している。 

②生命工学科 

学生実験『生物実験』『化学実験』『医工学実験』「生命工学ゼミナール」「バイオメデ

ィカル工学ゼミナール」『卒業研究』という、1 年次から 4 年次にかけて連続的に、10

人程度の学生を１人の専任教員が担当する少人数教育科目を中核の必修科目とし、さら

に『技術史』『工学英語』『工学倫理』を必修とすることによって、工学の基礎の上に、

教養を身につけさせ、生物学や医療への応用を学べるように配慮することによって、進

路の幅を確保する。さらに、「医工学系」「生命科学系」の選択科目では 30 人から 60 人

程度の学生が視聴覚設備を備えた教室を利用して、講義・演習など多様な授業形態によ

って教育効果をあげられるように配慮する。 

また、学生のスムーズな履修選択のため、進路をグループ化し、「医工学系志向モデル」

「生命科学系志向モデル」「生体計測系志向モデル」の 3 つの履修するモデルを設定し



 16 

ている。 
 

〔３〕卒業要件 
①ロボット工学科 

卒業要件は、本大学に 4 年以上在学し、所定の授業科目について、共通科目 40 単位、

専門科目 84 単位を含め、合計 124 単位を修得することである。なお、共通科目は、英
語 6 単位を含めた外国語 8 単位を含め、総合人間学系 30 単位かつ総合理学系 10 単位を
合わせ、計 40 単位とする。 
専門科目において、ロボット工学技術を習得するために必要とする科目を 60 科目 124

単位を準備し、各系にバランスよく分類し、学生の履修選択を容易にしている。このう

ち必修科目は 17 科目 38 単位を用意しており、共通ではロボット工学の専門分野への学

修意欲向上や目的意識の明確化を図るとともに、ものづくり実験や計測・制御実験を通

して課題設定、実験計画、データのまとめ方、レポートの書き方を修得する。また、技

術者としての社会に対する広い視野に立った基本的な考え方を学修する。数理・情報系

では、ロボット工学に必要となる応用数学と情報処理技術を、座学と演習の両面から学

修し、計測・システム系では、ロボット工学の基本となる物理量、単位という基本量か

らセンサ・センシング、制御というシステムを組む上での基本的考え方を、電子・機械

系では、ものづくりを実践するために必要な電子・機械設計技術をそれぞれ学修する。

ヒューマンサイエンス系ではロボット工学技術に加え、ヒトに関する脳科学、神経生理

学を含むサイエンスや生体機能に関する知識を学修し、新しいロボット工学を目指す学

生の付加価値を向上する。『卒業研究』においては、研究テーマを遂行する過程において、

専門知識を深め、実験研究を行い、論文にまとめあげる能力を高める。 
以上のように、ロボット工学を構成する科目を広く学修し、実験実習を通して体験し、

卒業研究を通して実践の場としての教育を受けることができるように構成することによ

り、ロボット工学を修めた学士に求められる水準を確保するものである。 
②生命工学科 

卒業要件は、本大学に 4 年以上在学し、所定の授業科目について、共通科目 40 単位、

専門科目 84 単位を含め、合計 124 単位を修得することである。なお、共通科目は、英語

6 単位を含めた外国語 8 単位を含め、総合人間学系 30 単位かつ総合理学系 10 単位を合

わせ、計 40 単位とする。また、専門科目は、必修科目 26 単位と選択科目 58 単位とし、

選択科目は『基礎情報処理』『物理実験』『医用情報処理』『無機化学』『有機化学』『分析

化学』『生物物理学』『生物学 a』『生物学 b』『細胞生物学』『神経生物学』『生化学』『分
子生物学』のうち 16 単位を含めて 58 単位とする。 
必修科目 26 単位を修めることによって、広い視点や技術者倫理を身につけ、課題設

定・課題解決・デザイン・コミュニケーション・自主的学習の能力及び計画的に仕事を

進める能力を身につけることを保証し、選択必修科目 16 単位を修めることによって、自

然科学の履修を保証する。そのうえで、専門科目 84 単位を収めることによって、生命科

学や医工学の分野における基礎及び応用の科目の履修を保証する。授業科目においては、

実験における事前準備学習・事後のレポート作成、ゼミナールにおける調査や報告書の

作成・プレゼンテーションの準備、演習・講義科目における予習・復習課題など、全体
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として単位数に対する授業時間外の十分な学修が要求されるように構成している。 

 
〔４〕履修モデル 

①ロボット工学科 

履修科目を選択する上での選択肢として進路をグループ化すると、自動車を代表とす

る輸送機器、産業用機械、製造設備等の製造販売企業に就職し、この分野において設計

開発技術者を目指す機械系グループ（履修モデル①機械系）、家庭電化製品やＯＡ機器等

の製造販売企業に就職し、この分野において設計開発技術者を目指す電気系グループ（履

修モデル②電気系）、計測制御機器やサービスロボット等の製造販売企業に就職し、この

分野において設計開発技術者を目指す制御・情報系グループ（履修モデル③制御・情報

系）、医療・ヘルスケア機器等の製造販売企業に就職し、この分野において設計開発技術

者を目指す人間系グループ（履修モデル④人間系）の 4 つの系に分類できる。 
履修モデル①は専門科目の電子・機械系の分野を重視して履修するモデルとし、履修

モデル②は専門科目の数理・情報系と電子・機械系を合わせた分野を重視して履修する

モデルとし、履修モデル③は数理・情報系と計測・システム系を合わせた分野を重視し

て履修するモデルとし、履修モデル④は数理・情報系とヒューマンサイエンス系の分野

を重視して履修するモデルとして設定している。 
②生命工学科 

養成する人材像や進路を分類・グループ化し、学生が履修科目を選択するうえでの選

択肢として、主に医療機器メーカーの治療機器・診断機器などの開発技術者を目指す医

工学系グループ（履修モデル①医工学系）、食品・化粧品業界のバイオ技術者を目指す生

命科学系グループ（履修モデル②生命科学系）、計測機器メーカーの機器開発技術者を目

指す生体計測系グループ（履修モデル③生体計測系）の３つの系を提示する。 
履修モデル①は医工学系の分野を重視して履修するモデルであり、履修モデル②は生

命科学系の分野を重視して履修するモデルであり、履修モデル③は生理計測などの分野

を重視して履修するモデルとしている。 
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７．施設、設備等の整備計画  

 

〔１〕校地、運動場の整備計画 

本学は、教育理念に基づく教育研究目的を達成するため、大阪府大阪市に大宮キャン

パス［工学部・知的財産学部］（88,550.51 ㎡）、大阪府枚方市に枚方キャンパス［情報
科学部］（148,531.00 ㎡）、京都府八幡市に八幡工学実験場（87,173.88 ㎡）を整備して
いる。今般、工学部に「ロボット工学科」および「生命工学科」を設置するが、現状で

既に十分な環境整備がなされている。 
 

（１）運動場について 

教育理念に基づく教育研究目的を達成するため運動場用地を、大宮キャンパス［工学

部・知的財産学部］に 46,092.82 ㎡、枚方キャンパス［情報科学部］に 76,594.00 ㎡を
整備し、正課の体育や課外のスポーツ活動に役立てている。大宮キャンパスの運動場に

は、ラグビー、アメリカンフットボール、陸上競技、サッカー、ソフトボール、テニス

等の関連設備を整備し、枚方キャンパスの運動場には、野球、陸上競技、サッカー、ラ

グビー、アーチェリー、テニス等の関連設備を整備している。 
 

（２）学生の休息場所等の整備状況 

学生向けに、キャンパス各所に学生談話室を設けている。 

平成 20 年 3 月には、大宮キャンパス 6 号館の最上階である 15・16 階を学生の憩いの

場としてリニューアルし、コーヒーや軽食も楽しめるカフェ、演奏会に利用できるステ

ージ、研究発表などに使えるプレゼンテーションスペース、芸術作品の展示に適したギ

ャラリー、自由にパソコンが利用できるメディアスペースなどを備え、多様な用途に利

用できる施設を整備した。各フロアは、学生から提案のあったプランをもとに設計され、

フロアの愛称も学生から募るなど学生主導で誕生したアメニティ施設である。 
また、大宮キャンパスの 3 号館跡地に人工芝を敷設し、学生の憩いの場として多目的

に利用できるよう整備している。 
情報施設面では、両キャンパスに合わせて 1,307 台のパソコンを学生が自由に利用で

きるように整備している。さらに図書館や学生談話室等には、無線 LAN のアクセスポ
イントを設置し、ユビキタス化に対応したアメニティを学生に提供している。健康保持

に対する取り組みとして、全館禁煙としており、喫煙は建物外の指定喫煙場所に限定し

ている。また、主な校舎に AED（自動体外式除細動器）を設置し、不慮の事故に備えて
いる。 

 

〔２〕施設の整備 

①ロボット工学科 

各教員の研究室を整備し、『基礎ゼミナール』『卒業研究』などで少人数教育の徹底を

図り、さらに少人数ローテーション実験（『ロボット工学実験Ⅰ』等）が可能な実験室、
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ロボティクス工房（45 人収容／1 室）及び会議室（45 人収容／1 室）などを整備してい

る。 

さらに、学生自ら機械を設計・製作し駆動する「実践教育」を重視しており、そのた

めの環境として、工学部付置施設であるモノラボ（ものづくりセンター）及び共通情報

処理演習室等を活用し、設計製作実習・演習に取り組める環境を整備している。 

 

（ａ） 専用使用施設 
 

学科 専用使用施設 設置場所 

ロボット工学科 

医療福祉システム研究室 1 （約 58㎡）

医療福祉システム研究室 2     （約 41㎡）

生体機能ロボティクス研究室 2   （約 43㎡）

生体機能ロボティクス研究室 3   （約 59㎡）

エレクトロニクス 2 実験室    （約 60㎡）

システム工学 3 実験室    （約 83㎡）

ロボティクス工房    （約 83㎡）

教員室（1）    （約 25㎡）

教員室（2） （約 22㎡）

研究室（1） （約 58㎡）

研究室（2） （約 45㎡）

研究室（3） （約 41㎡）

研究室（4） （約 41㎡）

研究室（5） （約 45㎡）

研究室（6） （約 45㎡）

実験室（1） （約 45㎡）

実験室（2） （約 83㎡）

実験室（3） （約 83㎡）

教員室（1） （約 28㎡）

教員室（2） （約 28㎡）

教員室（3） （約 28㎡）

倉庫 （約 42㎡）

医用マイクロデバイス研究室 （約 76㎡）

システム工学 1 実験室 （約 83㎡）

教員室 （約 32㎡）

ロボティクス研究室 （約 76㎡）

計測工学 1 実験室 （約 83㎡）

教員室 （約 32㎡）

人間情報工学研究室 （約 76㎡）

生体制御工学研究室 （約 76㎡）

ウエルネス研究室 （約 56㎡）

計測工学 2 実験室 （約 78㎡）

計測工学 3 実験室 （約 83㎡）

システム工学 2 実験室 （約 83㎡）

東学舎 1 号館 2 階

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

東学舎 1 号館 3 階

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

東学舎 2 号館 1 階

〃 

〃 

東学舎 2 号館 2 階

〃 

〃 

東学舎 2 号館 3 階

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 
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計測工学 2 防音室 （約 28㎡）

計測工学 2 準備室 （約 11㎡）

教員室（1） （約 32㎡）

教員室（2） （約 32㎡）

教員室（3） （約 27㎡）

セミナー室 2 （約 41㎡）

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

東学舎 2 号館 4 階

 
（ｂ）共用使用施設 

 
学科 共用使用施設 設置場所 

ロボット工学科、 

生命工学科 

共用 

就職資料室 （約 18 ㎡）

事務室・資料室         （約 109 ㎡）

会議室 （約 41 ㎡）

ＪＡＢＥＥ資料室 （約 41 ㎡）

東学舎 1 号館 2 階

東学舎 2 号館 1 階

〃 

〃 

 

②生命工学科 

各教員室に隣接して研究室と学生実験室（各 10 人収容／10 室）を整備し、各ゼミナ

ール、学生実験、卒業研究において、入学から卒業までの連続的な少人数教育を可能に

する。さらに、バイオ工房（10 人収容／1 室）等を整備し、生物系の実験環境を整える。

他に、合同ゼミナールや学生の資料閲覧のために、セミナー室や資料室を整備する。 

さらに、生命工学科は、生物・医療との境界領域での実験教育を重視しており、その

ための環境として、マイクロ加工・計測設備のための部屋や細胞培養・顕微鏡観察のた

めの施設として、医工学研究センターも整備している。 
 

（ａ）専用使用施設 
 

学科 専用使用施設 設置場所 

生命工学科 

バイオマテリアル研究室 1 （約 41 ㎡）

バイオマテリアル研究室 2 （約 62 ㎡）

生体電子工学研究室 1 （約 64 ㎡）

生体電子工学研究室 2 （約 43 ㎡）

医工学 1 実験室 （約 41 ㎡）

エレクトロニクス 3 実験室     （約 60 ㎡）

バイオ工房 （約 68 ㎡）

培養室 （約 15 ㎡）

医工学 1 クリーン室 （約 20 ㎡）

教員室（1） （約 41 ㎡）

教員室（2） （約 24 ㎡）

生体情報研究室 （約 63 ㎡）

分子生体機能学研究室 （約 72 ㎡）

生命科学 1 実験室         (約 67 ㎡）

(クリーンルーム含む) 

生命科学 2 実験室         (約 61 ㎡）

東学舎 1 号館 2 階

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

東学舎 1 号館 3 階

〃 

〃 

 

〃 
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(クリーンルーム含む) 

生命科学 3実験室         (約 45㎡）

生命科学 4実験室         (約 28㎡）

教員室（1） （約 22 ㎡）

教員室（2） （約 22 ㎡）

倉庫 （約 42 ㎡）

生体物理工学研究室 （約 53 ㎡）

エレクトロニクス 1 実験室 （約 54 ㎡）

エレクトロニクス１準備室 （約 41 ㎡）

教員室 （約 45 ㎡）

医工学研究室 （約 58 ㎡）

医工学 2 実験室 （約 107㎡）

生命科学５実験室 （約 107㎡）

ナノメディシン研究室 （約 58 ㎡）

医工学 2 クリーン室 （約 9 ㎡）

生命科学５クリーン室 （約 9 ㎡）

教員室（1） （約 24 ㎡）

教員室（2） （約 24 ㎡）

生体システム研究室 （約 75 ㎡）

医工学 3 実験室 （約 107㎡）

医工学 3 クリーン室 （約 16 ㎡）

教員室 （約 18 ㎡）

セミナー室 1 （約 41 ㎡）

教員室（1） （約 29 ㎡）

教員室（2） （約 29 ㎡）

 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

東学舎 2 号館 1 階

〃 

〃 

〃 

東学舎 2 号館 2 階

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

東学舎 2 号館 4 階

〃 

〃 

〃 

〃 

5 号館 5 階 

〃 

 

（ｂ） 共用使用施設 
 

学科 共用使用施設 設置場所 

生命工学科 

ロボット工学科、 

共用 

就職資料室 （約 18 ㎡）

事務室・資料室 （約 109 ㎡）

会議室 （約 41 ㎡）

ＪＡＢＥＥ資料室 （約 41 ㎡）

東学舎 1 号館 2 階

東学舎 2 号館 1 階

〃 

〃 

 

 

〔３〕設備の整備 

①ロボット工学科 

四足歩行ロボット、３Ｄモデリング装置、設計用サーバなどの設備と、コンピュータ、

制御ボード、計測器を導入し、ロボットの設計や制御などのものづくり教育を可能にす

る。倒立振子装置、産業用ロボットや生体計測装置などを学科内の実験室、研究室に配

置する。 

また、ロボット工学科の各研究室、実験室及び研究室には、インターネットが利用で
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きるパソコンや什器類などを整備している。 

②生命工学科 

生命工学科では、共焦点レーザー顕微鏡、ケミルミ撮影装置、リアルタイム PCR 解
析システム、倒立型顕微鏡、神経活動収集システム、紫外可視分光解析システムなどの

計測設備、細胞培養設備などを導入し、学科内の実験室、研究室に配置する。 

また、生命工学科の各研究室、実験室及び研究室には、インターネットが利用できる

パソコンや什器類などを整備している。 

 

 

〔４〕図書館の整備状況及び他の大学図書館との協力体制 

（１）図書の整備 

図書については大宮本館では和書約 33 万冊、洋書約 13.5 万冊、枚方分館では和書約

4 万冊、洋書約１万３千冊を所蔵している。 

今回設置する工学部「ロボット工学科」「生命工学科」については、既存の「生体医工

学科（平成 22 年 4 月学生募集停止予定）」「電気電子システム工学科」「電子情報通信工
学科」「機械工学科」とも関連性があり、既存の蔵書をそのまま継承して活用できる。ま

た、複合的領域に関しては工学系の図書館が備えている代表的な総合科学雑誌である

「Science」「Nature」をはじめ、主たる自然科学系、工学系雑誌を主に約 2,800 種のバ

ックナンバーを最長 50 年以上にわたり所蔵しており、これらを活用する予定である。ま

た、医学・工学系の総合抄録データベースである JDreamII を導入している。 

①ロボット工学科 

ロボット工学科については、従来の電気電子システム工学科、電子情報通信工学科、

機械工学科等で利用していた図書、雑誌はすべて図書館で管理しており、そのまま継続

利用することとする。これ以外に複合分野である「ロボット」に関する教育・研究を行

うため、「ロボット関連専門書」「制御・サイバネティクス等ロボット周辺分野」「ソフト

ウェア」「認知科学」「ロボット関連学会雑誌」など周辺分野にいたる広範な図書、雑誌

（電子ジャーナルを含む）を整備するため設置時に 30 冊（50 万円）を計画しており、1

年目 620 冊（380 万円）、2 年目 620 冊（380 万円）、3 年目 620 冊（380 万円）、4 年目 620

冊（380 万円）を予定している。 

「IEEE Transactions on systems, man and cybernetics Part A, systems and humans」

「IEEE Transactions on Robotics」 など、米国電気電子学会（IEEE）、英国電気学会

（IET）の定期刊行物約 4000 種・論文約 200 万件を昭和 63 年以降のプロシーディングま

で全て閲読できる電子ジャーナルパッケージ（IEL）を契約しており、昭和 62 年以前の

IEEE 関連冊子体の所蔵も合わせて、十分な体制にある。 

さらに ACM（Association for Computing Machinery）についても同様に定期刊行物を

すべて電子ジャーナルで閲覧できる「PORTAL」サービスを契約しており、IEEE 同様

Proceedings（予稿集）、Transactions（論文誌）、Conference(会議録)などすべての ACM

出版物を閲読できる状態にあり、また和雑誌についても、「電気学会誌」「電気学会論文

誌 A,B,C」「電子情報通信学会誌」「電子情報通信学会技術研究報告」「電子情報通信学会

論文誌」「システム／制御／情報」「日本機械学会誌」といった国内の主要学会誌を昭和
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13 年から購入・保存している。 

また単行本に関しても、電気電子システム工学科、電子情報通信工学科で使用してい

た多岐にわたる図書を豊富に所蔵しており、これらも活用する予定である。 

②生命工学科 

生命工学科については、従来の生体医工学科（平成 22 年 4 月学生募集停止予定）と
近接、類似する領域であることから、使用していた蔵書のうち約 400 冊を継承する予定

である。工学部全般で共通利用できる数学・物理といった基本図書は無論、有機化学、

無機化学、生化学、トライボロジー、画像工学、マテリアルといった分野は他の既存学

科でも利用していたため、すでに図書、雑誌とも多数所蔵している。化学に関しても長

期間講読・保存しており、「Journal of Organic Chemistry」をはじめACSの出版物「Journal 

of American Chemical Society」等については 34 誌を創刊号から電子ジャーナルのパッ

ケージで購入するなど充実している。これ以外に和雑誌では「生体工学会誌」「まてりあ」

などを購読している。新規に必要となる専門分野（人工臓器、細胞生物学、バイオ等）

について図書・雑誌（電子ジャーナルを含む）を中心に設置時に 110 冊(150 万円)の整

備を計画しており、1 年目 630 冊（530 万円）、2 年目 440 冊（380 万円）、3 年目 420 冊

（380 万円）、4 年目 420 冊（380 万円）を予定している。  

 

（２）施設の整備 

新学科を設置する大宮キャンパスには、8 号館（1～5 階）に図書館（大宮本館）を置

いており、延床面積は 5,387 ㎡、閲覧座席数は 568 席で、開館時間は 9：00～22：00 で

ある。ＡＶ資料閲覧用機器 25 台、インターネット検索が可能な蔵書検索用パソコン 14

台を設置している。窓口での貸出には最新のＩＣカード式学生証を利用した非接触式の

ターミナルを設置している。平成 21 年 4 月にＩＣカードを利用した最新式の入館管理シ

ステムを導入した。 

 

（３）他の大学図書館との協力体制 

大宮本館では枚方キャンパスにある枚方分館（情報科学部図書館）及び姉妹大学であ

る摂南大学図書館（大阪府寝屋川市、枚方市：蔵書約 56 万冊）、広島国際大学図書館（東

広島市、呉市：蔵書約 11 万冊）と図書検索システムのデータを共有しており、自館に所

蔵が無い図書や学術雑誌については検索システム上からオンラインで複写や相互貸借を

申し込めるようにしている。枚方分館及び摂南大学の各キャンパスについては定期連絡

便を運行しており、また広島国際大学については、運送業者に書類配送を委託しており、

手配した資料は迅速に入手可能である。 

これ以外の他大学・外部機関に対する複写・相互貸借については国立情報学研究所の

ＣＡＴ／ＩＬＬシステムを昭和 61 年から導入しており、日本国内の主たる大学はもとよ

り海外図書館（ＢＬＤＳＣ）にも相互貸借や複写依頼が可能である。他大学に対する複

写料金・相互貸借送料の決済に関しては相殺制度を導入することにより、処理時間・振

込手数料の面からも、利用者・他大学の負担を低減している。 

 （参考） 

平成 20 年度の他大学（学園外）等に対する複写依頼件数は 1,556 件、受付件数は 1,491
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件となっている。また相互貸借は依頼 54 件、受付 132 件であった。 
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８．入学者選抜の概要 

 

〔１〕受け入れる学生像 

本学ではアドミッションポリシー及び求める人物像を以下のとおり制定している。 

 
アドミッションポリシー 

大阪工業大学は、優れた人間性と高い見識を備え、かつ工学、情報科学及び知

的財産学の各分野において、社会に貢献できる確かな専門的実力を身につけた人

材を養成します。 

すなわち、社会・産業界が求める実践的能力を備えるとともに、新しい知と技

の開拓に挑戦する、心身ともにたくましいプロフェッショナルを養成する場を提

供します。 
それにふさわしい人として、身につけた知識・技術を活かして将来社会で活躍

したいと願う夢を持ち、それを実現する意欲と情熱を燃やし続けることができる

若人の入学を求めています。 
 

求める人物像 

1．理工系の分野や知的財産の分野に興味を持っている人  
2．「ものづくり」や新しい「仕組みづくり」が好きな人  
3．得意とする分野において能力を高め、社会に活かしたいと思っている人  
4．自分の中に潜む可能性を探求し、情熱と意欲をもってことに当たれる人  
5．地域や社会の特徴を理解し、その発展に貢献できる人 

 

今般設置する工学部ロボット工学科及び生命工学科においても、上記アドミッション

ポリシー及び求める人物像に基づき、学生募集を実施する。加えて、新設の 2 学科にお

いては、それぞれの学科の特色を踏まえて、次のとおり学生を受け入れる計画である。 
 

①ロボット工学科 

ヒトに役立つロボット、社会に役立つロボットを開発することのできる技術者の育

成を目指して、基礎となる幅広い工学技術の教育と、ヒトの脳・神経や生体・生理・

運動に関する科学的知識について教育を行う。これらの工学技術と科学知識を積極的

に融合して学習し、学習した知識をさらに「ものづくり」として実践し創造したいと

いう、積極的な意欲と意思を持った学生を受け入れていく。 

②生命工学科 

幅広い工学技術と、生物学や医療、医工学について教育を行い、食料・健康などに

関する技術を開発できる人材や、再生医療・遺伝子治療・人工臓器など高齢化社会に

おいて健康や福祉を支える治療・診断技術や機器を開発する知識・技術を習得した人

材の育成を目指す。このような新しい分野である生物学・医療と医工学との融合分野

にチャレンジし、人々の健康や福祉に貢献したいという積極的な意欲と意思を持った
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学生を受け入れていく。 

 

〔２〕入学者選抜の実施計画 

今般設置する工学部ロボット工学科、生命工学科の入学者選抜実施は次のとおり行

う。 

 
（１）入学者選抜の趣旨 

入学者選抜は入試委員会、工学部学科長会議・教授会において決定した「入試実施要

項」に沿い、大学教育を受けるにふさわしい能力・適性等を多面的に判定し、公正かつ

妥当な方法で実施する。入学者選抜の実施に当たっては、この趣旨に沿って次のとおり

実施する。 
①入学者選抜の多様化を図るため次の選抜方法を取り入れ、社会のニーズ・本学の特

性を考慮し、工学部で学ぶにふさわしい学生を選抜できるように計画する。 
ア．ＡＯ入学選考 
イ．ものづくりＡＯ入学選考 
ウ．専門高校特別推薦入学選考 
エ．公募制推薦入学選考 
オ．一般入学試験 
カ．社会人入学選考 
キ．外国人留学生入学選考 
ク．帰国生徒入学選考 

なお募集人員の配分は、一般入学試験 50％、その他の試験 50％の割合とする。 
②高等学校の教育を乱さないよう実施時期・内容（出題範囲を含む）等について配慮

する。 
③合格者の決定に当たっては、入学者選抜方法ごとに調査書、推薦書、面接、筆記試

験等の評価を組み合わせて多面的に行う。 
 
（２）入学者選抜の方法等 

前述の趣旨に沿って、次のとおり入学者選抜を実施する。 

 
ア.ＡＯ入学選考 

本学での学生生活や自分自身の進路、将来像に明確な目標のある者、勉学に限ら

ず何事にも意欲をもって活動し、本学においてリーダーとなり得る学生を書類審査、

課題レポート評価、面接により学力試験だけでは計れない特性を評価する。 

出願資格は、次の各項に該当する者とする。 
１．高等学校または中等教育学校を当該入学者選抜試験年度の前年度末に卒業

見込みの者 
２．本学を第１志望とし、合格すれば必ず入学する者 
３．本学での学生生活や自分自身の進路、将来像に明確な目標がある者 
４．課外活動、文化活動、芸術活動、生徒会活動、ボランティア活動などにお
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いて顕著な功績を修めた者、または資格取得のため格段の努力をした者で、

これを証明する客観的資料が提出できる者 
５．数学、理科、外国語の評定の 3 教科平均値が 3.3 以上の者 
６．志望学科が定める指定科目を履修している者 

学 科 名 必要とする科目 
ロボット工学科 数学Ⅲと物理Ⅱ 
生 命 工 学 科 数学Ⅱと（物理Ⅱ、化学Ⅱ、生物Ⅱのいずれか） 

 

イ.ものづくりＡＯ入学選考 

アドミッションポリシーの【求める人物像】にある「『ものづくり』や新しい『仕

組みづくり』が好きな人」に合致する学生を書類審査、面接（作品と説明資料を使

ったプレゼンテーションを含む）により学力試験だけでは計れない特性を評価する。 
出願資格は、次の各項に該当する者とする。 
１．高等学校または中等教育学校を当該入学者選抜試験年度の前年度末に卒業

見込みの者 
２．本学を第１志望とし、合格すれば必ず入学する者 
３．本学での学生生活や自分自身の進路、将来像に明確な目標がある者 
４．“ものづくり”に関連する自作活動において、本学から高い評価を受けた

者（第三者から高い評価を受けている場合は、それを参考にする） 
（例：機械工作物・電気工作物・設計製図・工業的デッサン・プロダクト 
デザイン・デジタルコンテンツ・コンピュータプログラム・ＨＰの作成・ 
製作、環境関連・生産管理・科学関連の調査研究など） 

５．入学までの期間及び入学後の学生生活を有意義に過ごすため、学科ごとに

設定している「必要とする科目」を入学までに自ら準備学習し、さらに入

学後の補習授業を受講する者 
学 科 名 必要とする科目 

ロボット工学科 数学Ⅲと物理Ⅱ 
生 命 工 学 科 数学Ⅱと（物理Ⅱ、化学Ⅱ、生物Ⅱのいずれか） 

 
ウ.専門高校特別推薦入学選考 

設置学科に関連する専門知識を有している専門高校の成績優秀な学生を専門学

科の教育課程に配慮した素養を問う簡単なテスト及び面接、書類審査により総合的

に選考する。 

出願資格は、次の各項に該当する者とする。 
１．学業・人物ともに優秀で、本学に特に入学を希望し、入学後も特段の成長

が期待できるとして当該学校長が推薦する者 
２．①から③のいずれかに在籍し、当該入学者選抜試験年度の前年度末に卒業

見込みの者 
①工業高等学校または工科高等学校に在籍している者 
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②工業、情報のいずれかまたはそれに関連する専門教育を行う学科・コー

スに所属している者 
③総合学科に所属し、工業または情報に関する学科目を履修している者 

３．工業または情報の専門教育に関する科目を 10 単位以上修得見込みの者 
４．「数学、理科、外国語の評定の 3 教科平均値」または「全体の評定平均値」

が 3.5 以上の者 
５．入学までの期間及び入学後の学生生活を有意義に過ごすため、学科ごとに

設定している「必要とする科目」を入学までに自ら準備学習し、さらに入

学後の補習授業を受講する者 
学 科 名 指 定 科 目 

ロボット工学科 数学Ⅲと物理Ⅱ 
生 命 工 学 科 数学Ⅱと（物理Ⅱ、化学Ⅱ、生物Ⅱのいずれか） 

 

エ.公募制推薦入学選考 

出身学校の調査書、推薦書、適性検査などにより本学に入学するにふさわしい基

礎能力を有するかを判定する。 
出願資格は、次の各項のいずれかに該当し、当該学校長が学業・人物ともに優秀

で本学に入学させるにふさわしいとして推薦した者とする。 
１．高等学校または中等教育学校を当該入学者選抜試験年度の前々年度末まで

に卒業した者または当該入学者選抜試験年度の前年度末に卒業見込みの

者 
２．通常の課程による 12 年の学校教育を当該入学者選抜試験年度の前々年度

末までに修了した者及び当該入学者選抜試験年度の前年度末に卒業見込

みの者 
３．学校教育法施行規則第 150 条の規定により、当該入学者選抜試験年度の前 

々年度末に高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる

者または当該入学者選抜試験年度の前年度末までにこれに該当する見込

みの者（ただし、高等学校卒業程度認定試験合格者は除く） 
 

オ.一般入学試験 

学力試験により合否判定を行う。出題教科・科目については、工学部の既設学科

との整合性を考慮して実施する。 

出願資格は、次の各項のいずれかに該当する者とする。 
１．高等学校または中等教育学校を卒業した者及び当該入学者選抜試験年度の

前年度末に卒業見込みの者 
２．通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者及び当該入学者選抜試験

年度の前年度末修了見込みの者 
３．学校教育法施行規則第 150 条の規定により、高等学校を卒業した者と同等

以上の学力があると認められる者または当該入学者選抜試験年度の前年

度末までにこれに該当する見込みの者 



 29 

カ.社会人入学選考 

社会人に対しては面接と書類審査により、学力検査では計ることのできない入学

意欲、勉学への熱意に重点をおいて選考する。 

出願資格は、次の各項のいずれかに該当し、その後 3 年以上の社会人(注)として
の経験を有する者とする。 

１．高等学校または中等教育学校を卒業した者 
２．通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者 
３．学校教育法施行規則第 150 条の規定により、高等学校を卒業した者と同等

以上の学力があると認められる者 
(注)社会人としての経験は、次のものを通算する。 

①正社員またはアルバイト等として働いていた期間 
②主婦としての期間 

 
キ.外国人留学生入学選考 

外国人留学生に対しては、入学後必要となる科目のテスト及び日本語による面接、

書類審査により総合的に選考する。 

出願資格は、次の各項のいずれかに該当し、当該入学者選抜試験年度の前年度末

までに 18 才に達する外国籍の者で、日本語による授業が理解できる者とする。 

１．外国において 12 年の学校教育の課程を修了した者及び当該入学者選抜試

験年度の前年度末までに修了見込みの者 
２．上記 1．に準ずる者で文部科学大臣の指定した者 
３．上記 1．に準ずる能力を持つと本学が認めた者 

 
ク.帰国生徒入学選考 

帰国生徒に対しては、面接と書類審査により学力検査では計ることのできない入

学意欲、勉学への熱意に重点をおいて選考する。 

出願資格は、日本国籍を有し、保護者の海外在留などの事由により外国で学んだ

満 18 才（当該入学者選抜試験年度の 4 月 1 日現在）に達する者で、次の各項のいず

れかに該当する者とする。 
１．外国の高等学校（在外教育施設を含む）に原則として最終学年を含み継続

して 2 年以上在学し、当該入学者選抜試験年度の前年度末までに通常の課

程による 12 年の学校教育を修了見込みの者及び修了してのち１年半未満

の者。 
２．原則として上記１．に準ずる者で、スイス民法典に基づく国際バカロレア

資格を有する者 
３．原則として上記１．に準ずる者で、ドイツ連邦共和国のアビトゥア資格を

有する者 
４．原則として上記１．に準ずる者で、フランス共和国のバカロレア資格を有

する者 
５．上記１．に準ずると本学において認めた者 
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（３）科目等履修生の受け入れについて 

既設学部・学科同様、高等学校を卒業した者、またはそれと同等以上の学歴を有す

る者を対象に書類審査により選考を実施する。 
出願時期は、３月上旬（前期授業開始前）または７月中旬（後期授業開始前）の２回

設け、募集人員は各授業科目とも若干名とし、原則として全授業科目で受け入れる。 
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９．企業実習や海外語学研修など学外実習を実施する場合の具体的計画 

 
〔１〕実施先の状況及び連携体制 

（１）海外語学研修 

海外語学研修は、本学と協定を締結している英語圏ならびに中華人民共和国に所在す

る大学において実施している。研修先は、クイーンズランド工科大学（オーストラリア・

ブリスベン）、清華大学（中華人民共和国・北京）で、それぞれ参加定員 30人程度で実
施を計画している。当該研修期間は、夏期休業期間中の約 3 週間である。 

（２）インターンシップ 

インターンシップは、企業等の活動現場で幅広い年齢や職務の方とともに職場体験を

することで、教育上大きな効果があることを認識し、本学と受入期間、実習内容、受入

部署等を覚書で提携した工学・情報系をはじめとする企業等に参加できる体制を整えて

いる。例年、工学部は受け入れ企業数約 120 社に対し、140 人程度が参加している。参
加学生と受け入れ企業等との調整（マッチング）は、参加希望する学生の修学状況や在

籍する学科、実習内容等を考慮し、受け入れ企業等に適した参加者を決定している。当

該研修期間は、夏期休業期間中の約 2 週間である。 
 
〔２〕成績評価体制及び単位認定方法 

（１）海外語学研修 

海外語学研修の具体的な指導方法としては、研修参加予定の学生に対し、5 月・6 月・
7 月に 4 回程度の事前指導を実施するほか、研修後、研修先の担当者からの報告書を参
考に、当該研修による成果及び研修終了後に提出させるレポートを勘案し成績評価を実

施し、卒業要件として認定される修得単位として取り扱うこととしている。 
（２）インターンシップ 

インターンシップの具体的な指導方法としては、インターンシップ参加の事前・事後

指導及び実習先での成果を基に成績評価を実施し、卒業要件として認定される修得単位

として取り扱うこととしている。なお、インターンシップ期間中に派遣学生の所属する

学科の教員が、受け入れ企業等を訪問し、派遣学生の実習状況を確認し学生指導・成績

評価に役立てている。 
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１０．編入学定員の具体的計画 

 
〔１〕既修得単位の認定方法 

編入学生の出身大学及び短期大学等で単位を修得した授業科目について、それぞれ個

別に認定する。出身大学等の講義要綱により修学内容が本学と同じであること、口頭試

問等により修学内容に対する理解度が単位を認定するに値することを確認する。 

なお、編入学にあたり必要な認定科目を定めていないことから、既修得単位の読替表

等は作成していない。 
 
〔２〕履修指導方法 

年度当初に実施する履修ガイダンス及び個別指導を当該学部事務室、当該学科の教務

担当教員などにより実施する。認定科目及び認定単位数の状況により、編入学年次に配

当される科目だけでなく、下位年次の科目についても履修指導を行うなど、編入学生個々

の状況を踏まえ個別の履修指導を行う体制を整備している。 

なお、原則として編入学後の学生と在学生の学修指導を区別することなく行うことか

ら、編入学生を対象とした履修モデルは作成していない。 
 
〔３〕教育上の配慮 

新しい大学の環境に慣れ親しむ事ができるよう、早期の履修指導により、編入学生が

より望ましい履修計画をたてることができる体制を整備している。 

また、編入学生の理解度状況によっては、１年次を中心に実施している基礎力向上講

座（補習授業）の参加を促すなど、学生個々の学力や状況に応じた個別修学指導を行う

などの配慮をしている。 
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１１．管理運営 

 

〔１〕組織体系と管理運営体制 

本学は現在、3 学部（工学部、情報科学部、知的財産学部）を設置している。その運

営を掌る会議体として、全学部に共通する重要事項を協議、審議する「大阪工業大学学

部長会議」（以下「学部長会議」という）、各学部の運営について審議する「大阪工業

大学工学部教授会」（以下「工学部教授会」という）、「大阪工業大学情報科学部教授

会」「大阪工業大学知的財産学部教授会」を設けている。 

各会議体における、協議事項、審議事項等は次のとおり。 

 

（１）学部長会議 

「大阪工業大学学則」第8条に基づき、大学の管理運営に関する事項を審議するため、

全学組織として「学部長会議」を設置している。学長が学部長会議を招集し議長とな

る。学部長会議は、原則として毎月開催している。 

〔構 成（学部長会議規定第2条）〕 

学部長会議は、次の者をもって構成する。 

イ 学長 

ロ 学部長 

ハ 教務部長 

ニ 学生部長 

ホ 学長室長 

ヘ 入試部長 

ト 就職部長 

チ 図書館長 

〔協議事項（学部長会議規定第 3 条）〕 

学部長会議は、学部の次の事項を協議する。 

イ 学生の入学及び卒業にかかる基本方針に関すること 

ロ 帰国生徒及び外国人留学生の入学にかかる基本方針に関すること 

ハ 年間行事予定に関すること 

ニ 授業時間割の編成にかかる基本方針に関すること 

ホ 教育研究上の重要な事項及び教育研究の振興に関すること 

ヘ 部内規定の制定・改廃に関すること 

ト 各学部間の連絡調整に関すること 

チ 学長が諮問した事項に関すること 

リ その他管理運営上の重要な事項に関すること 

〔審議事項（学部長会議規定第4条）〕 

学部長会議は、学部の次の事項を審議する。 

イ 学則及び重要な教学にかかる規定に関すること 

ロ 教育組織の新設及び改廃に関すること 
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ハ 教員の留学に関すること 

ニ 名誉教授の称号授与等に関すること 

ホ 理事会に付議する案件(教員の任免を除く)に関すること 

ヘ その他学長が諮問した事項に関すること 

〔報告事項（学部長会議規定第5条）〕 

学部長会議には、学部の次の事項を報告するものとする。 

イ 大学にかかる理事会決定事項に関すること 

ロ 教授会及び各委員会で協議または審議した事項に関すること 

 

【別紙資料 5】 『大阪工業大学学部長会議規定』 参照 

 

（２）教授会 

「大阪工業大学学則」第9条に基づき、各学部に関する重要な事項を審議する組織と

して各学部に「教授会」を設置している。教授会は、学部ごとに当該学部長が定例で

招集し議長となる。教授会は、学部により開催回数は異なるが、年9～11回（程度）開

催している。 

ここではロボット工学科及び生命工学科を設置する工学部に設置している工学部教

授会について記載する。 

〔構 成（工学部教授会規定第2条）〕 

① 教授会は、次の者をもって構成する。 

イ 工学部長 

ロ 工学部教授(特任教授を含む) 

② 学部長は、教授会の議を経て、設置学科から各 1 人、一般教育科から 2 人の

准教授を教授会に加えることができる。 

〔審議事項（工学部教授会規定第3条）〕 

教授会は、次の事項について審議または聴取する。 

イ 学則に関すること 

ロ 諸規定の制定・改廃に関すること 

ハ 教務に関すること 

ニ 教員の人事に関すること 

ホ 学生の入学・転学部・転部・転科・休学・退学及び卒業に関すること 

ヘ 学長または学部長が諮問した事項に関すること 

ト その他工学部の重要な事項に関すること 

 

 

 

〔２〕教育・管理運営体制 

（１）学部長・学科長の選出及び掌理内容 

各学部の教学運営業務を掌理するとともに、教員の指揮監督を行う長として、各学部

に学部長を配する。学部長の任命は、当該学部の教授のうちから学長の意見を聞き、理
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事長が行う。 

また、学科長の任命は、当該学科の教授のうちから当該学部長の意見を聞いて学長が

申請し、理事長が行う。学科長は、学部長の命を受けて業務にあたり、当該学科の教育・

研究及び管理運営に関する業務を処理する。 

 

（２）管理運営体制の整備 

工学部においては、ロボット工学科及び生命工学科の設置前と同様、学部長及び学科

長の管理運営の下に、当該学科の教育・研究の目的や内容に対応した事業展開とその管

理運営体制を整備していく。また、当該学科を設置するに当たって、教学面は「大阪工

業大学学則」「大阪工業大学学位規定」等に、教員人事等にかかる運営面は「大阪工業

大学教員選考基準」等に準拠しながら運営していく。予算については、学科別に開設に

かかる経費並びに配置教員数及び学生収容定員に応じた必要経費を計上する。学部の教

育・研究における事業展開に対応した計画を策定・実施できるよう配慮している。 

 

 

（３）事務体制 

ロボット工学科及び生命工学科を設置する工学部は、大学本部を置く大宮キャンパス

において教育・研究を行うことから、事務については、大阪工業大学工学部事務室を中

心に、学長室・教務部・学生部・入試部・就職部・図書館・情報センター・国際交流セ

ンター・リエゾンセンターが連携して対応する。 
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１２．自己点検・評価 

 
〔１〕実施方法 

下記「〔2〕実施体制」に記載のとおり「大阪工業大学自己評価委員会」が中心となっ
て、「教育研究目標の設定」「自己評価項目の設定及び点検」「自己評価の実施」「教育研

究活動等の改善及び将来計画の策定」などを目標に掲げ、全学または学部・学科単位で

恒常的に自己点検・評価に取り組んでいる。 

また、教育改善・意識啓蒙活動の一環として全教職員を対象としたＦＤ（Faculty 
Development）フォーラムを定期的に実施し、指導能力の涵養に努めている。 

 
〔２〕実施体制 

平成 3年に大学設置基準が改正され、大綱化の方針が示されたのを契機として、本学
では、教育研究水準の向上を図り、かつ、本大学の目的及び社会的使命を達成するため

に、教育研究活動や管理運営等の状況について、自ら点検・評価することを目的に「大

阪工業大学自己評価委員会」を組織し、「大阪工業大学自己評価委員会規定」を設けた。

その下部組織として、学部ごとに自己評価委員会を設置し、自己点検・評価の実施体制

を整えている。 

また、教育のシステム・内容・質について社会的見地から評価し継続的な改善に資す

るため、学外有識者を含めた委員会を工学部都市デザイン工学科及び情報科学部で独自

に組織している。 
全学の自己評価委員会は現在、学長を委員長とし学部長等約 30人で構成し、「学部等

の教育・研究の理念と目的」「教育研究組織」「教育課程」「学生への学習支援体制」「教

育研究活動」「社会連携」等の点検・評価の対象項目を適宜設定し、自己点検・評価に鋭

意取り組んでいる。 
平成 11 年 1 月、本学の教育研究の水準向上を進め、より発展していくために、平素

の自己点検・評価をより充実、推進していくと同時に、第三者機関による透明性の高い

客観的評価を通じて多元的な評価を行うため、相互評価小委員会を設置し活動を開始し

た。平成 12 年 4 月には、大学基準協会による外部評価の申請を機関決定することに伴
い、申請にかかる専門委員会として相互評価ワーキンググループを設置。続いて同年 6
月には、大学評価の一環として教授方法、教育のあり方について自己点検し改善する必

要があるとして、ＦＤワーキンググループを編成した。大阪工業大学自己評価委員会の

協議のもと、結果の公表を原則とし、平成 12 年度から同ワーキンググループによる学
生の「授業アンケート」を実施している。授業の到達目標の達成度や、授業がシラバス

の内容に沿って行われたかなどの設問を学生が５段階で評価する。集計結果を検証する

とともに意見等を授業担当者にフィードバックし、授業運営の改善に活用しているほか、

教育の質の向上、改善のための取組みを組織的、継続的に行い、授業内容、教材、教授

技術等の継続的改善を行っている。また同アンケートの他、ＦＤフォーラムの実施、授

業参観実施運営など、様々なＦＤ活動の組織的な取組みについて審議・運営している。 
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〔３〕外部評価・第三者評価の実施 

平成 12年 12月、情報科学部においてＪＡＢＥＥ（日本技術者教育認定機構）による
認定試行審査を受けた。続いて平成 13年 8 月には、教育･研究の体制及び内容の改善に
ついて実効のある結果が期待できると考え、自らの点検･評価のみでなく第三者による客

観的な外部評価を受けるため、大学基準協会に「相互評価」の申請を行った。同年 12
月に大学基準協会による実地視察が行われ、平成 14 年 3 月には、同協会から「大学基
準に適合し、かつ改善の努力が認められるものとして、相互評価の認定を行うことが妥

当である」旨の評価を受け、平成 15 年 3 月には、これらの点検・評価結果をとりまと
め、「大阪工業大学自己点検・評価報告書」として編集し公表した。 

平成 15年度、18 年度には情報科学部において「学外有識者による情報科学教育評価」
を実施し、学際的・総合的な教育努力ならびに社会が求める有用で後見できる人材育成

に適した教育課程の維持・向上努力について、客観的評価を得た。 
平成 17 年には工学部都市デザイン工学科及び情報科学部においてＪＡＢＥＥの認定

審査を受け、ともに認定され、その後さらに再審査を受審し、平成 19 年から 3 年間の
認定を受けた。 
学校教育法の一部改正により、大学は文部科学大臣の認証を受けた認証評価機関によ

る認証評価を、平成 16 年度から定期的に受けることになっている。本学では、平成 21
年度に財団法人日本高等教育評価機構において認証評価を受けるため、準備を進めてい

る。 
 
〔４〕自己点検・評価結果の公表と結果の活用 

自己点検・評価の結果については、報告書を関係機関に送付するほか本学のホームペ

ージに掲載するなど、広く公表している。また、学生による「授業アンケート」の集計

結果は、学部・学科単位で掲示等による方法で学生に公表している。 

自己点検・評価の結果は全教職員で共有し、よりよい自己点検・評価の実現を目指す

ため、実施体制と方法、対象項目、結果の活用などについて定期的に見直し、改善方策

を打ち出すとともに実行へとつなげる体制を構築し、継続的な教育・研究、大学運営の

改善を図っていく。 
今後も自己点検・評価結果をホームページなどに掲載することで、本学の現状を広く

学外に公表し認識してもらうとともに、外部の意見も積極的に聴取する。 
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１３．情報の提供 

 

人材の養成はもとより、学術文化や科学技術の振興、産業や地域社会の発展、生涯学

習の推進など、今日の高等教育機関に求められる社会的使命は重く、また、極めて高い

公共性を有している。本大学では、大学が適正な運営や効果的な教育研究活動を行い、

その結果を広く公開し情報提供していくということは、単に大学内部の問題ではなく社

会的責務であると考えており、以下のとおり社会に対して広く情報を提供していくもの

である。 
 
〔１〕情報公開の理念 

本大学では、「大阪工業大学自己評価委員会」において次の３点を情報公開に関する基

本的な理念とすることを決議している。 

（１）学生、教職員に対してはもちろん、地域社会、産業経済界等に対しても開かれ

た大学あるいは大学院として、本大学の運営及び教育研究に関する情報を積極

的に公開、提供すること。 

（２）教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表する

こと。 

（３）その結果について第三者機関による透明性の高い客観的評価を導入すること。  
 

〔２〕情報公開の現状 

本大学における情報公開の現状は、次のとおりである。 

（１）「大学案内」の発行 

毎年度「大学案内」を発行し、教育の理念、教育の方針、沿革、設置してい

る学部・学科、大学院・研究科の概要や教育研究活動の特色、主な施設・設備、

学生のキャンパスライフ、その他のトピックスなど、学部・大学院に関する情

報を詳細かつ体系的に公開している。このほか、本大学の学部への入学希望者

を主たる対象として、毎年度「入試ガイド」「入試問題集」など複数の刊行物

を発行し、入学試験要項、前年度入学試験結果、進学相談会開催案内、入学手

続き案内など、入学のために必要となる様々な情報を逐次提供している。 

 

（２）情報誌の発行 

本大学では年 4 回（5・8・11・2 月）、学園全体の広報誌として「Ｆｌｏｗ」を発行し

ている。同誌には、学園の将来計画、財務状況、教員の教育研究活動の状況、

その他教育研究全般にわたる幅広い情報を、毎回わかりやすい内容で公表して

いる。 

なお、同誌は、官公庁をはじめ、マスコミ各社、全国の主要大学など広く関

係各方面に送付するほか、年 1 回は学生の保護者にも郵送し、本学の現状を公
表するとともに、ご意見を仰いでいる。 
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また、学園全体の広報誌とは別に、大学から学生への通信媒体として大阪工

業大学通信「おゝよど」を年 5 回発行し、教員の教育研究活動をはじめ、幅広
い大学情報を分かりやすい内容で公表している。 
さらに、大阪工業大学後援会から保護者宛に、年 2 回会報を発行し、大学と

家庭との緊密な連絡を取ることを目的に、後援会の活動内容、大学の状況など

を掲載するため必要となる情報、ニュース等を提供している。 

 
（３）ホームページの充実 

一般からのアクセスが可能な大学独自のホームページ（日本語版・英語版・

中国語版）により、建学の精神、教育の理念と方針、大学・大学院の目的、教

育内容、シラバス、トピックス、大学行事への案内、財務諸表、学生数、学費、

進路状況のデータ、併設大学等の情報などを公開している。平成 15 年 12 月か

ら「大阪工業大学ホームページ・ワーキンググループ」を発足させ、情報公開

を促進するとともに、入学宣誓式・学位記授与式当日に来学できない保護者等

のために「インターネット同時中継」を実施した。さらに情報化時代に対応す

べく、平成 20 年度から大学内の研究内容、施設紹介、プロジェクト等の情報

を“動画”で紹介する「バーチャルキャンパス 3Ｄ」も追加した。 
在学生に対しても平成 16 年度から、履修登録については「Ｗｅｂ履修申請」

を実施し、平成 21 年度からは、学内・学外を問わずインターネットに接続され

たパソコンや携帯電話から、大学の情報にアクセスできる「ポータルサイト」

を稼動させた。これは、大学からのお知らせや休講・補講・講義連絡などの授

業に関する情報、呼び出しなどを個人専用ページに送信し、大学生活を支援す

るためのＷｅｂサイトである。このほか、教員個々の教育研究内容や、講義の

資料などを公開して、在学生等の学習等に役立てている。 
また、産学公連携推進の一環として、平成 16 年度には「大阪工業大学リエゾ

ンセンター」を設置し、ホームページから学内外に向け、セミナー、イベント、

技術シーズなどの情報を発信している。 
      さらに、本学ホームページに加え、本法人のホームページを設け、法人の概

要、事業の概要、財務の概要等についても公開している。 
 

（４）学生への成績評価情報の提供 

学生に対する成績評価の方法・内容及び評価基準の割合については、毎年発

行しているシラバスによって学生に周知している。 

なお、シラバスについては、ホームページにおいても広く公開している。 
 

（５）セミナー等の開催 

工学部・工学研究科では、平成 20 年度より深刻になりつつある若年層の理

系離れを防ぎ、“科学技術立国日本”の将来を担う若者を育てるべく「工学実

感フェアー」を開催し、広く社会の各層にわたり学内の教育研究成果の発表、

ものづくり体験や、各界から時代の最先端の技術を紹介する講演会等の催しを
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実施している。 

このほか、情報科学部・情報科学研究科、知的財産学部、知的財産研究科で

も各種のセミナー等の開催により大学の教育研究内容等を情報公開している。 
 

（６）研究業績の公開 

従来、教員の研究業績を毎年取りまとめ「研究一覧」として冊子を発行して

いたが、これに代わるものとして、全教員の過去の研究業績をデータベース化

し、蓄積した研究業績データを、大学のホームページに掲載し、外部からイン

ターネットを経由し検索できるシステムの構築を現在進めている。 

 
〔３〕今後の計画 

入学・就職をはじめとする大学の運営状況、教育活動の状況、編入学などの生涯学習

支援状況等の内容を、教職員･学生はもとより、広く社会に公開していくことを目標に具

体的な検討を進めている。 
また、平成 21 年度に受審を予定している認証評価機関による評価の結果をはじめ、今

般設置する 2 学科に係る設置届出書類、設置計画履行状況報告書などについても、ホー

ムページ等により公開し、積極的に情報提供する予定である。 
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１４．授業内容方法の改善を図るための組織的な取組 

 

本学では、学部・大学院の設置計画を履行していくとともに、設置する学部・学科、

研究科・専攻が掲げる教育・研究上の目的を達成できるように、教員一人ひとりが切磋

琢磨しながら、教育内容や教育技法の改善について取り組んでいる。 
 
〔１〕ＦＤフォーラムの開催 

教育改革に対する意識啓蒙を図る目的で、大学教職員全体を対象に外部講師を招いて

ＦＤフォーラムを平成 13 年度から開催している。近年においては、「ＧＰＡ制度導入を

考える」「新入生の学習参加度を高めるための戦略」「教育評価システムを考える」「ｅ－

Ｌｅａｒｎｉｎｇと教育改善」などのテーマで実施し、大学における問題・課題となっ

ている事項を教職員全体で考え、共有する機会とした。 
平成 20 年度においても、平成 21 年 1 月「学生満足度調査から見た教育改善の評価に

ついて」をテーマにＦＤフォーラムを開催し、多くの教職員が参加した。今後もＦＤフ

ォーラムは定期的に実施し、大学及び教育改革に対する意識啓蒙を図っていく。   
ＦＤフォーラムは、授業がない日程で、大宮キャンパスと枚方キャンパス間をＬＡＮ

回線で結び、同時中継するなど本学に所属する教員全員が参加できるよう運営に配慮し

ているほか、各学部・学科内でも独自のフォーラムや報告会を実施するなど、積極的な

活動を行っている。 
 
〔２〕教員対象研修会への派遣 

より優れたシラバスの作成方法や、学生による授業評価結果を基にした教員の教育能

力向上のための具体的な方策を探っているが、これには専門家からの事例報告・助言等

が不可欠である。そのため、教員が学内外において、研修会等に参加できる機会を積極

的に設けている。 
学外での研修会への参加については、教職員に通知し参加を促すとともに、年数回、

教務委員などを担当する教員を複数派遣している。近年においては、京都大学高等教育

研究開発推進センター主催の「大学教育研究フォーラム」、大学コンソーシアム京都主催

のＦＤフォーラム「大学教育と社会～ＦＤ義務化を控えて～」へ参加し、参加した教員

による報告をＦＤフォーラムや各学部・学科内でも実施する等、他の教員にも情報の共

有と同様の知見を得る機会が持てるよう配慮している。 
学内における研修会については、ＦＤフォーラムの開催のほか、平成 20 年 12 月に文

部科学省中央教育審議会答申「学士課程教育の構築に向けて」の説明と本学の今後の課

題を全教職員対象の学内研修会として 3回開催した。 
 
〔３〕学生による授業アンケートの実施 

平成 12 年度から毎年、全学部において「学生による授業アンケート」を実施している。

また、大学院工学研究科ならびに大学院知的財産研究科でも当該アンケートを実施して

いる。評価の方法は、無記名または記名のマークシートアンケート方式としており、質
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問項目は各授業における学生の理解度と自己評価、教員の授業運営評価を中心とし、加

えて自由記述できる項目を設けている。評価結果については、科目ごとに集計した評価

票を授業担当教員にフィードバックし、学生の理解度や満足度から、学生の授業への取

り組みや教員の授業運営及び教授法の改善などに活用している。 
「学生による授業アンケート」は、これまで 2 年間で全授業科目を実施することとし 
ていたが、平成 20 年度からは毎年、全授業科目で実施することとした。当該アンケート

の集計及び改善結果については、各学科・分野ごとにまとめられ掲示等で周知・報告・

公表しているとともに、各学科・分野の教員組織内において共有・反映され、問題点の

把握及び課題の確認を行うなど、教育向上に向けた取り組みとして機能している。 
 
〔４〕自己評価委員会と各学部ＦＤ推進組織との連携および機能強化 

  これまで「大阪工業大学自己評価委員会」の下部組織としてＦＤワーキングループを

設置して「学生による授業アンケート」や「ＦＤフォーラム」などのＦＤ活動を実施す

るとともに、各学部内においても、「ＦＤ委員会」等のＦＤ活動推進組織を設置して、同

時にフォーラムや検討会等の活動を実施している。このように教育水準の向上と効率的

な大学運営を実現していくためには、教員が一体となった組織的な取り組みが必要であ

ると認識している。今後さらに活発にＦＤ活動を推進するため、自己評価委員会ＦＤワ

ーキンググループに各学部のＦＤ活動推進組織において蓄積された改善手法や内容等を

包括することで、より全学的な取り組みに発展・運営できる体制を整備している。 
 
〔５〕教務委員会と学部・学科（研究科・専攻）会議での協議 

各学部・研究科の教務委員会では、各授業科目におけるシラバスへの到達目標や成績

評価基準の記載等をはじめ、GPA 制度や CAP 制の導入など、教育改革に関する事項に
ついても積極的に審議している。また、学外で得た教育改革等の情報や、中央教育審議

会答申なども報告している。当該委員会で審議・報告された事項については、委員が学

部各学科、研究科各専攻や分野に持ち帰り、学科や分野の会議等で全所属教員に周知さ

れ、その場において活発な議論や意見交換を行っている。当該会議では、各組織体の運

営から所属教員の資質向上など、授業運営に関わる事項についても協議し、教員間の連

携や協力を図っている。 

 

〔６〕その他の活動 

本学は、平成 20 年 4 月に京都大学で設立総会を開催した「関西地区ＦＤ連絡協議会」

の発起人校 24 校の中の一員であり、また監査役校として当該協議会に参画している。 
当該協議会が設立する前段階の平成 20 年 1 月に主催・開催した「授業評価ワークショ

ップ」にも参加するなど、他大学のＦＤ活動に関する情報の収集等を積極的に行ってお

り、得た情報を本学のＦＤ活動の開発・発展・充実に寄与するよう努めている。 
また、本学は大阪府教育委員会、守口市教育委員会、大阪市旭区との連携協定を締結 
し、高大連携事業や地域貢献事業を通じて、教育・研究内容の向上及び活性化を図る取

り組みも行っている。 
以 上 


