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⑧
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⑨

平成30(2018)年度監事監査報告書

⑩

令和元(2019)年度監事監査報告書

履修要項、シラバス（電子データ）
①
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1-1．使命・目的及び教育目的の設定
【資料 1-1-1 】

千葉工業大学学則（第１章第２条該当ページ抜粋）
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【資料 1-1-2 】
リシー
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各研究科及び各専攻のディプロマ・ポリシー、カリキュラム・
【資料 1-1-4 】
ポリシー
1-2．使命・目的及び教育目的の反映
【資料 1-2-1 】

学校法人千葉工業大学寄附行為

F-1 再掲

【資料 1-2-2 】

千葉工業大学学則

F-3 再掲

【資料 1-2-3 】

学生便覧・大学院要覧

F-5 再掲

【資料 1-2-4 】

学校法人千葉工業大学中期計画（2020 年度～2023 年度）

【資料 1-2-5 】

令和 2（2020）年度事業計画書

【資料 1-2-6 】

各学部学科の定員及び在籍学生数（データ編抜粋）

F-6 再掲
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該当する資料名及び該当ページ

備考

2-1．学生の受入れ
【資料 2-1-1 】

学部・学科アドミッション・ポリシー一覧

【資料 2-1-2 】

研究科・専攻アドミッション・ポリシー一覧

【資料 2-1-3 】

学生募集要項各種

【資料 2-1-4 】

合同教授総会高大接続改革関係配布資料（2018 年 4 月 3 日）

【資料 2-1-5 】

2021 年度早わかり入試ガイド

【資料 2-1-6 】

入学者受入れの検証に関する調査資料

【資料 2-1-7 】

大学院ナビ

F-4 再掲
F-4 再掲
F-2 再掲

2-2．学修支援
【資料 2-2-1 】

2020 年度学生便覧（P17）抜粋
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【資料 2-2-2 】

新任教員オリエンテーション資料（教務課資料 36 ページ）

【資料 2-2-3 】

クラス担任会資料（新入生クラス担任用教務委員会資料）

【資料 2-2-4 】

クラス担任会資料（初年次教育の構成）

【資料 2-2-5 】

【資料 2-2-7 】

クラス担任会資料（学生の自己評価の概要）
千葉工業大学基礎能力評価チェックシート（ポートフォリオイ
メージ）
manaba 利用ガイド（クラス担任用）

【資料 2-2-8 】

ウォーミングアップセミナー2020 プログラム

【資料 2-2-9 】

2020 年度学生便覧（P49-P50）抜粋
教員向け文書「聴覚障碍学生支援として UD トークの活用につ
いて」
初年次教育教材「修学上の基本スキル（情報スキル）」

【資料 2-2-6 】

【資料 2-2-10】
【資料 2-2-11】
【資料 2-2-12】

【資料 2-2-14】

千葉工業大学シラバス作成要領（5 ページ）
新任教員オリエンテーション資料（教務委員会資料 18・19 ペ
ージ）
千葉工業大学仮進級の取扱いについて（学生用）

【資料 2-2-15】

千葉工業大学特別履修制度の取扱いについて（学生用）

【資料 2-2-16】

年度別留年者数と退学者の推移（教務委員会資料）

【資料 2-2-17】

千葉工業大学教育補助員規程

【資料 2-2-18】

教育補助員手続き要領（修士課程用，博士後期課程用）

【資料 2-2-19】

2020 年度 TA 基礎配当時間数一覧

【資料 2-2-13】

備考

2-3．キャリア支援
【資料 2-3-1 】

インターンシップガイドブック 2020

【資料 2-3-2 】

進路支援のための各種主要行事の学年別年間スケジュール

【資料 2-3-3 】

「技術展示会」パンフレット

【資料 2-3-4 】

「特別英語トレーニング講座」案内ポスター

【資料 2-3-5 】

就職システム利用マニュアル（「求人 NAVI」）抜粋

2-4．学生サービス
【資料 2-4-1 】

学生便覧（P19～P38）抜粋

【資料 2-4-2 】

大学への連絡シート

2-5．学修環境の整備
【資料 2-5-1 】

「東京スカイツリータウン®キャンパス」パンフレット

【資料 2-5-2 】

授業時間表＆履修ガイド 2020（P10）抜粋

【資料 2-5-3 】

授業時間表＆履修ガイド 2020（P8-P9）抜粋

2-6．学生の意見・要望への対応
【資料 2-6-1 】

2019 年度学生生活アンケート集計報告（学部版、大学院版）

【資料 2-6-2 】

2019 年度学生インタビュー報告書

【資料 2-6-3 】

大学への連絡シート

【資料 2-6-4 】

学生相談室利用状況

【資料 2-6-5 】

茶話会開催チラシ

【資料 2-6-6 】

外国人留学生ガイドブック

【資料 2-6-7 】

海外協定大学交換留学生募集要項

2-4-2 再掲
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基準項目
コード

該当する資料名及び該当ページ

備考

3-1．単位認定、卒業認定、修了認定
【資料 3-1-1 】

建学の精神、ディプロマ・ポリシー_HP 画面

【資料 3-1-2 】

クラス担任会資料（学生の自己評価の概要）

【資料 3-1-3 】

【資料 3-1-7 】

千葉工業大学基礎能力評価項目（基礎能力ルーブリック）
初年次教育説明会・意見交換会レジュメ、機械工学科 DP・CP
カード（サンプル）
千葉工業大学学則
千葉工業大学工学部履修規程、創造工学部履修規程、先進工学
部履修規程、情報科学部履修規程、社会システム科学部履修規
程
千葉工業大学シラバス作成要領（学部版、大学院版）

【資料 3-1-8 】

教員用「授業運用に関する基本的事項」

【資料 3-1-9 】

千葉工業大学シラバス集

【資料 3-1-10】

各学科 DP と授業科目のマッピング表

【資料 3-1-11】

千葉工業大学大学院学則

【資料 3-1-12】

千葉工業大学学位規程

【資料 3-1-13】

2020 大学院便覧（P24）抜粋
2020 学生便覧（工学部 P59・P69・P78・P88・P100・P111、創
造工学部 P58・P67・P76、先進工学部 P58・P67・P76、情報科
学部 P59・P70、社会システム科学部 P62-P63・P82-P83・P99）
抜粋
学生用キャンパスポータル公開 GPA 分布

【資料 3-1-4 】
【資料 3-1-5 】
【資料 3-1-6 】

【資料 3-1-14】
【資料 3-1-15】
【資料 3-1-16】
【資料 3-1-17】
【資料 3-1-18】
【資料 3-1-19】
【資料 3-1-20】
【資料 3-1-21】
【資料 3-1-22】

2-2-5 再掲

F-3 再掲

2-2-12 再掲
F-12 再掲
F-3 再掲

評価及び卒業認定にあたっての基準_HP 画面
在学生における入学前既修得単位の認定について（教員宛依頼
文書）
千葉工業大学編入学生の既修得単位等の認定に関する規程
2020 年度学生便覧（P47）抜粋
千葉県私立大学及び放送大学間の単位互換に関する包括協定
書
千葉工業大学工学部（創造工学部・先進工学部）と千葉大学工
学部との間における単位互換に関する協定書
サイバー大学との単位互換に関する協定書

3-2．教育課程及び教授方法
【資料 3-2-1 】

建学の精神、ディプロマ・ポリシー_HP 画面

3-1-1 再掲

【資料 3-2-2 】

3-1-4 再掲

【資料 3-2-6 】

機械工学科 DP・CP カード（サンプル）
全学部・学科、全研究科・専攻のディプロマ・ポリシー、カリ
キュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシー一覧表
千葉工業大学工学部履修規程、創造工学部履修規程、先進工学
部履修規程、情報科学部履修規程、社会システム科学部履修規
程
2020 年度学生便覧（工学部 P62-P64・P72-P74・P81-P83・
P91-P94・P103-P105・P114-P117、創造工学部 P61-P63・P70-P72・
P79-P81、先進工学部 P61-P63・P70-72・P79-81、情報科学部
P62-P65・P73-P76、社会システム科学部 P67-P74・P87-P94・
P103-P108）抜粋
千葉工業大学シラバス作成要領（学部版、大学院版）

【資料 3-2-7 】

千葉工業大学シラバス集

F-12 再掲

【資料 3-2-8 】

年度授業時間＆履修ガイド 2020（P7）抜粋

【資料 3-2-3 】
【資料 3-2-4 】

【資料 3-2-5 】
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2-2-12 再掲
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基準項目
コード

【資料 3-2-13】

該当する資料名及び該当ページ
2020 年度大学院要覧（P66・P75・P83・P91・P99・P108・P131・
P142・P151・P163・P171・P179）抜粋
2020 年度学生便覧（工学部 P58・P68・P77・P87・P99・P110、
創造工学部 P57・P66・P75、先進工学部 P57・P66・P75、情報
科学部 P58・P69、社会システム科学部 P61・P81・P98）抜粋
授業時間＆履修ガイド 2020（工学部 P73-P75、創造工学部
P47-P49、先進工学部 P47-P49、情報科学部 P35-P37、社会シス
テム科学部 P47-P49）抜粋
授業時 間＆履修ガイ ド 2020（工学 部 P16-17・創造工学部
P16-17・先進工学部 P16・情報科学部 P16・社会システム科学
部 P17）抜粋
2020 年度ソーシャルアクティブラーニングプログラム一覧

【資料 3-2-14】

教育センターに関する申合せ

【資料 3-2-15】

学内諸会議について（構成員表）

【資料 3-2-16】

【資料 3-2-18】

千葉工業大学 FD 委員会規程
千葉工業大学学生 FD 委員会実施報告書（2019 年度 2 年生・3
年生）
授業点検書の作成依頼（教員宛）

【資料 3-2-19】

2019 年度前期授業点検書サマリー

【資料 3-2-20】

新任教員オリエンテーション資料（教務課資料 9 ページ）

【資料 3-2-21】

千葉工業大学オンライン授業の活用に関するガイドライン

【資料 3-2-22】

授業時間及び授業期間の変更に関するパンフレット

【資料 3-2-23】

FD 講演会案内パンフレット（竹内氏）

【資料 3-2-24】

FD 講演会案内パンフレット（栗田氏）

【資料 3-2-25】

2020 年度大学院要覧（P19）抜粋

【資料 3-2-9 】
【資料 3-2-10】

【資料 3-2-11】

【資料 3-2-12】

【資料 3-2-17】

備考

2-2-13 再掲

3-3．学修成果の点検・評価
【資料 3-3-1 】

【資料 3-3-3 】

千葉工業大学基礎能力評価項目（基礎能力ルーブリック）
千葉工業大学基礎能力評価チェックシート（ポートフォリオイ
メージ）
2019 年度前期授業点検書サマリー

【資料 3-3-4 】

授業アンケート設問項目の変更資料（FD 委員会資料）

【資料 3-3-5 】

千葉工業大学アセスメント・ポリシー

【資料 3-3-6 】

教員用「授業運用に伴う基本的事項」
授業時間表＆履修ガイド 2020（工学部 P17-P22、創造工学部
P17-P20、先進工学部 P17-P19、情報科学部 P17-P18、社会シス
テム科学部 P8）抜粋
2019 年度前期授業アンケートサマリー

3-1-8 再掲

2-6-1 再掲

【資料 3-3-11】

2019 年度学生生活アンケート集計報告（学部版、大学院版）
2019 年度入学者に係る前期単位修得率一覧の送付及び後期履
修指導体制について（学科長宛文書）
学生用キャンパスポータル公開 GPA 分布

【資料 3-3-12】

2019 年度卒業時アンケート集計結果

【資料 3-3-13】

学位論文に係る評価にあたっての基準_HP 画面

【資料 3-3-14】

千葉工業大学学位規程

【資料 3-3-2 】

【資料 3-3-7 】
【資料 3-3-8 】
【資料 3-3-9 】
【資料 3-3-10】

3-1-3 再掲
2-2-6 再掲
3-2-19 再掲

3-1-15 再掲

3-1-12 再掲

111

千葉工業大学

基準 4．教員・職員
基準項目
コード

該当する資料名及び該当ページ

備考

4-1．教学マネジメントの機能性
【資料 4-1-1 】

千葉工業大学研究科長会運営規程

【資料 4-1-2 】

研究科長会・研究科連絡会議名簿

【資料 4-1-3 】

千葉工業大学学部長規程

【資料 4-1-4 】

千葉工業大学学部長会運営規程

【資料 4-1-5 】

学部長会名簿

【資料 4-1-6 】

学部連絡会議名簿

【資料 4-1-7 】

千葉工業大学副学長に関する内規

【資料 4-1-8 】

千葉工業大学学長補佐に関する内規

【資料 4-1-9 】

千葉工業大学学科長制度に関する内規

【資料 4-1-10】

千葉工業大学教授会運営規程

【資料 4-1-11】

千葉工業大学大学院教授会運営規程

【資料 4-1-12】

【資料 4-1-15】

千葉工業大学合同教授会運営規程
学校教育法第 93 条第 2 項第 3 号に基づき教授会が意見を述べ
るべき事項に関する内規
学校教育法第 93 条第 2 項第 3 号に基づき大学院教授会が意見
を述べるべき事項に関する内規
千葉工業大学教務委員会規程

【資料 4-1-16】

千葉工業大学入学試験委員会規程

【資料 4-1-17】

千葉工業大学学生委員会規程

【資料 4-1-18】

千葉工業大学就職委員会規程

【資料 4-1-19】

千葉工業大学大学院教務委員会規程

【資料 4-1-20】

学校法人千葉工業大学事務組織規程

【資料 4-1-13】
【資料 4-1-14】

4-2．教員の配置・職能開発等
【資料 4-2-1 】

工学部電気電子工学科教員募集要項

【資料 4-2-2 】

千葉工業大学教員資格審査規程

【資料 4-2-3 】

千葉工業大学工学部教員資格審査細則

【資料 4-2-4 】

千葉工業大学情報科学部教員資格審査細則

【資料 4-2-5 】

千葉工業大学社会システム科学部教員資格審査細則

【資料 4-2-6 】

千葉工業大学教育センター教員資格審査細則

【資料 4-2-7 】

千葉工業大学大学院担当教員資格基準

【資料 4-2-8 】

千葉工業大学 FD 委員会規程

3-2-16 再掲

【資料 4-2-9 】

3-2-15 再掲

【資料 4-2-11】

学内諸会議について（構成員表）
千葉工業大学学生 FD 委員会実施報告書（2019 年度 2 年生・3
年生）
授業アンケート教員用マニュアル

【資料 4-2-12】

授業アンケート［中間期］実施通知（教員用）

【資料 4-2-13】

授業アンケート設問項目の変更資料（FD 委員会資料）

【資料 4-2-14】

2019 年度表彰者一覧

【資料 4-2-15】

2019 年度前期・後期授業公開一覧

【資料 4-2-16】

FD フォーラム予稿集（2019 年度版）

【資料 4-2-17】

FD 講演会案内パンフレット（竹内氏）

3-2-23 再掲

【資料 4-2-18】

FD 講演会案内パンフレット（栗田氏）

3-2-24 再掲

【資料 4-2-10】

4-3．職員の研修
【資料 4-3-1 】

職員研修内容一覧

【資料 4-3-2 】

勤務評価実施要項
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3-2-17 再掲

3-3-4 再掲
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基準項目
コード

該当する資料名及び該当ページ

備考

4-4．研究支援
【資料 4-4-1 】

公的研究費等使用の手引き（第 13 版）

【資料 4-4-2 】

学校法人千葉工業大学研究施設貸与内規

【資料 4-4-3 】

学生満足度抜粋

【資料 4-4-4 】

学校法人千葉工業大学研究者倫理憲章

【資料 4-4-5 】

学校法人千葉工業大学研究者倫理規程

【資料 4-4-6 】

【資料 4-4-8 】

学校法人千葉工業大学研究者倫理委員会規程
学校法人千葉工業大学研究活動における不正行為の防止等に
関する規程
令和元年度研究者倫理委員会第 1 回議事録

【資料 4-4-9 】

学校法人千葉工業大学内部監査規程

【資料 4-4-10】

令和元年度科研費内部監査報告サイト用

【資料 4-4-11】

競争的資金等に係る間接経費の取扱要領

【資料 4-4-12】

2019 年度附属研究所第 1 回運営会議議事録

【資料 4-4-13】

2019 年度附属研究所の研究助成金の公募について（通知）

【資料 4-4-7 】

基準 5．経営・管理と財務
基準項目
コード

該当する資料名及び該当ページ

備考

5-1．経営の規律と誠実性
【資料 5-1-1 】

学校法人千葉工業大学寄附行為

【資料 5-1-2 】

学校法人千葉工業大学学内理事会規程

【資料 5-1-3 】

自己管理型点検評価チェックシステム

【資料 5-1-4 】

学校法人千葉工業大学行動規範

【資料 5-1-5 】

学校法人千葉工業大学研究者倫理憲章

【資料 5-1-6 】

千葉工業大学利益相反ポリシー

【資料 5-1-7 】

【資料 5-1-9 】

該当情報の大学ホームページ内情報公開部分抜粋
職員勤務評価制度要項、令和 2（2020）年度事務局方針、各部
方針・各課目標・目標設定シート
学校法人千葉工業大学中期計画（2020 年度～2023 年度）

【資料 5-1-10】

理事会・評議員会

【資料 5-1-11】

教授総会議題一覧

【資料 5-1-12】

エコミーティング会議室資料（画面）

【資料 5-1-13】

千葉工業大学 環境報告書 2018

【資料 5-1-14】

学校法人千葉工業大学ハラスメント防止規程

【資料 5-1-15】

学校法人千葉工業大学個人情報保護規程

【資料 5-1-16】

学校法人千葉工業大学情報安全運用・管理規程

【資料 5-1-17】

学校法人千葉工業大学公益通報等に関する規程

【資料 5-1-18】

学校法人千葉工業大学研究者倫理規程

【資料 5-1-19】

学校法人千葉工業大学ストレスチェック制度実施規程

【資料 5-1-20】

長時間労働者への産業医による面接指導等に関する実施要領
学校法人千葉工業大学津田沼校地防火管理規程、学校法人千葉
工業大学新習志野校舎防火管理規程
災害用備蓄品（軽食・飲料水）更新計画

【資料 5-1-8 】

【資料 5-1-21】
【資料 5-1-22】
【資料 5-1-23】
【資料 5-1-24】

F-1 再掲

4-4-4 再掲

1-2-4 再掲

協議事項・報告事項一覧

千葉工業大学防災対応マニュアル、避難誘導マニュアル
安全のてびき‐学生生活編‐、安全のてびき‐実験・実習編‐、
安全管理理解度確認テスト
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4-4-5 再掲
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基準項目
コード

該当する資料名及び該当ページ

備考

5-2．理事会の機能
【資料 5-2-1 】

令和元（2019）年度 理事会・評議員会の開催状況

【資料 5-2-2 】

委任状（理事会・評議員会）

F-10 再掲

5-3．管理運営の円滑化と相互チェック
【資料 5-3-1 】

理事会・評議員会

協議事項・報告事項一覧

【資料 5-3-2 】

部長会議題、管理職会議議題

【資料 5-3-3 】

学内理事会議題

【資料 5-3-4 】

令和 2 年度_監査方針・計画

【資料 5-3-5 】

自己管理型点検評価チェックシステム

5-1-3 再掲

【資料 5-3-6 】

令和元（2019）年度 理事会・評議員会の開催状況

F-10 再掲

5-4．財務基盤と収支
文部科学省に提出した計算書のコピーまたは計算書及び独立
【資料 5-4-1 】
監査人の監査報告書
【資料 5-4-2 】 平成 29 年度、平成 30 年度予算編成方針
【資料 5-4-3 】

キャッシュフロー計算書

【資料 5-4-4 】

R&I ニュースリリース、格付一覧

【資料 5-4-5 】

財務計画

5-1-10 再掲

F-11 再掲

5-5．会計
【資料 5-5-1 】

学校法人千葉工業大学経理規程

【資料 5-5-2 】

2020 年度予算作成方針について

【資料 5-5-3 】

令和 2（2020）年度事業計画書

【資料 5-5-4 】

令和元年度収支予算書

【資料 5-5-5 】

評議員会議事録（令和 2 年 3 月、6 月）抜粋

【資料 5-5-6 】

理事会議事録（令和 2 年 3 月、6 月）抜粋

【資料 5-5-7 】

2020 年度予算申請・執行の手引き

【資料 5-5-8 】

支払処理マニュアル・勘定科目逆引き一覧（2019 年度版）

【資料 5-5-9 】

学校法人千葉工業大学内部監査規程

4-4-9 再掲

【資料 5-5-10】

独立監査人の監査報告書

F-11 再掲

【資料 5-5-11】

学校法人千葉工業大学監事監査規程

【資料 5-5-12】

令和 2 年度監査方針・計画

5-3-4 再掲

【資料 5-5-13】

自己管理型点検評価チェックシステム

5-1-3 再掲

F-6 再掲

基準 6．内部質保証
基準項目
コード

該当する資料名及び該当ページ

備考

6-1．内部質保証の組織体制
【資料 6-1-1 】

学校法人千葉工業大学自己点検評価に関する規程

6-2．内部質保証のための自己点検・評価
【資料 6-2-1 】

平成 29 年度自己点検評価報告書

【資料 6-2-2 】

事業進捗チェックシート

【資料 6-2-3 】

学生生活アンケート集計報告（学部版・大学院版）

【資料 6-2-4 】

大学改革推進室データブック

【資料 6-2-5 】

FD フォーラム予稿集（2019 年度版）

2-6-1 再掲

目次
4-2-16 再掲

6-3．内部質保証の機能性
【資料 6-3-1 】

デザイン科学科

学内 PDCA

【資料 6-3-2 】

2019 年度学生インタビュー調査報告書
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2-6-2 再掲
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基準項目
コード
【資料 6-3-3 】
【資料 6-3-4 】
【資料 6-3-5 】

該当する資料名及び該当ページ
千葉工業大学学生 FD 委員会実施報告書（2019 年度 2 年生・3
年生）
産官学連携協議会幹事会議事録
大学概要 「設置届出書・履行状況報告書」「評価・格付」（ホ
ームページ）

備考
3-2-17 再掲

F-14 再掲

基準 A．グローバル化への取り組み
基準項目
コード

該当する資料名及び該当ページ

備考

A-1．目標の設定
【資料 A-1-1 】

海外協定大学一覧

【資料 A-1-2 】

外国人学生交流特別入学試験募集要項（2021）

【資料 A-1-3 】

大学院外国人推薦入学試験秋入学 3 月試験募集要項

【資料 A-1-4 】

大学院外国人推薦入学試験秋入学 5 月試験募集要項

【資料 A-1-5 】

大学院外国人推薦入学試験春入学 8 月・11 月試験募集要項

【資料 A-1-6 】

学生国際交流プログラム 2020 年度（案）

基準 B．地域連携活動
基準項目
コード

該当する資料名及び該当ページ

B-1．地域連携活動に基づいた包括連携協定
【資料 B-1-1 】

包括連携地域一覧

【資料 B-1-2 】

2018（平成 30）年度 包括連携地域 事業一覧
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備考

