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中期計画の修正について

本学前理事長の所得税法違反及び元理事の背任容疑での逮捕,起訴等

の一連の不祥事により，学生・生徒等，卒業生をはじめ入学予定者，保
護者の皆様，教職員など関係各位に多大なるご迷惑とご心配をおかけし
たことを，心よりお詫び申し上げます。

本学では，社会からの信頼を取り戻すべく，今回の事件の根本的原因
を徹底究明し，再発を防ぐとともに，組織の問題点を改善し，健全な管
理運営体制を構築すべく，現在，改革に取り組んでいるところです。

本学改革の一環として，中期計画についても見直し及び修正を行いま
す。同計画は，私立大学ガバナンス・コードを遵守し，健全な法人運営
体制を構築するために必要不可欠なものです。しかし，現在，本学は新
たな法人ガバナンス体制の構築に向けて，改革途中であることから，現
時点においては，必要最低限の修正に留めることとし，新たな役員によ
る体制が整備され次第，本学の今後を見据えた日本大学中期計画の見直
しを行い，本学の再生に向けて取り組んでまいります。

今後とも，皆様からの更なる御支援と御協力をお願い申し上げます。

令和４年３月

学校法人 日 本 大 学
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１ 経営上の基本方針の変更（Ｐ８～Ｐ９）

今回の一連の不祥事を受けて，新たな理事長が就任したことに伴

い，本学役員規程第９条に基づき，令和４年１月に経営上の基本方

針を変更している。なお，同方針については，本学が新たな体制の

整備に向けた過渡期である現在の状況に鑑み，大幅な変更は行わず，

当面は，板橋病院の建替え及び株式会社日本大学事業部に関連する

事項等の業務の遂行に支障がある項目等を対象とした軽微な変更を

行っている。

経営①ー(１）,(２)，(４)，(５）

経営③ー(４）

経営⑤ー(５）,(６）

経営⑥

２ 中期計画の概要の一部修正（Ｐ１０）

管理運営の項目６の株式会社日本大学事業部に関する記載部分を

修正している。

３ 教学の基本方針に基づく中期計画の一部修正（Ｐ１４）

（６）のイについて，学生からの意見聴取に関する支援策を追記し

ている。

４ 経営上の基本方針に基づく中期計画の一部修正（Ｐ２０～Ｐ２５）

経営上の基本方針を変更したことに伴い，上記１に記載の項目に

対応した計画を中心に見直しを行い，現状に即した計画へ一部変更

している。

※その他の項目についての変更はありません。

中期計画の主な変更点
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本学が目指す大学像

事業計画 事業報告

中期計画

経営上の
基本方針

教学に関する
基本方針

日本大学教育憲章

本学が目指す大学像の実
現に向けて，｢日本大学
教育憲章｣で示す人材の
育成を図る。

｢日本大学教育憲章｣を具
現化するため，学長，理
事長が教学面，管理面に
おいて，任期中に取り組
む基本方針

｢教学に関する基本方針｣
及び｢経営上の基本方針｣
に基づき，中期的に取り
組むべき施策

Ⅰ 中期計画体系図

｢中期計画｣に基づき,部
科校ごとに複数年度の
「学部等基本計画」を策
定するとともに，年度ご
とに｢事業計画｣を策定し，
実行

｢事業報告｣で検証，改
善を図り次年度以降へ展
開し,必要に応じて中期
計画等に反映

多様性を礎とし，複合的価値観を創りだす
～魅力度・満足度・信頼度の高い大学へ～

学部等基本計画

もと
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あらゆる場面で多様性の受容が求められる時代です。一つの考えに固着す

ることなく，様々な知識や考え方を積極的に受け入れ組み合わせることによ

り，新たな発想や物事の捉え方を見いだすことは，建学以来，脈々と受け継

がれてきた本学の根幹となる思想といえます。

現在の日本大学は，多岐にわたる学問領域とそれを支える多彩な人材と教

育研究基盤を有し，首都圏を中心に複数のキャンパスを備える総合大学です。

今後は，創立からの１３０年の歴史の中で築き上げてきたこれらの資産を

最大限に共有・活用しつつ，わが国有数の総合大学だからこそ可能な改革を

新たな視点で進めていきます。そして，創造性に富み寛容さを有した人材の

育成，多様な学問領域を融合させた研究，ニーズに合った学生支援，大学全

体を意識した運営等を進め，学生はもちろん広く社会から支持される大学を

目指します。

多様性を礎とし，複合的価値観を創りだす

～魅力度・満足度・信頼度の高い大学へ～

本学が目指す大学像

もと
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日本大学は，本学の「目的及び使命」を理解し，本学の教育理念である「自主創造」を構成
する「自ら学ぶ」，「自ら考える」及び「自ら道をひらく」能力を身につけ，「日本大学マイ
ンド」を有する者を育成する。

◆日本大学マインド

日本の特質を理解し伝える力

日本文化に基づく日本人の気質，感性及び価値観を身につけ，その特質を自ら発信するこ

とができる。

多様な価値を受容し，自己の立場・役割を認識する力

異文化及び異分野の多様な価値を受容し，地域社会，日本及び世界の中での自己の立ち位

置や役割を認識し，説明することができる。

社会に貢献する姿勢

社会に貢献する姿勢を持ち続けることができる。

◆「自主創造」の３つの構成要素及びその能力

自ら学ぶ

豊かな知識・教養に基づく高い倫理観

豊かな知識・教養を基に倫理観を高めることができる。

世界の現状を理解し，説明する力

世界情勢を理解し，国際社会が直面している問題を説明することができる。

自ら考える

論理的・批判的思考力

得られる情報を基に論理的な思考，批判的な思考をすることができる。

問題発見・解決力

事象を注意深く観察して問題を発見し，解決策を提案することができる。

自ら道をひらく

挑戦力

あきらめない気持ちで新しいことに果敢に挑戦することができる。

コミュニケーション力

他者の意見を聴いて理解し，自分の考えを伝えることができる。

リーダーシップ・協働力

集団のなかで連携しながら，協働者の力を引き出し，その活躍を支援することができる。

省察力

謙虚に自己を見つめ，振り返りを通じて自己を高めることができる。

日本大学教育憲章
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教学に関する基本方針 

「学びの質とその水準」を保証することを究極の目的とし，

日本大学教育憲章に基づき，学生が成長するための様々な教育活動を実践すると共に，

教育の基盤となる時代に即した国際的水準の研究活動を展開する

[１] 教育の質保証

① 学生主体の学びの確立

（１）総合大学としての体系的カリキュラムの構築

（２）デジタル技術を駆使した教育の推進

（３）学生が安心して学べる環境整備の強化

（４）学生のニーズに合った学生寮の設置・運営

（５）学生の主体的「未来選択」支援の強化

（６）多様な学生に対する支援の促進

（７）豊かな人間形成に資する正課外教育の促進

②全学的な教学マネジメントの確立

（１）教育の点検・評価・改善など質保証に係る取組の再構築

（２）根拠に基づく行動を支える教学 IRの推進

（３）教育の質向上を持続させるための支援

（４）卒業後も大学と繋がる交流方法の構築

③学位プログラムとしての大学院教育の確立

（１）社会のニーズと合致する大学院教育の推進

（２）学部教育と大学院教育の連携

（３）大学院生に対する修学上の支援

④高等学校等との教育連携の充実・推進

（１）年内入試との連動を含む高大連携教育の再構築

（２）付属高等学校等における ICT教育，グローバル教育の進展のための教員交流の推進

令和２年１１月
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⑤大学と社会との関係構築  

（１）地域に根差した大学としての役割の強化 

（２）リカレント教育の提供 

（３）学生ボランティア活動の推進 

 

[２] 教育基盤となる研究の推進  

①独創的・先駆的研究成果の創出とその社会還元 

（１）今後重要視される独創的・先駆的研究分野の開拓 

（２）持続可能な開発目標（SDGｓ）の達成に向けた研究の推進 

（３）知的財産に基づく研究等の促進及び産官学連携研究の推進 

 

②社会変化に対応可能な研究基盤の再構築 

（１）社会の変化に対応できる研究環境の構築 

（２）研究施設・設備の共同利用の促進 

（３）外部研究資金の積極的獲得 

（４）学術情報の整備及び社会への発信力の強化 

（５）次世代を見据えた若手研究者の育成 

 

③社会の強い信頼を得る持続可能な研究体制の充実 

（１）研究倫理及び産官学連携に係る利益相反のマネジメント推進 

（２）安全保障貿易管理に係る法令，生物多様性条約等の遵守体制の強化 

（３）災害等に備えた強靭な研究体制の確立 

 

[３] 経営上の基本方針に示された教学事項の促進 

①海外拠点を活用した教育活動の推進 

②本学施設の共同利用による教育活動の推進 

③教学マネジメントの確立に基づく専任教員の持コマ数及び配置の適正化 

④新たな学問領域への展開を意図した部科校等の組織・運営体制見直し 

⑤本学遊休資産を活用した教育組織の整備 

⑥教学事項に関わる教職員の意識改革の実現 

 

以  上 
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令和４年１月 

経営上の基本方針 

 
「教職員の意識改革」をさらに推進し， 

激変する社会へ適切かつ迅速に対応可能な体制を整備することにより， 

150年・200年と続く輝かしい未来を創るための永続的かつ盤石な経営基盤を確立する  

 
［１］管理運営に関する方針 

①法人施策のさらなる推進及び実現に関する方針 

 （１）法人の将来を見据えた中期計画の見直しによる，安定的かつ永続的な運営体制の構

築 

（２）医学部付属板橋病院建替え計画を正常化し，早期開院に向けた事業の継続及び病院

経営健全化の実現 

（３）国際化推進のためのオーストラリア・ニューカッスルキャンパスをはじめとする海

外拠点の整備と活用促進 

（４）本学施設の近接部科校間での相互・共同利用の促進による効率的活用 

（５）地域の特性や少子化等を考慮した部科校等の組織・運営体制の見直し 

 

②事務組織の効率運用に関する方針 

（１）事務分掌の見直しによる業務分担の最適化 

 （２）権限及び意思決定方法の明確化による適切な業務運営 

 （３）環境の急変に適応できる柔軟な運営体制の整備 

 （４）デジタル化の促進による業務の合理化 

 

③人材の育成・活用に関する方針 

（１）意識改革を促す全学統一の人事評価・昇進・育成制度の構築 

（２）授業科目数及び専任教員の持コマ数の適正化等による適切な教員配置 

（３）部科校間を越えた授業科目担当教員人事制度の確立 

（４）大学院から若手教員へのキャリアパス制度の策定 

（５）事務職員配置数等の適正化と事務組織の再編・一元化による効率化，スリム化を図 

   った合理的な運営体制の構築 

（６）事務等のアウトソーシング推進による人事配置の効率化 

 

 

④財政一元化の推進による戦略的な法人運営に関する方針 
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（１）各種法人施策実現に向けた財源確保の促進 

（２）本学の永続的な運営を可能とする財務体制の整備 

（３）財政一元化体制の強化 

 

⑤大学全体を意識した本学資産の有効活用に関する方針 

（１）校舎等の設計・工事の共同化 

（２）研究設備等の共同利用による新たな研究分野の創出 

（３）点在する学内データを集積したＩＲの推進 

（４）分散する各種事務システムの一本化による効率運用 

（５）広報業務の共同化・効率化・適正化による効果的な広報戦略 

（６）本学遊休資産の有効活用の検討 

 

⑥本部・部科校連携による合理化，コストの削減に関する方針 

（１）物品等の共同調達の促進 

（２）業務委託（清掃，警備，施設設備保守・管理等）の共同化 

（３）建設計画における効率的経営の検討及び具現化 

 

⑦安全・安心なキャンパスの実現に関する方針 

 （１）危機管理及びリスク管理体制の構築 

 （２）コロナウイルス等感染症への適切な対応 

 （３）施設の耐震対策等の継続的な実施 

 （４）情報セキュリティ対策の強化 

 

［２］教学に関する基本方針に関連する経営事項の促進 

①学長のリーダーシップが発揮される教学ガバナンス体制の確立 

②認証評価に対応した質保証体制の確立 

③教育の質保証とその基盤となる研究活動を支える経営事項の推進 

 

 

以  上 
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Ⅱ 中期計画の概要

教育の質保証・学生支援の充実

１学生主体の学びの確立
２全学的な教学マネジメントの確立
３学位プログラムとしての大学院教育の確立
４高等学校等との教育連携の充実・推進
５大学と社会との関係構築

教育基盤となる研究の推進

１独創的・先駆的研究成果の創出とその社会還元
２社会変化に対応可能な研究基盤の再構築
３社会の強い信頼を得る持続可能な研究体制の充実

盤石な経営基盤の確立

１法人施策の更なる推進・実現
２事務組織の効率運用
３人材の育成・活用
４財政一元化による戦略的な法人運営
５大学全体を意識した本学資産の有効活用
６本部・部科校連携による合理化,コストの削減
７安心・安全なキャンパスの実現

教学に関する基本方針

教 育
学生支援

教学に関する基本方針

研究

経営上の基本方針

管理運営

教育憲章に示す
人材育成

多様性を礎とし,
複合的価値観を創りだす

もと
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実行実行

本中期計画の計画期間については，本学の学長及び理事長の就任時に

示される「教学に関する基本方針」及び「経営上の基本方針」に基づい
た計画とし，それぞれの任期が３年間であることから６年間の中期計画
とした。

令和3年度
(2021)

令和4年度
(2022)

令和5年度
(2023)

令和6年度
(2024)

令和7年度
(2025)

令和8年度
(2026)

令和２年９月から令和５年
８月までの学長，理事長の
３年間の任期にあわせて示
される２つの方針に基づき
中期計画を策定し実行する。

過去３年間の中期計画の進捗
状況を検証した上で，令和５
年９月に就任する学長，理事
長の３年間の任期にあわせて
示される２つの方針に基づき
中期計画を修正し実行する。

Ⅲ 中期計画の期間

策定 検証・修正
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中期計画 

 

 

本学では，学長及び理事長の就任にあわせて，教学面・経営面それぞれから，

「教学に関する基本方針」及び「経営上の基本方針」を策定し，この方針に基

づき教学及び経営の運営を行っています。これらの基本方針は，教学面に関し

ては副学長を委員長とする「教学戦略委員会」で，経営面に関しては常務理事

を委員長とする「経営戦略委員会」で案を策定します。 

これらを理事長，学長，常務理事，副学長で構成される常務理事会で検討し

たのち，教学面に関しては全学部長で構成される学部長会議での意見聴取を

行った上で，理事会で決定します。決定した方針については，学内システム等

を用いて教職員に周知徹底を図ります。 

次に，副学長を委員長，常務理事を副委員長とする「中期計画検討委員会」

で，これらの基本方針に基づく複数年に亘る中期計画案を策定します。中期計

画案は，現在進行している中期計画の進捗状況を踏まえ，教学戦略委員会，経

営戦略委員会と連携し策定します。この中期計画案を常務理事会で検討した

のち，学部長会議及び評議員会での意見聴取を行った上で，理事会で決定しま

す。決定した中期計画は本学のホームページに掲載し，学内外に周知を図り，

各種委員会を中心に実行していきます。 

なお，「教学に関する基本方針」及び「経営上の基本方針」は学長及び理事

長の就任に合わせ３年ごとに策定されることから，中期計画の期間中であっ

ても修正・追加を行い，本学の改革・改善を進めていきます。 

 
［中期計画策定フロー］ 

 

 Ⅳ 中期計画策定プロセス 

理事会       

（理事長・学長） 

常務理事会 

評議員会 

学部長会議 

各種委員会 

中期計画検討委員会 

経営上の基本方針 教学に関する基本方針 

教学戦略委員会 経営戦略委員会 
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教育の質の保証・学生支援の充実     

①学生主体の学びの確立 

（１）総合大学としての体系的カリキュラムの構築 

  大学教育には，人格の陶冶及び職業教育（専門の職業のためのものだけではない）とい 

う目的がある。この二つの目的を分けて教育組織やカリキュラムを編成するのではなく， 

これらの目的を実現するために，教養教育と専門教育を有機的に結合させるカリキュラ 

ムマネジメント体制を整備する。そのために，人格の陶冶を目的とする全学的な教養教 

育を構想して，学部の責任のもとで行われる専門教育との融合を図った，総合大学とし 

ての本学の個性及び特色を具現化した体系的カリキュラムを構築する。 

  ア 本学の強みである多様性を生かすため全学共通の初年次教育科目を展開している。 

今後は，それを拡大して，学部と連携して行う全学的な教養教育と，学部の責任のも 

とで行われる専門教育とから成る教育課程指針を策定し，全学的なカリキュラムマネ 

ジメント体制を整備する。 

  イ「全学教養教育委員会（仮称）」を設置し，大学が教養教育の責任を負う。専門部会 

において，多面的な視点から本学の教養教育を構築する。また，この委員会が兼担や 

兼任講師の調整も行う。 

  ウ 専門教育は学部が責任を負い，大学はその支援を行う。そのため，学部は学修・教育 

レビューとして，人材育成の目的，各種方針，教育内容，教育手法及び学修環境につ 

いて年度末に点検・評価し，その結果を大学に報告する。（自己点検・評価と連携） 

  エ 留学生の受入れも考慮した国際的に通用する教育プログラムを提供する。 

（２）デジタル技術を駆使した教育の推進 

  既存の学び方や教育に新たな可能性をもたらすデジタル技術やＩＣＴ（情報通信技術） 

を利活用して教育効果を高め，学びを継続させる仕組みと環境を整備する。 

  ア「全学デジタル教育委員会（仮称）」を設置し，教学及びＩＴ関連部署と連携して， 

デジタル技術を用いた新たな教育手法の支援を行う。 

  イ 全学共通のプラットフォーム（ＬＭＳ，ポートフォリオ及び教務システム等）を導入 

し全学的な学生の学びを支援する。 

  ウ デジタル技術を駆使した教育を支えるキャンパス内の環境整備（Ｗｉｆｉ環境や充電 

スポット等）の充実を図る。 

  エ 学生の学修環境を補完する支援を行う。（デジタル端末等の配付） 

 

 

Ⅴ 教学に関する基本方針に基づく中期計画 
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（３）学生が安心して学べる環境整備の強化 

ア 本学の給付奨学金などの体系化を図り，経済的支援体制を強化する。国による修学支

援新制度の周知・徹底を行うとともに，本部奨学金・学部奨学金の申請書類等を紙ベ

ースからデジタル化に移行するなど申込みしやすい工夫をし，学生に分かりやすく周

知できるよう環境を整備する。また，経済困窮している学生には，既存の奨学金の他

に，ＴＡやピアサポーター制度にとどまらず，学部独自のキャンパスサポーター制度

（仮称）などキャンパスジョブ等による学内経済支援策を講じる。 

イ 自然災害時はもちろん，通常時も機能するＷＥＢ等による交流掲示板など，学生が気 

軽に情報共有でき，交流できる仕組みを構築する。 

ウ 自然災害等により，通常の就職支援策が講じられなくなった場合を想定し，Ｚооｍ 

・Ｇｏｏｇｌｅ Ｍｅｅｔ等を用いた，履歴書等書類作成及び面接指導，相談対応等 

の支援が可能な体制を構築する。 

（４）学生のニーズに合った学生寮の設置・運営 

  現在，経済支援を目的とする学生寮７棟と育英型学生寮１棟がある。将来的には，国際 

交流や社会交流を目的とする学生寮，さらには使用期間を限定した学生寮など，学生の 

動向を調査し，ニーズに合わせた学生寮の設置・運営に繋げていく。 

（５）学生の主体的「未来選択」支援の強化 

  学生が主体的に「未来選択」を行うためには，学生各個人が「なぜ働くのか」，「なぜ 

就職するのか」を理解したうえで，人生観・価値観を確立し，企業選択等を行えること 

が前提となる。それらの達成のためには，学生部のみの対応では不可能であり，教学関 

連部署すべてが連携し，学生各人の「汎用的能力」を涵養する施策を講じる必要性があ 

る。具体的には，１年次に「働くとは何か」についてのガイダンスにより，就職への動 

機づけを行い，その後自己分析により，各人の価値観・人生観を満たす未来実現のため 

に「不足しているものが何か」について自覚させると共に，「不足しているもの」が補 

われるような学生生活を支援する環境を整備し，自己実現に適した企業選択等ができる 

よう，大学院進学も含め２年次以降に企業研究等の機会を提供していく。 

（６）多様な学生に対する支援の促進 

  ア「留学生」，「障がい者」に対しては，以下の支援の実践を目指す。 

   ・留学生に対して，留学生用の奨学金等の経済支援の充実や住居あっせんなどの生活 

支援を充実させる。また，留学生としての強みを生かし，人生観・価値観に見合っ 

た企業選択を実践する就職活動方法について指導を行う。 

  ・障がい者に対しては，当該学生本人と支える学生との共存や障がいの程度に見合っ 

た支援体制の充実を図る。また，障がいの程度を把握し，就労可能な企業選択方法 

についての相談・指導を実施する。 

  イ 学生からの相談は，ワンストップ窓口を基本とし，相談者がたらい回しにならないよ 
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う，学部に学生支援室内への学生支援窓口設置を進める。学生支援室にコーディネー 

ターを常駐させ，相談がより受けやすい環境を整える。コロナ禍での通学が常でない 

状況に鑑み，ＷＥＢを併用して相談が行えるような体制を整える。また，各学部にお 

いて学生から学部長等に直接意見を伝えられる仕組み（ポータルサイト等を利用）を 

構築し，教育環境の改善等に反映させる体制を整備する。 

（７）豊かな人間形成に資する正課外教育の促進 

  ア 社会，集団の一員としての人間形成を目指し，正課外教育の一環として，早期からの 

アルバイト等短期間の就労体験，ボランティア活動，サークル活動を推奨すると共に， 

それらの活動が安全に，安心して実践できる環境を提供する。令和３年度から，現在 

ＵＩＪターン協定締結中の自治体等との連携による正課外教育施策について検討する。 

  イ 自学部生だけではなく，他学部生との交流を目的として，令和元年度から始まった

「自主創造プロジェクト」やボランティア活動の推進などの正課外教育を充実させる。 

  ウ 学内に限定せず本学ＯＢ・ＯＧ等の協力を得ることも含めて，サークル活動に限らず， 

学生主体の課外活動への支援体制を構築する。 

 エ ＮＵ祭や学部祭のあり方について再検討し，参加者が増えるよう工夫を行う。 

 

②全学的な教学マネジメントの確立  

（１）教育の点検・評価・改善など質保証に係る取組の再構築 

  本学の目的及び使命並びに教育理念を実現させるため，教育研究活動全般につき，常に 

検証及び改善を行うとともに，定期的に自己点検・評価を行い，その結果を検証して改 

善に努めることによって，教育研究の適切な水準の維持及び更なる充実を図り社会的責 

務を果たす。 

  ア 教学における内部質保証体制を整備し，大学に関する事項と学部に関する事項につい 

て，その責任と役割を明確にする。 

  イ 内部質保証体制の整備にあたっては，質保証の責任を担い統括・推進する組織として 

「全学内部質保証推進委員会（仮称）」を設置するとともに，学外者による検証プロ 

セスを組み込む。また，大学は，部科校の内部質保証体制構築を支援する。 

  ウ 自己点検・評価の項目は，各種方針・計画等と連動させる。 

  エ 評価結果を改善に繋げるため，評価結果を形式的な報告に留めず，教育の有効性の観 

点から検証を行う。 

（２）根拠に基づく行動を支える教学ＩＲの推進 

  全学的な教学マネジメントの基盤となる教学ＩＲを行うための制度を整備する。 

  ア 本学の教学データを生かす「全学教学ＩＲ委員会（仮称）」を設置する。前述の「全 

学デジタル教育委員会（仮称）」と連携を図り，各種データを分析し，全学的な教育 

活動を支援する。 

 
 

15



 イ 全学的なデータの公表を積極的に行い，社会に対する説明責任を果たしつつ，教育の 

質向上を図る。 

（３）教育の質向上を持続させるための支援 

 全学的な教学マネジメントを支えるための，教育を直接担う教職員の質向上及び環境整 

備を支援する。 

 ア 教職員の役職や経験に応じた適切かつ最適なＦＤ及びＳＤを組織的に実施する。 

  イ 本学の教育の質向上を持続させるための支援を大学として積極的に行い，ＩＲデータ 

の利活用による教育改善支援を行う。 

 ウ 教員自身の自己点検・評価を行い，教育改善のＰＤＣＡサイクル等を構築する。 

  エ 管理運営業務の在り方を見直し，教員の業務負担を軽減し，教育環境の改善を支援す 

る。 

（４）卒業後も大学と繋がる交流方法の構築 

  卒業時ならびに卒業後３年経過した学生に対し，在学中の満足度と現在の状況等につい 

てのアンケート等の調査を実施する手段として，入学時に付与しているＮＵＧメールア 

ドレスを効果的に活用するシステムを構築し実践していく。また，卒業５年後，１０年 

後の学生に対する手段についても検討する。 

 

③学位プログラムとしての大学院教育の確立 

（１）社会のニーズと合致する大学院教育の推進 

  大学院が人材養成の機能を適切に果たすために，大学院修了者の主要な受け手である産 

業界等のニーズと大学院教育のマッチングを図る。 

  ア 社会の要望を考慮したカリキュラムの見直しを行う。 

  イ 時代に即した研究指導のための検証及び改善等を行う。 

（２）学部教育と大学院教育の連携 

  学士課程と修士課程を一体的に運用する，６年一貫性教育の導入を検討する。 

  ア 修士の学位取得を到達点とするカリキュラム構成を意識し，学部教育が大学院教育へ 

繋がることを示す科目ナンバリングを導入したカリキュラムの見直しを行う。 

 イ 既存の学部・研究科等の組織の枠を超えた柔軟な教育プログラムの検討を支援する。 

（３）大学院生に対する修学上の支援 

  奨学金等による経済的な支援体制の整備，また，修了後のキャリアパス形成のための支

援体制を確立することにより，学修に専念できる環境を強化する。 

  ア 博士後期課程の学生については，本学教員として受入れる体制を整備する。 

  イ オンライン授業や通学の利便性に配慮した施設の共同利用により，学びやすい環境を 

整備する。 
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④高等学校等との教育連携の充実・推進 

（１）年内入試との連動を含む高大連携教育の再構築 

  入学者選抜において「学力の３要素」を多面的・総合的に評価する入試体系への転換を 

図るとともに，総合型選抜や学校推薦型選抜など高校と大学が連携して生徒を育成する 

接続教育型選抜の有効性を発揮させるため，実効性のある入学前教育や卒業前教育等を 

実施し，隙間のない学びの環境を整える。 

（２）付属高等学校等におけるＩＣＴ教育，グローバル教育の進展のための教員交流の推進 

 国が進めるＧＩＧＡスクール構想も見据え，初等中等教育の更なる向上に資する本学の 

付属高等学校等教員の交流の推進を支援する。 

 

⑤大学と社会との関係構築 

（１）地域に根差した大学としての役割の強化 

  多くの地域にキャンパスを持つ本学の特色を生かし，それぞれの部科校が立地する地域 

と互恵関係を結ぶなどして地域と共に発展し，地域に貢献する本学の教育研究活動の活 

性化を支援する。また，部科校における地域社会との連携内容等を定期的に検証して適 

切性を担保するとともに，その活動の改善を支援する。 

（２）リカレント教育の提供 

  社会人学生に対しては，仕事に直結する実学や，生活を豊かにするための教養等，多様 

なニーズに応えるリカレント教育プログラムを提供する。 

（３）学生ボランティア活動の推進 

 学生が社会でボランティアを経験することにより，人間力の向上など汎用的能力を涵養 

させ，社会貢献にも繋げることを目的に，ボランティアに取り組みやすい環境を整える。 

 

教育基盤となる研究の推進 

①独創的・先駆的研究成果の創出とその社会還元 

（１）今後重要視される独創的・先駆的研究分野の開拓 

  今後，社会で必要とされる分野の発展につながる研究を発掘し，当該研究課題に対して 

本学の総合力を生かせるよう重点的な予算配分を行い，その成果を本学の学生のみなら 

ず，若手教員の教育・研究に還元することで相加的な教育の質向上につなげる。 

  基礎研究から応用研究に至るまで，本学の研究活動の更なる活性化を図るため，大学に 

よる研究組織への包括的な支援と，大学院，学部，付置研究所に向けた間接的な支援を 

図り，本学の多様性を生かした多角的な研究成果と知見を獲得する。さらに，研究成果 
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を積極的に外部発信することにより，大学ブランドイメージの向上を図る。 

 

（２）持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達成に向けた研究の推進 

  持続的な社会を実現するための目標（貧困，感染症，不平等，災害，紛争，環境破壊等 

の諸課題の解決）に対して，大学が果たすべき役割は大きい。極めて多様な領域の研究 

者を備えた本学の総合大学としての力を結集し，自然科学から技術工学，さらには人文 

・社会科学までの“知”を融合させ，地域から国際社会まで幅広く持続可能な社会の実 

現に貢献できる研究の推進を目指す。 

（３）知的財産に基づく研究等の促進及び産官学連携研究の推進 

  本学において創出された研究成果を社会に還元するため，更なる知的財産の獲得を推進 

する。得られた知的財産等については，日本大学発イノベーションの創出への活用のみ 

ならず，地域のニーズ等を把握し，地域産業界，国内外の大学及び研究機関等との共同 

研究を推進するための連携体制の構築に活用する。 

 

②社会変化に対応可能な研究基盤の再構築 

（１）社会の変化に対応できる研究環境の構築 

  社会からの要請が強い研究分野や社会的評価の高い研究に携わる研究者が，最大限の研 

究成果を上げるために必要な研究基盤を強化する。また，コロナ禍を契機とする社会環 

境の変化，人々の生活様式の変化に対応するため，オンラインコミュニケーションをは 

じめとする新たなデジタル技術を活用した研究手法を確立するとともに，積極的に研究 

者交流の活性化を進める。 

（２）研究施設・設備の共同利用の促進 

  本大学で定めた「研究費等の合算使用に関する取扱」及び「研究費等の合算使用による 

共用設備の購入に関する取扱」に基づき，高額な教育研究用機器等を購入する際は，複 

数研究者の研究費を合算して使用することを推奨し，合理的な共同利用を推進する。 

  また，これまでの各種事業で整備された研究施設・設備に関する情報は，学内に広く周 

知することで有効利用を促進し，新たな研究の創出に繋げる。 

（３）外部研究資金の積極的獲得 

 「競争的外部研究資金の獲得は研究力の表れである」との視点に立ち，これまでに蓄積 

した資金獲得のノウハウを全学的に共有するなどの支援を展開して，新たに科学研究費 

等の外部資金獲得を目指す。また，本学から創出された多様な研究成果のアウトリーチ 

活動を積極的に行い，研究シーズ提供型受託・共同研究の獲得，産業界等との連携強化 

によるニーズ解決型受託・共同研究の獲得を推進する。 

（４）学術情報の整備及び社会への発信力の強化 

  図書館の共有化を促進するため，各図書館分館が所有する図書や雑誌等の学術情報及び 
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電子ジャーナルや電子書籍，データベース等の電子情報の整備・充実を図る。また，貴 

重図書等，学術的な価値が高い資料の所蔵情報をホームページ等から社会に向けて発信 

する。さらに，プレスリリースを中心とした積極的な研究成果の公表，研究者情報シス 

テム及び日本大学研究者ガイドの充実を図り，より積極的な社会への研究成果の発信を 

進める。 

（５）次世代を見据えた若手研究者の育成 

  若手研究者が自立して研究ができる環境を構築するため，学内での競争的研究費によっ 

て研究活動を支援し，研究業績の蓄積のみに偏らず，研究組織のマネジメント能力も持 

ち合わせた次世代研究者の育成を図る。また，若手研究者のキャリア形成とポジション 

獲得につながるキャリアパスの形成支援のため，日本学術振興会等の学外制度の更なる 

活用を推進する。 

 

③社会の強い信頼を得る持続可能な研究体制の充実 

（１）研究倫理及び産官学連携に係る利益相反のマネジメント推進 

  研究倫理教育，コンプライアンス教育等を通じて研究倫理規範の遵守を徹底し，研究不 

正を防止する。また，社会連携や産官学連携に伴う知的財産活動を行う上で生じる利益 

相反を適正にマネジメントし，研究者の規範意識の醸成により社会からの強い信頼獲得 

に努める。 

（２）安全保障貿易管理に係る法令，生物多様性条約等の遵守体制の強化 

  本学における学術研究の健全な発展への配慮及び危機管理への対応として，外国為替及 

び外国貿易法をはじめとする関係法令等の遵守による安全保障輸出管理を適切に実行し， 

国際的な平和及び安全の維持に寄与する。また，生命科学研究に携わる研究者には，生 

物多様性条約，名古屋議定書，カルタヘナ議定書等，研究者が遵守しなければならない 

条約や法令等に関する情報を広く提供し，適正な研究活動を保持する。 

（３）災害等に備えた強靭な研究体制の確立  

  学生や教職員が安心して研究活動を行えるように，自然災害や感染症対策を常時実施す 

ると共に，動物実験，遺伝子組換え実験，毒劇物等を使う実験においては，地震や火災 

などの災害時における危機管理マニュアルの整備を徹底する。 

以  上 
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盤石な経営基盤の確立 

①法人施策のさらなる推進及び実現に関する方針 

 （１）法人の将来を見据えた中期計画の見直しによる，安定的かつ永続的な運営体制の構

築 

  ア 「第三者委員会」及び「日本大学再生会議」からの提言や学生，教職員等からの意

見を踏まえた，高い公共性を有する教育機関としての健全な管理運営体制の早期構

築とその継続的運営を図る。 

  イ 私立大学連盟が策定した「私立大学ガバナンス・コード」の遵守状況の検証を行う

とともに，中期計画を着実に実行するために定期的に進捗状況の確認を行い，計画

の促進，見直し等を適宜行う。また，法人と部科校等をより連関させる計画策定に

向けた策定プロセスについて見直しを図る。 

（２）医学部付属板橋病院建替え計画を正常化し，早期開院に向けた事業の継続及び病院 

経営健全化の実現 

ア 令和２年度より設計を開始し，令和８年度終了時点では，新医学部校舎の建設完了と， 

病院建設工事の開始を見込んでいたが，現在設計業務が中断されている状態にある。 

今後は①設計業務の再開に向けた諸手続き，具体的には現在の設計業務については，

必要な措置を講じた上で解除し，新たに設計業務を進め，②現行計画の再検討（病床

数，延床面積等）を早急に行い，建設計画の正常化，国から求められている耐震性能

の確保を目指す。また建替え計画に並行して，現病院の運営の効率化を進め，収支の

均衡，病院経営健全化を実現し，その成果を新病院経営に繋げる。 

（３）国際化推進のためのオーストラリア・ニューカッスルキャンパスをはじめとする海

外拠点の整備と活用促進 

  ア ニューカッスルキャンパスにおける整備工事は令和３年度に完了しており，引き続 

き，施設活用・運営に係る準備を進め，国際化推進のための海外拠点としての活用 

を促進する。 

  イ 学内で実施している海外研修等について，同キャンパスを積極的に活用して行うこ 

とにより，部科校間交流の促進及び学生，生徒等の負担軽減に努める。 

  ウ アジア地域における留学生獲得に向けた積極的な広報活動等各種施策について検 

討する。 

（４）本学施設の近接部科校間での相互・共同利用の促進による効率的活用 

  ア 多くのキャンパスを有する総合大学である本学の強みを生かし，近接学部における 

部科校間の垣根を越えたキャンパス・施設の共同利用を推進し，効率的な施設の活 

用を図る。 

Ⅵ 経営上の基本方針に基づく中期計画
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 （５）地域の特性や少子化等を考慮した部科校等の組織・運営体制の見直し 

  ア 特に深刻化する地方における少子化に対応すべく，地域ごとの年少人口の推移， 

進学率等の検証を行い，部科校の統廃合，運営体制見直し等を検討する。 

 

②事務組織の効率運用に関する方針 

（１）事務分掌の見直しによる業務分担の最適化 

  ア 平成２８年に開設した三軒茶屋キャンパスの２学部１事務局２課体制について検 

証し，既存学部の８課体制についての見直し及び近接学部の事務組織の連携・統合

の検討を行うなど，実際の業務内容について精査し，重複業務の整理・適切な事務

分掌を行うことにより，効率的かつ効果的な業務分担を図る。 

（２）権限及び意思決定方法の明確化による適切な業務運営 

   ア 役職ごとの権限の見直しを行い，業務のスリム化を図る。 

 （３）環境の急変に適応できる柔軟な運営体制の整備 

    ア 様々な社会環境の変化に対して，より一層の柔軟な勤務体制（時差出勤，在宅勤務 

等）を構築するとともに，臨時的措置を速やかに講じることを可能とする体制を整

備する。 

（４）デジタル化の促進による業務の合理化 

  ア 令和３年度を目途に大学本部においてワークフローシステムによる電子決裁を先 

行導入し，検証を行った上で令和４年度以降に各部科校への導入を検討する。 

  イ オンライン会議，研修等をさらに推進し，遠隔地にある部科校の移動時間・経費削 

減等を図る。 

  ウ 在宅勤務及び出張先での業務や，オンライン会議，研修等を実施できるように，セ 

キュリティの確保を含めた環境整備を行う。本部での運用が確立した後，各部科校 

への導入を推進する。 

 

③人材の育成・活用に関する方針 

（１）意識改革を促す全学統一の人事評価・昇進・育成制度の構築 

   ア 公平で透明性のある教職員の採用により，今後求められる人材を確保するとともに，

教員の教育面における評価制度を含む，公正性の担保された全学統一の合理的な人

事考課制度の策定及びそれに基づくキャリア教育の充実や顕彰等への反映につい

て検討する。 

イ 「全学ＳＤ実施について」に基づき，教職員を対象としたオンデマンドのＳＤ研修 

や入職後職員が各年次で必要と考えられるスキル・能力を階層別に定め，そのスキ 

ル・能力を習得することを目的とした研修等を実施する。 

ウ 法人の将来の礎となる人材の育成及び仕組みを構築する。 

（２）授業科目数及び専任教員の持コマ数の適正化等による適切な教員配置 
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 ア 「大学等の教員配置計画策定に係る基本方針について」及び「令和４年度及び令和

５年度の教員配置数の上限について」に基づき，引き続き各部署が連携し，定めら

れた人件費内で合理的な人員配置の実践を図る。また，教育課程の見直しを検討し，

単位制度の趣旨に則った授業科目数の適正化について，財政状況を勘案した上で検

討する。 

（３）部科校間を越えた授業科目担当教員人事制度の確立 

  ア 「全学教養教育委員会（仮称）」を設置し，大学が教養教育の責任を担い，多面的

な視点から本学の教養教育を構築し，この委員会が部科校間の兼担や兼任講師の調

整を行う。 

（４）大学院から若手教員へのキャリアパス制度の策定 

  ア 若手教員及び女性教員の採用促進も踏まえ，部科校等における教員組織の適正な年

齢構成バランスも考慮して，大学院から教員として採用するまでの人材育成を目的

としたキャリアパス制度の構築を検討する。 

（５）事務職員配置数等の適正化と事務組織の再編・一元化による効率化，スリム化を図 

   った合理的な運営体制の構築 

    ア 部科校等における事務職員配置状況及び業務内容等を把握して再評価することに 

より，定められた人件費内で組織される合理的な管理運営体制の構築を検討する。 

また，任期制職員及び勤務地域限定職員等を活用し，事務職員配置数等の適正化を 

図る。 

イ 組織の効率化及びスリム化を目的とした本部・部科校組織の再編及び生産性の高 

い業務遂行に資する人事制度について検討する。また，事務組織等の一元化の実 

現に併せて，都心を中心にキャンパスの相互利用及び未利用施設の再活用につい 

ても検討を行い，本学資産の有効な活用を目指した適正な人事配置や生産性の高い 

業務遂行に資する人事制度を検討する。 

  ウ 事務職員配置の適正化に当たり，多様な人材の積極的な活用を推進する。 

（６）事務等のアウトソーシング推進による人事配置の効率化 

  ア 人員配置や業務内容等の精査を行い，効率的な人員配置の達成に向け可能なものに 

ついては，アウトソーシングの活用を検討する。 

 

④財政一元化の推進による戦略的な法人運営に関する方針 

（１）各種法人施策実現に向けた財源確保の促進 

  ア 財政一元化の推進による戦略的な法人運営の実現に向けて，各種法人施策の実現に 

向けた財源を順次確保する。 

（２）本学の永続的な運営を可能とする財務体制の整備 

   ア 現在の教育研究活動を支えながら，学校法人の永続的な運営を可能とする財務体制 

を整備するため，当該年度の経営状況を表す事業活動収支差額比率（基本金組入前 
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当年度収支差額／事業活動収入）を，継続的に５％以上とすることを目標とし，長 

期的に収支均衡を図る。 

  イ 私立大学等経常費補助金の不交付措置及びその他収入減を考慮し，将来にわたって 

教育研究活動を維持するために，より効率的に資金を活用することを目途に，現在 

進行している各種事業計画の見直しを図るとともに，遊休地等売却の検討及びさら 

なる冗費節減に向けた全学統一基準作成等の施策を推進する。 

（３）財政一元化体制の強化 

  ア 財政一元化策として創設した，戦略的な法人運営と部科校の諸活動を維持するため 

の助成制度である財政調整積立金制度の活用に向けて，各種法人施策の推進に必要 

となる積立金等体制を順次整備する。 

 

⑤大学全体を意識した本学資産の有効活用に関する方針 

（１）校舎等の設計・工事の共同化 

  ア 新築建物の建設時期・立地・用途等を総合的に判断し，可能な範囲で複数の案件を

共同発注あるいは共通仕様とすることで，スケールメリットを活かした経費削減を

図る。 

（２）研究設備等の共同利用による新たな研究分野の創出  

  ア 本学で定めた「研究費等の合算使用に関する取扱」及び「研究費等の合算使用によ 

る共用設備の購入に関する取扱」に基づき，高額な教育研究用機器等を購入する際 

は，複数研究者の研究費を合算して使用することを推奨し，合理的な共同利用を推 

進する。また，これまでの各種事業で整備された研究施設・設備に関する情報を学 

内に広く周知することでそれらの有効利用を促進し，新たな研究の創出に繋げる。 

（３）点在する学内データを集積したＩＲの推進 

ア 本学資産の有効活用として，学内に点在する財務情報など大学の諸活動に関する管 

理運営の情報をＩＲに集積し，大学経営の基礎となる情報の分析を行い，客観的な 

分析結果に基づいた自己評価，意思決定を可能とする体制の整備・充実を図る。 

（４）分散する各種事務システムの一本化による効率運用 

  ア 部科校ごとに構築している同様なシステムの整理統合を推進することで，業務の統 

一化を目指し効率化につなげる。 

（５）広報業務の共同化・効率化・適正化による効果的な広報戦略 

ア 大学全体の広報活動の方向性，戦略等について，内容の一貫性を確保していくとと 

もに，スケールメリットを生かした広報戦略により，本学のブランディング効果を 

高め，更なる入学志願者の獲得を目指す。 

イ 学生生徒，保護者，教職員，卒業生など本学関係者のみならず，広く社会から信頼 

が得られるよう有益な情報を提供するとともに，全学の教員，学生同士が部科校を 

超えてネットワークを結び，情報を発信する仕組みを構築することで，社会が本学 
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の取り組みを深く理解することを目指す。 

（６）本学遊休資産の有効活用の検討 

ア 本学遊休資産について，売却等も含めた有効的な活用方法を全学的に検討し，必要 

な施策を推進する。 

 

⑥本部・部科校連携による合理化，コストの削減に関する方針 

（１）物品等の共同調達の促進 

  ア「全学共通仕様物件に関する基準に基づく対象物件仕様」や，共同調達物件の見直 

   し等により，スケールメリットを活かした調達を一層推進する。また，共通仕様に 

基づくパソコン等を共同調達し，デジタル機器の統一化による管理業務の合理化及 

びセキュリティ対策の向上を図る。 

（２）業務委託（清掃，警備，施設設備保守・管理等）の共同化 

  ア 部科校毎，案件毎に契約していた外部委託業務を集約（共同化）することにより， 

費用の低減及び業務の効率化を図る取り組みを進める。 

（３）建設計画における効率的経営の検討及び具現化 

  ア 施設の有効活用及び維持管理における課題を検証し，長期的な視点による基本構想

の策定に重点を置くことで，効率的経営の推進を図る。 

 

⑦安全・安心なキャンパスの実現に関する方針 

 （１）危機管理及びリスク管理体制の構築 

  ア 法人全体としての危機管理マニュアルを令和元年１０月１日付けで制定したこと

に伴い，令和３年度内を目途に各部科校等における危機管理マニュアルを整備し，

随時見直しを図り，常に緊急時の際に適用できるマニュアルの状態を担保する。 

イ 危機管理体制についての周知徹底及び常に危機意識の醸成を図ることを目的とし 

たセミナー等の開催による啓発活動を実施する。 

  ウ 本学で生じたハラスメント及び法令違反に加え，学内トラブル・紛争等を含めたコ 

ンプライアンス全般の問題をより迅速かつ適正に解決するための体制を整備する 

とともに，啓発活動を充実し，問題発生の根絶を目指す。 

  エ 本法人の役員及び教職員の指針となる行動規範を策定し，教育機関の一員としての 

高い倫理観を醸成する。また，教育研究機関としての公共性及び社会的使命を自覚 

させるための研修を定期的に実施し，コンプライアンス意識の向上を図る。 

    オ 個人情報の取扱いに関する本学の統一ルールを定めて各業務フローに反映すると 

ともに，全ての構成員に対して「情報管理宣言」の徹底を図る。 

 （２）コロナウイルス等感染症への適切な対応 

  ア 感染症危機管理は，基本的に危機管理マニュアルに基づいて行うが，未知の感染症 

に対しては，政府及び関係官庁が示す方針に基づいた対応が大前提となるため，そ 
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こで発信される情報を集約・周知し，必要に応じ危機管理委員会にて審議する危機 

管理体制について，社会状況を見極めながら随時必要な見直しを図る。 

 （３）施設の耐震対策等の継続的な実施 

ア 安全・安心な施設設備の整備のため，建物の状況をふまえ，耐震化（耐震改修また 

は改築）を推進する。 

 （４）情報セキュリティ対策の強化 

ア ネットワーク監視システムにより，不正アクセスや情報漏洩を未然に防ぐ。また， 

テレワークに対応したセキュリティ対策の強化を図る。 

イ 部科校各キャンパスに設置されているファイアウォールを段階的に統合，一元管理 

することで，管理コストの軽減及び学内ネットワークのセキュリティ向上を図る。 

 

以  上 
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