
審査意見への対応を記載した書類（６月） 

（目次）農学部 農業生産学科 

１．＜生命倫理に関する教育が不明確＞

農学という学問分野において、生命倫理に関する教育は重要と考えられるが、生命倫理に関する

教育内容が必修として設けられているか不明なため、構想に含まれている場合は具体的科目と内容

を明らかにすること。また、生命倫理に関する教育が必修として設けられていない場合は、必修と

して設けること。【４学科共通】（是正事項）・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ3

２．＜演習先施設における具体の内容が不明＞ 

農学部４学科の必修科目である「農学基礎演習」では農業体験施設を利用して、学科ごとに春期

と秋期の２日間の集中合宿演習を行うと説明されているが、農業体験施設での具体的な実習内容、

施設や設備、受入計画等が不明なため、支障なく演習が行えることを明らかとすること。 

【４学科共通】（是正事項）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ5

３．＜教員の年齢構成が比較的高齢に偏っている＞ 

教員の年齢構成が比較的高齢に偏っていることから、教育研究の継続性を踏まえ、今後の採用計

画など教員組織編成の将来構想の明確化が望まれるので、対応方針について回答すること。 

（改善事項）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ19 

４．＜農場の運営体制が不明確＞ 

設置の趣旨等を記載した書類において、農場に関する設備計画が示されているが、運営体制が示

されていないため、実習等の計画に照らして、専任の技術職員等が十分に確保され、支障なく農場

の運営ができることを明らかとすること。【４学科共通】（是正事項）・・・・・・Ｐ21 

５．＜留学生の受入れ方針等が不明＞ 

留学生の受入れ方針等が不明なため、以下の点を是正すること。【４学科共通】（是正事項） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ24

（１）教育課程から留学生を入学対象としていることが伺えるが、入学者選抜の説明では留学生の受

入れ方針が不明確となっているため、どのような基準で留学生を受け入れるのか、例えば日本

語能力試験等の日本語の要件が設定されているのかなど、入学後の学修支援も含めて適切に構

想されているのか明らかとすること。 

（２）科目等履修生の受講対象者として外国人留学生が想定されているが、科目等履修生は大学設置

基準では当該大学の学生以外の者を指すため、ここでの外国人留学生がどのような者を対象と

しているか、明らかとすること。 

６．＜学科の英語名称に疑義＞ 

農業生産学科の英語名称をAgricultural Sciencesとしているが、学科の特色は農業生産技術の

開発とその高度利用を目指すことを教育研究の目標としていることを踏まえると、Sciencesは的確

に学科名称を表していると考えにくいため、農業生産をより的確に表す英語名称を検討することが

望ましい。（改善事項）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ28
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７．＜バリアフリーへの配慮＞ 

農学部に新設される８号館において、多目的トイレが１階にしか確認できないため、バリアフリ

ーの観点から複数階にも多目的トイレを設けることが望ましい。【４学科共通】（改善事項） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ30 

 

８．＜既設学科の専任教員数が設置基準を満たしていない＞ 

専任教員数について、大学設置基準の規定を満たしていないため、適切に改めること。 

【４学科共通】（是正事項）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ32 
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（是正事項）農学部 農業生産学科 

１．＜生命倫理に関する教育が不明確＞ 
農学という学問分野において、生命倫理に関する教育は重要と考えられるが、生命倫理に

関する教育内容が必修として設けられているか不明なため、構想に含まれている場合は具体

的科目と内容を明らかにすること。また、生命倫理に関する教育が必修として設けられてい

ない場合は、必修として設けること。【４学科共通】 

 

（対応） 

「生命倫理」（1 年後期・2 単位・講義科目）を、必修科目として追加する。「生命倫理」は、教養

科目の「自然系」科目として配置する。授業担当は、本大学の薬学部教員による兼担とする。 

本科目を学部共通の必修科目として配置することで、農学の学びの中で不可欠かつ重要となる生命

倫理に関する知識、理解、判断力を涵養し、倫理観を持った行動の重要性を学ぶ。 

本科目の授業科目の概要は、以下のとおりとする。 

 

（「生命倫理」授業科目の概要） 

農学の学びにおいて「総合科学」の基礎となる幅広い知識の修得に加え、倫理観をもった豊かな人

間性を涵養する教育が必要であり、農学分野における生命科学の倫理的配慮が社会的、科学的、技術

的側面などから求められている。なかでも、農学分野において、ゲノム解析、各種細胞の研究利用、

遺伝子組み換えによる品種改良など生命に係る技術利用が行われ、人類に有益な結果をもたらす一方

で、予期せぬ有害な影響なども予測される。本授業では、生命科学分野で配慮されるべき生命倫理観

及びその行動を学ぶ。「ヒトの生死や生命とは何か」「人間とは何か」など根源的な問いに向き合いな

がら、農学における生命科学の最新技術をヒトや地球環境に及ぼす影響を考察し、倫理的行動につい

て学修することを目的としている。 

 

本学部において倫理に関連する科目は、上記の「生命倫理」の他に、「倫理学」（4 学科共通）（1

年前期・2 単位・選択／教養科目の「人文系」科目として配置）、「食と農の倫理を学ぶ」（食農ビジ

ネス学科以外の 3 学科）（3 年前期・2 単位・選択／専門科目の専門総合群の「食農ビジネス系」科目

として配置）または「食と農の倫理」（食農ビジネス学科）（1 年前期・2 単位・必修／専門科目の専

門コア群の「基礎系」科目として配置）の 2 科目を全学科において配置しており、「生命倫理」と合

わせた 3 科目において、幅広く倫理について教授する。 

 

（新旧対照表） 

教育課程等の概要、授業科目の概要 

新 旧 

教育課程等の概要 

「生命倫理」（必修・2単位・1年後期） 

 

授業科目の概要 

「生命倫理」 

農学の学びにおいて「総合科学」の基礎と

なる幅広い知識の修得に加え、倫理観をもっ

教育課程等の概要 

（科目追加） 

 

授業科目の概要 

（科目追加） 
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た豊かな人間性を涵養する教育が必要であ

り、農学分野における生命科学の倫理的配慮

が社会的、科学的、技術的側面などから求め

られている。なかでも、農学分野において、

ゲノム解析、各種細胞の研究利用、遺伝子組

み換えによる品種改良など生命に係る技術利

用が行われ、人類に有益な結果をもたらす一

方で、予期せぬ有害な影響なども予測される。

本授業では、生命科学分野で配慮されるべき

生命倫理観及びその行動を学ぶ。「ヒトの生死

や生命とは何か」「人間とは何か」など根源的

な問いに向き合いながら、農学における生命

科学の最新技術をヒトや地球環境に及ぼす影

響を考察し、倫理的行動について学修するこ

とを目的としている。 
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（是正事項）農学部 農業生産学科 

２．＜演習先施設における具体の内容が不明＞ 

農学部４学科の必修科目である「農学基礎演習」では農業体験施設を利用して、学科ごと

に春期と秋期の２日間の集中合宿演習を行うと説明されているが、農業体験施設での具体的

な実習内容、施設や設備、受入計画等が不明なため、支障なく演習が行えることを明らかと

すること。【４学科共通】 

 

（対応） 

4学科共通科目である「農学基礎演習」の具体的な実習内容・施設設備の概要、受入計画について、

以下において説明する。また、実習の詳細については、別紙の「農学基礎演習実施概要」に記載する。 

（演習の概要） 

「農学基礎演習」（1単位・1年通年）は、全学科の必修科目として配置する。三重県及び福井県の

農業体験施設において、春期（2日）と秋期（2日）の合計4日間の集中合宿演習を行う。演習内容は、

田植え（春期）及び稲刈り（秋期）を通して、イネ生産と消費の現状、水田の構造、稲作を成立させ

る農業技術並びに自然環境要因、水田の多面的価値、稲作文化などを学修するとともに、我が国にお

ける今後の稲作の在り方について考える機会とする。他にも園芸作物の収穫や管理を実地に学ぶ。 

（農業体験施設の概要） 

本大学と包括連携協定を締結している「有限会社類農園三重農場（三重県度会町、平成11年設立）」

及び「有限会社かみなか農楽舎（福井県若狭町、平成13年設立）」を演習先とする。これらの演習先

は、いずれも農業生産法人として約20年にわたる農業事業の実績に加えて、多くのインターンシップ

生の受け入れや就農支援の実績を有している。両施設とも、田植えと稲刈りに使用する圃場面積は、

三重県で85a、福井県で85aを予定しており、春・秋各期において演習を受け入れる各170人分の面積

170a（2カ所）を本大学にて確保している。他にも野菜畑なども整備されており農場での多用な演習

体験として幅広い学修が可能な環境となっている。 

（演習日程と受入計画） 

演習体制として、全学科（4学科）の学生が学科別に2班（40人～50人/グループ）に分かれ、上記

の2カ所の農場体験施設で春期と秋期にそれぞれ2日間（土・日等休日）、合計4日間の演習を行う。実

施時期は、「農学基礎演習実施概要」に示すとおり、学科別に4週にわたり実施する。なお、学科別

に班分けする2班は、春期と秋期で行き先を入れ替えるため、全学生（340人）が三重県と福井県の両

方の農場及び地域文化に触れる体験が可能となる。 
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（班別の演習実施スケジュール） 

春 

合 

宿 

演習施設 5月第2週の週末 5月第3週の週末 5月第4週の週末 6月第1週の週末 

類農園三重農場 

（170人） 

農業生産学科Ａ班 

（40人） 

応用生物科学科Ａ班 

（40人） 

食品栄養学科Ａ班 

（40人） 

食農ビジネス学科Ａ班

（50人） 

かみなか農楽舎 

（170人） 

農業生産学科Ｂ班 

（40人） 

応用生物科学科Ｂ班 

（40人） 

食品栄養学科Ｂ班 

（40人） 

食農ビジネス学科Ｂ班

（50人） 

秋 

合 

宿 

演習施設 9月第3週の週末 9月第4週の週末 10月第1週の週末 10月第2週の週末 

類農園三重農場 

（170人） 

農業生産学科Ｂ班 

（40人） 

応用生物科学科Ｂ班 

（40人） 

食品栄養学科Ｂ班 

（40人） 

食農ビジネス学科Ｂ班

（50人） 

かみなか農楽舎 

（170人） 

農業生産学科Ａ班 

（40人） 

応用生物科学科Ａ班 

（40人） 

食品栄養学科Ａ班 

（40人） 

食農ビジネス学科Ａ班

（50人） 

 

（演習の詳細スケジュール）※三重県、福井県に分かれて実施するが、スケジュールはいずれも同じ内容。 

日程 演習内容 

春合宿1日目 （午前）大学からバスで移動、到着後ガイダンス 

（午後）圃場にて田植え実習 

（夜間）入浴、夕食後に講義 

    演習先施設（かみなか農楽舎または類農園三重農場）及び公民館にて宿泊 

春合宿2日目 （午前）園芸作物の収穫・出荷調整、地域の共同作業 

（午後）地域の方の講話・質疑 

    大学にバスで移動、解散 

秋合宿1日目 

 

（午前）大学からバスで移動、到着後ガイダンス 

（午後）圃場にて収穫実習（稲刈り、はさ架け） 

（夜間）入浴、夕食後に講義 

    演習先施設（かみなか農楽舎または類農園三重農場）及び公民館にて宿泊 

秋合宿2日目 （午前）園芸作物の収穫・出荷調整、地域の共同作業 

（午後）地域の方の講話・質疑 

    大学にバスで移動、解散 

（宿泊先） 

宿泊施設については、それぞれの農場体験施設において宿泊が可能なことに加え、不足する場合に

は地元住民の許可を得ている近隣の公民館（40～50人の宿泊可）を使用する。 

（引率・指導体制） 

授業担当者及び引率教職員として5～6人が、各期、各回（班）、各方面（三重県、福井県）におい

て同行し、現地において指導にあたる。また、経験豊富な現地スタッフが補助的指導にあたる。遠方

かつ2日間の農作業を伴う演習であるため、不測の事態に備えて学生全員に学生教育研究災害障害保

険及び学研災付帯賠償責任保険への加入を義務付ける。 

 

以上の実施計画により、「農学基礎演習」を円滑に実施し、本授業の目的を達成する計画である。 
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■農学基礎演習　実施概要（類農園三重農場）

１．実習場所
・類農園三重農場（三重県度会郡度会町下久具366-1） 施設概要（施設・設備）は別紙のとおり。
※枚方キャンパスより、観光バスにて、所要約2.5時間

２．受入計画（実習時期、人数、圃場面積）
・春期（4回：40人＋40人＋40人＋50人＝170人） Ｂ班（Ａ班はかみなか農楽舎）
5月第3土日～6月上旬（毎週）
2020年予定：5/16,17～6/6,7（予備日6/13,14）

・秋期（4回：40人＋40人＋40人＋50人＝170人） Ａ班（Ｂ班はかみなか農楽舎）
9月第3土日～10月上旬（毎週）
2020年予定：9/19,20～10/10,11（予備日10/17,18）

・稲作の使用圃場面積
170人÷20人/10a　＝　85a （手植え＋機械植えデモ）

３．実習内容（１泊２日）

時間 内容 備考
１日目

８：００ 大学(枚方ｷｬﾝﾊﾟｽ)発（観光バス）
１１：００ 三重農園着（度会町）
１１：００～１３：００ ガイダンス、昼食（弁当）、着替え、圃場へ移動 圃場へは、徒歩10分
１３：００～１５：００ 田植（稲刈） 田植えは、少雨決行。本格雨天時は、精米出荷等屋内作業。

１５：００～１５：３０ 宿舎へ移動、手洗い、着替え
１５：３０～１６：００ 移動 銭湯（アスピア玉城）へバス移動（15分）
１６：００～１７：００ 入浴（アスピア玉城） ※風呂は、宿舎にもユニットバス５か所あり

１７：００～１７：３０ 移動　（宿舎に戻り）
１８：００～１９：００ 夕食
１９：３０～２１：００ 講義
２１：００ 就寝 宿泊は、農園宿舎。不足があれば公民館（徒歩1分）を使用。

２日目
６：３０起床
６：３０～８：００ 身支度、朝食準備、朝食
８：３０～１１：３０ 園芸作物の収穫・出荷調整 雨天中止の場合は、8:30～11:30で、講話と地域課題のグループワーク

地域の共同作業
１１：３０～１２：００ 移動、着替え
１２：００～１３：３０ 昼食、宿舎・公民館掃除
１３：３０～１４：３０ 地域の方の講話、質疑応答
１４：３０ 農園発
１７：００ 大学（枚方キャンパス）着

４．摂南大学と類農園の準備
①摂南大学での準備
・大阪～度会往復の交通手段
・学生各自で必要な備品、服装：軍手、帽子、作業服（長袖、長ズボン、ジャージ可）、
長靴（春は、田植用、秋は、ゴム長靴）、洗面具、シャンプー、石鹸

・救急箱（薬）

②類農園での準備
・食材、弁当手配、寝具手配、AED
・その他、受け入れに必要なもの全般

５．その他
・必要経費は、全て大学負担（消耗品を除く）。
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類農園 三重農場　施設・設備
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類農園 三重農場 施設概要 
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１．実習場所
・かみなか農楽舎（福井県三方上中郡若狭町安賀里74-1-1） 施設概要（施設・設備）は別紙のとおり。

※枚方キャンパスより、観光バスにて、所要約2.5時間

２．受入計画（実習時期、人数、圃場面積）
・春期（田植4回：40人＋40人＋40人＋50人＝170人） Ａ班（Ｂ班は類農園三重農場）

5月第3土日～6月上旬（毎週）
2020年予定：5/16,17～6/6,7（予備日6/13,14）

・秋期（稲刈4回：40人＋40人＋40人＋50人＝170人） Ｂ班（Ａ班は類農園三重農場）
9月第3土日～10月上旬（毎週）
2020年予定：9/19,20～10/10,11（予備日10/17,18）

・稲作の使用圃場面積
170人÷20人/10a　＝　85a （手植え＋機械植えデモ）

３．実習内容（１泊２日）

時間 内容 備考
１日目

８：００ 大学(枚方ｷｬﾝﾊﾟｽ)発（観光バス）
１１：００ かみなか農楽舎着（若狭町）
１１：００～１３：００ ガイダンス、昼食（弁当）、着替え、圃場へ移動 圃場へは、徒歩1分
１３：００～１５：００ 田植（稲刈） 田植えは、少雨決行。本格雨天時は、精米出荷等屋内作業。

１５：００～１５：３０ 農楽舎へ移動、手洗い、着替え
１５：３０～１６：００ 移動 銭湯（きららの湯）へバス移動（15分）
１６：００～１７：００ 入浴（きららの湯）
１７：００～１７：３０ 移動　（農楽舎に戻り）
１８：００～１９：００ 夕食
１９：３０～２１：００ 講義
２１：００ 就寝 宿泊は、農楽舎。不足があれば公民館（徒歩3分）を使用。

２日目
６：３０起床
６：３０～８：００ 身支度、朝食準備、朝食
８：３０～１１：３０ 園芸作物の収穫・出荷調整 雨天中止の場合は、8:30～11:30で、講話と地域課題のグループワーク

地域の共同作業
１１：３０～１２：００ 移動、着替え
１２：００～１３：３０ 昼食、宿舎・公民館掃除
１３：３０～１４：３０ 地域の方の講話、質疑応答
１４：３０ 農楽舎発
１７：００ 大学（枚方キャンパス）着

４．摂南大学と農楽舎の準備
①摂南大学での準備
・大阪～若狭町往復の交通手段
・学生各自で必要な備品、服装：軍手、帽子、作業服（長袖、長ズボン、ジャージ可）、
長靴（春は、田植用、秋は、ゴム長靴）、洗面具、シャンプー、石鹸
・救急箱（薬）

② 農楽舎での準備
・食材、弁当手配、寝具手配、AED
・その他、受け入れに必要なもの全般。

５．その他
・必要経費は、全て大学負担（消耗品を除く）。

■農学基礎演習　実施概要（かみなか農楽舎）
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かみなか農楽舎　施設・設備

12



13



14



■農学基礎演習　２０２０年度日程（予定）

＜春期＞

＜春期＞＜春期＞

＜春期＞

日程 5/16(土)～17（日） 5/23(土)～24（日） 5/30(土)～31（日） 6/6(土)～7（日） 6/13(土)～14（日）

学科/入学定員 農業生産学科/80人 応用生物科学科/80人 食品栄養学科/80人 食農ビジネス学科/100人 予備日

Ａ班 学生40人 Ａ班 学生40人 Ａ班　学生40人 Ａ班　学生50人

＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員

Ｂ班　学生40人 Ｂ班　学生40人 Ｂ班　学生40人 Ｂ班　学生50人

＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員

＜秋期＞

＜秋期＞＜秋期＞

＜秋期＞

日程 9/19(土)～20（日） 9/26(土)～27（日） 10/3(土)～4（日） 10/10(土)～11（日） 10/17(土)～18（日）

学科/入学定員 農業生産学科/80人 応用生物科学科/80人 食品栄養学科/80人 食農ビジネス学科/100人 予備日

Ｂ班　学生40人 Ｂ班　学生40人 Ｂ班　学生40人 Ｂ班　学生50人

＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員

Ａ班　学生40人 Ａ班　学生40人 Ａ班　学生40人 Ａ班　学生50人

＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員

実

習

先

実

習

先

類農園三重農場

かみなか農楽舎

類農園三重農場

かみなか農楽舎
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（新旧対照表） 

設置の趣旨等を記載した書類（ｐ.98） 

新 旧 
11. 企業実習（インターンシップを含む）や

海外語学研修等の学外実習を実施する場合の

具体的計画 

 

本学部では、以下の科目において学外での

実習等の学修を行う。 

 

（１）農学基礎演習（共通群、4 学科共通） 

「農学基礎演習」（1単位・1年通年）は、全学

科の必修科目として配置する。三重県及び福

井県の農業体験施設において、春期（2日）と

秋期（2日）の合計4日間の集中合宿演習を行

う。演習内容は、田植え（春期）及び稲刈り

（秋期）を通して、イネ生産と消費の現状、

水田の構造、稲作を成立させる農業技術並び

に自然環境要因、水田の多面的価値、稲作文

化などを学修するとともに、我が国における

今後の稲作の在り方について考える機会とす

る。他にも園芸作物の収穫や管理を実地に学

ぶ。実習の詳細については、資料16―②の「農

学基礎演習実施概要」に記載する。 

 

ア 実習先の確保の状況 

本大学と包括連携協定を締結している「有限

会社類農園三重農場（三重県度会町、平成 11

年設立）」及び「有限会社かみなか農楽舎（福

井県若狭町、平成 13 年設立）」を演習先とす

る（資料 16）（資料 20）。これらの演習先は、

いずれも農業生産法人として 20年程度の農業

事業の実績に加えて、多くのインターンシッ

プ生を受け入れた実績も持つ。このように、

本演習では教員に加えて経験豊富な現地スタ

ッフが補助的指導にあたる。両施設とも、田

植えと稲刈りに使用する圃場面積は、三重県

で 85a、福井県で 85a を予定しており、春・秋

各期において演習を受け入れる各 170 人分の

面積 170a（2 カ所）を本大学にて確保してい

る。他にも野菜畑なども整備されており農場

での多用な演習体験として幅広い学修が可能

な環境となっている。 

（演習日程と受入計画） 

演習体制として、全学科（4 学科）の学生が学

科別に 2 班（40 人～50人/グループ）に分か

れ、上記の 2 カ所の農場体験施設で春期と秋

期にそれぞれ 2日間（土・日等休日）、合計 4

日間の演習を行う。実施時期は、「農学基礎

演習実施概要」に示すとおり、学科別に 4 週

にわたり実施する。なお、学科別に班分けす

11. 企業実習（インターンシップを含む）や

海外語学研修等の学外実習を実施する場合の

具体的計画 

 

本学部では、以下の科目において学外での

実習等の学修を行う。 

 

（１）農学基礎演習（共通群、4学科共通） 

「農学基礎演習」は、全学科 1年次の必修科

目として配置し、福井県及び三重県にある農

業体験施設において、春期と秋期にそれぞれ 2

日間の演習を行う。演習内容として、田植え

（春期）及び稲刈り（秋季）を通して、イネ

栽培と消費の現状、水田の構造、稲作を成立

させる農業技術並びに自然環境要因、水田の

多面的価値、稲作文化などを学修するととも

に、我が国における今後の稲作の在り方につ

いて考える機会とする。 

 

 

 

 

ア 実習先の確保の状況 

本大学と包括連携協定を締結している「有限

会社類農園三重農場（三重県度会町、平成 11

年設立）」及び「有限会社かみなか農楽舎（福

井県若狭町、平成 13 年設立）」を演習先とす

る（資料 16）（資料 20）。これらの演習先は、

いずれも農業生産法人として 20年程度の農業

事業の実績に加えて、多くのインターンシッ

プ生を受け入れた実績も持つ。このように、

本演習では教員に加えて経験豊富な現地スタ

ッフが補助的指導にあたる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

演習体制としては、全学部（4学科）学生が学

科ごとに 2グループ（40人～50 人/グループ）

に分かれ、上記の 2か所の農場で 2日間（土・

日）の演習を行う。 
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る 2 班は、春期と秋期で行き先を入れ替える

ため、全学生（340 人）が三重県と福井県の両

方の農場及び地域文化に触れる体験が可能と

なる。 

（班別の演習実施スケジュール） 

春 

合 

宿 

演習施

設 

5月第2

週の週

末 

5月第3

週の週

末 

5月第4

週の週

末 

6月第1

週の週

末 

類農園

三重農

場 

（170

人） 

農業生

産学科

Ａ班 

（40

人） 

応用生

物科学

科Ａ班 

（40

人） 

食品栄

養学科

Ａ班 

（40

人） 

食農ビ

ジネス

学科Ａ

班（50

人） 

かみな

か農楽

舎 

（170

人） 

農業生

産学科

Ｂ班 

（40

人） 

応用生

物科学

科Ｂ班 

（40

人） 

食品栄

養学科

Ｂ班 

（40

人） 

食農ビ

ジネス

学科Ｂ

班（50

人） 

秋 

合 

宿 

演習施

設 

9月第3

週の週

末 

9月第4

週の週

末 

10月第

1週の

週末 

10月第

2週の

週末 

類農園

三重農

場 

（170

人） 

農業生

産学科

Ｂ班 

（40

人） 

応用生

物科学

科Ｂ班 

（40

人） 

食品栄

養学科

Ｂ班 

（40

人） 

食農ビ

ジネス

学科Ｂ

班（50

人） 

かみな

か農楽

舎 

（170

人） 

農業生

産学科

Ａ班 

（40

人） 

応用生

物科学

科Ａ班 

（40

人） 

食品栄

養学科

Ａ班 

（40

人） 

食農ビ

ジネス

学科Ａ

班（50

人） 

（演習の詳細スケジュール） 

※三重県、福井県に分かれて実施するが、ス

ケジュールはいずれも同じ内容。 

日程 演習内容 

春合宿 

1日目 

 

（午前）大学からバスで移動、到着

後ガイダンス 

（午後）圃場にて田植え実習 

（夜間）入浴、夕食後に講義 

    演習先施設（かみなか農楽

舎または類農園三重農場）及び公民

館にて宿泊 

春合宿 

2日目 

（午前）園芸作物の収穫・出荷調整、

地域の共同作業 

（午後）地域の方の講話・質疑 

    大学にバスで移動、解散 

秋合宿 

1日目 

（午前）大学からバスで移動、到着

後ガイダンス 

（午後）圃場にて収穫実習（稲刈り、

はさ架け） 

（夜間）入浴、夕食後に講義 
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    演習先施設（かみなか農楽

舎または類農園三重農場）及び公民

館にて宿泊 

秋合宿 

2日目 

（午前）園芸作物の収穫・出荷調整、

地域の共同作業 

（午後）地域の方の講話・質疑 

    大学にバスで移動、解散 

（宿泊先） 

宿泊施設については、それぞれの農場体験施

設において宿泊が可能なことに加え、不足す

る場合には地元住民の許可を得ている近隣の

公民館（40～50人の宿泊可）を使用する。 

（引率・指導体制） 

授業担当者及び引率教職員として5～6人が、

各期、各回（班）、各方面（三重県、福井県）

において同行し、現地において指導にあたる。

また、経験豊富な現地スタッフが補助的指導

にあたる。遠方かつ2日間の農作業を伴う演習

であるため、不測の事態に備えて学生全員に

学生教育研究災害障害保険及び学研災付帯賠

償責任保険への加入を義務付ける。 

 

以上の実施計画により、「農学基礎演習」を円

滑に実施し、本授業の目的を達成する計画で

ある。 

【資料 16－①】「類農園・かみなか農楽舎の概

要」 

【資料 16－②】「農学基礎演習実施概要」 

【資料 20】「摂南大学と有限会社類農園との連

携協定に関する包括協定書」（p1） 

【資料 20】「摂南大学と有限会社かみなか農楽

舎との連携協定に関する包括協定書」（p2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それぞれの農場または近隣には 40～50 人の宿

泊施設がある。 

 

 

 

 

 

 

 

遠方かつ 2日間の農作業を伴う演習であるた

め、不測の事態に備えて学生全員に学生教育

研究災害障害保険及び学研災付帯賠償責任保

険への加入を義務付ける。また、教員引率と

して専任教員 5人程度が同行する。 

 

 

 

【資料 16】「類農園・かみなか農楽舎の概要」 

 

 

【資料 20】「摂南大学と有限会社類農園との連

携協定に関する包括協定書」（p1） 

【資料 20】「摂南大学と有限会社かみなか農楽

舎との連携協定に関する包括協定書」（p2） 
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（改善事項）農学部 農業生産学科 

３．＜教員の年齢構成が比較的高齢に偏っている＞ 

教員の年齢構成が比較的高齢に偏っていることから、教育研究の継続性を踏まえ、今後の

採用計画など教員組織編成の将来構想の明確化が望まれるので、対応方針について回答する

こと。 

 

（対応） 

本学科の教員組織編成の将来構想について、以下において説明する。 

 

今般就任する専任教員 15人のうち、完成年度（令和 5 年度）の 3月末に本大学の定年である満 64

歳を超え、「学校法人常翔学園 特任教員規定」（以下、規定）により定年年齢を超えての勤務が認め

られている教員は 5 人である。本大学（本学園）では、特に任じられた職務を行う場合は、満 70 歳

を超えない期間まで、特任教員（専任教員）として就任することが可能、としている。 

上記の本大学（本学園）の規定に鑑み、本学科の教員組織の将来構想は、以下の方針により教員配

置計画を進めていく。 

①本学科の専任教員数は、設置認可申請を行った 15 人の水準を下回ることなく、維持または必要

に応じ増員する。 

②定年等により退職する教員については、空白期間のないように、学内からの補充・昇格または学

外からの教員採用により、同等の職位の教員を後任として配置する。学内昇格による補充の場合

は、同数の講師や助教の若手教員を新たに採用する。 

③本学科の准教授以下の職位の教員について、教授との共同研究等により、原著論文の執筆等、研

究業績の蓄積を奨励し、上位職位への昇格を促す。 

 

以上の方針により、完成年度以降においても、本学科の教育研究体制の充実に努める。 

 

（新旧対照表） 

設置の趣旨等を記載した書類（ｐ.49） 

新 旧 
（定年年齢を超える教員と教員組織編成の将

来構想） 
今般就任する専任教員 15 人のうち、完成年

度（令和 5 年度）の 3 月末に本大学の定年で

ある満 64 歳を超え、「学校法人常翔学園 特任

教員規定」（以下、規定）により定年年齢を超

えての勤務が認められている教員は 5 人であ

る。本大学（本学園）では、特に任じられた

職務を行う場合は、満 70 歳を超えない期間ま

で、特任教員（専任教員）として就任するこ

とが可能、としている。 
上記の本大学（本学園）の規定に鑑み、本

学科の教員組織の将来構想は、以下の方針に

より教員配置計画を進めていく。 
①本学科の専任教員数は、設置認可申請を行

（定年年齢を超える教員） 
 
完成年度の 3 月末に本大学の定年である満

64 歳を超える教員は 5 人であり、本大学の特

任教員規程により定年年齢を超えての勤務が

認められている。 
（新規） 
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った 15 人の水準を下回ることなく、維持ま

たは必要に応じ増員する。 
②定年等により退職する教員については、空

白期間のないように、学内からの補充・昇

格または学外からの教員採用により、同等

の職位の教員を後任として配置する。学内

昇格による補充の場合は、同数の講師や助

教の若手教員を新たに採用する。 
③本学科の准教授以下の職位の教員につい

て、教授との共同研究等により、原著論文

の執筆等、研究業績の蓄積を奨励し、上位

職位への昇格を促す。 
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（是正事項）農学部 農業生産学科 

４．＜農場の運営体制が不明確＞ 

設置の趣旨等を記載した書類において、農場に関する設備計画が示されているが、運営体

制が示されていないため、実習等の計画に照らして、専任の技術職員等が十分に確保され、

支障なく農場の運営ができることを明らかとすること。【４学科共通】 

 

（対応） 

本大学枚方キャンパス敷地内に整備する農場の運営体制について、以下において説明する。 

 

本大学枚方キャンパスに整備する農場（3,980 ㎡）には、①ガラス温室 5棟（内 1棟は水耕栽培装

置）、②パイプハウス 4 棟、③露地の畑、④農機具庫を整備する。農機具庫の建物の中に、作業場・

レクチャースペース（48席）、種苗室、技術職員控室があり、トラクター、耕耘機、軽トラック、ト

ラック、草刈り機など農作業のための機械や運搬車、農具を整備する。 

農場は、本学部の教育研究において重要な附属施設の一つという位置づけから、本学部に「農場運

営委員会」を設置し、実習や研究が円滑に実施できるように恒常的に整備を行い、適切な維持・管理

を徹底する。「農場運営委員会」は、本学部農業生産学科の教員を主な委員とし、農場の使用計画な

どを策定する。 

農場の管理運営については、「農場運営委員会」において策定した計画に基づき、農学部事務室が

運営事務を掌理する。農場での管理・整備業務は、専門的知識を持った専任技術職員（常勤）2人が

担当する。技術職員は、農場内に設置する農機具庫内の技術職員控室に常駐し、業務にあたる。 

技術職員の具体的な農場管理業務は以下のとおり。これらの管理・整備業務を通じて、学生が受講

する実習授業をはじめ、農場を利用した本学部の教育研究が円滑に実施できるよう、農場の管理運営

に努める。 

①ガラス温室 

・作物栽培のためのガラス温室内の土壌管理（耕耘、施肥、畝たて、マルチ張り等） 

・冬季低温期における暖房機の稼働前及び稼動時の監視・管理 

・温室内の電気系統（天窓開閉、遮光・保温カーテンの開閉他）のコントロールと監視 

・ガラスの破損などの監視と施設の安全確認 

・栽培終了後の植物残渣の処理補助（圃場内に設けた植物残渣置き場に廃棄） 

②パイプハウス 

・作物栽培のためのパイプハウス内の土壌管理（耕耘、施肥、畝たて、マルチ張り等） 

・栽培終了後の植物残渣の処理補助（圃場内に設けた植物残渣置場に廃棄） 

③露地の畑 

・作物栽培のための土壌管理（耕耘、施肥、畝たて、マルチ張り等)及び潅水管理 

④農機具庫ほか、圃場全体の管理運営 

・大型農機具類の管理（使用前点検、使用後の洗浄他） 

・農薬、肥料類の管理と帳簿管理 

・圃場敷地内の除草管理 

・管理棟内外の整理・整頓 
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（新旧対照表） 

設置の趣旨等を記載した書類（ｐ.68） 

新 旧 
7. 施設・設備等の整備計画 
（農場の整備） 

また、農学部に必要な附属施設として、枚

方キャンパス敷地内に農場を整備する。農場

（3,980 ㎡）には、①ガラス温室 5 棟（内 1棟

は水耕栽培装置）、②パイプハウス 4棟、③露

地の畑、④農機具庫を整備する。農機具庫の

建物の中に、作業場・レクチャースペース（48

席）、種苗室、技術職員控室があり、トラクタ

ー、耕耘機、軽トラック、トラック、草刈り

機など農作業のための機械や運搬車、農具を

整備する。 

農場は、本学部の教育研究において重要な

附属施設の一つという位置づけから、本学部

に「農場運営委員会」を設置し、実習や研究

が円滑に実施できるように恒常的に整備を行

い、適切な維持・管理を徹底する。「農場運営

委員会」は、本学部農業生産学科の教員を主

な委員とし、農場の使用計画などを策定する。 

農場の管理運営については、「農場運営委員

会」において策定した計画に基づき、農学部

事務室が運営事務を掌理する。農場での管

理・整備業務は、専門的知識を持った専任技

術職員（常勤）2 人が担当する。技術職員は、

農場内に設置する農機具庫内の技術職員控室

に常駐し、業務にあたる。 

技術職員の具体的な農場管理業務は以下の

とおり。これらの管理・整備業務を通じて、

学生が受講する実習授業をはじめ、農場を利

用した本学部の教育研究が円滑に実施できる

よう、農場の管理運営に努める。 

①ガラス温室 

・作物栽培のためのガラス温室内の土壌管理

（耕耘、施肥、畝たて、マルチ張り等） 

・冬季低温期における暖房機の稼働前及び稼

動時の監視・管理 

・温室内の電気系統（天窓開閉、遮光・保温

カーテンの開閉他）のコントロールと監視 

・ガラスの破損などの監視と施設の安全確認 

・栽培終了後の植物残渣の処理補助（圃場内

に設けた植物残渣置き場に廃棄） 

②パイプハウス 

・作物栽培のためのパイプハウス内の土壌管

理（耕耘、施肥、畝たて、マルチ張り等） 

・栽培終了後の植物残渣の処理補助（圃場内

に設けた植物残渣置場に廃棄） 

③露地の畑 

7. 施設・設備等の整備計画 
 
また、農学部に必要な附属施設として、枚

方キャンパス敷地内に農場を整備する。学内

の農場には、ガラス温室、パイプハウス、露

地の畑、農機具庫を整備する。 
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・作物栽培のための土壌管理（耕耘、施肥、

畝たて、マルチ張り等)及び潅水管理 

④農機具庫ほか、圃場全体の管理運営 

・大型農機具類の管理（使用前点検、使用後

の洗浄他） 

・農薬、肥料類の管理と帳簿管理 

・圃場敷地内の除草管理 

・管理棟内外の整理・整頓 
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（是正事項）農学部 農業生産学科 

５．＜留学生の受入れ方針等が不明＞ 

留学生の受入れ方針等が不明なため、以下の点を是正すること。【４学科共通】 

（１）教育課程から留学生を入学対象としていることが伺えるが、入学者選抜の説明では留学生

の受入れ方針が不明確となっているため、どのような基準で留学生を受け入れるのか、例

えば日本語能力試験等の日本語の要件が設定されているのかなど、入学後の学修支援も含

めて適切に構想されているのか明らかとすること。 

（２）科目等履修生の受講対象者として外国人留学生が想定されているが、科目等履修生は大学

設置基準では当該大学の学生以外の者を指すため、ここでの外国人留学生がどのような者

を対象としているか、明らかとすること。 

 

（対応） 

（１）について 

本大学では多様な学生を受け入れる入試制度の一つとして、全学部において外国人留学生入試を設

けている。今般設置する本学部においても、外国人留学生を対象とした入試を実施する計画である。 

なお、今般の設置認可時期を踏まえ、入試実施時期（既設学部では 12 月）及び学生募集期間、告

知時期などを総合的に判断した結果、開設初年度（令和 2 年度）については、外国人留学生入試の実

施を見送ることとする。開設 2年目（令和 3年度）以降、外国人留学生入試を行う場合における学生

募集の概要は以下のとおり。 

■学生募集の概要 

 １．募集人数：若干名 

 ２．選抜方法：次の各項目を総合して合否判定を行う。 

         学科試験、面接 

         日本語能力の要件：特に課していない。 

学科試験と面接試験を行うことから、その範囲内で日本語能力を測定する。 

 

（２）について 

本大学では全学部において科目等履修生を受け入れている。今般設置する本学部においても同様の

受け入れを行う計画である。講義は日本語で行うことから、科目等履修を希望する外国人留学生（他

大学等に在籍する外国人留学生を想定）が出願する場合、十分な日本語能力（特に聴き取る能力）を

有する必要があり、日本語能力を出願資格として設定している。農学分野は、国際的な通用性が高い

分野であることから、本学部においても科目等履修を希望する外国人留学生への受け入れを広く求め

ていく。 

 

（新旧対照表） 

設置の趣旨等を記載した書類（ｐ.77、79、81） 

新 旧 
8. 入学者選抜の概要 
（３）入学者選抜の実施計画 

今般設置する農学部の入学者選抜は「大学 

8. 入学者選抜の概要 
（３）入学者選抜の実施計画 

今般設置する農学部の入学者選抜は「大学 
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入学者選抜実施要項」に基づき、大学教育を

受けるに相応しい能力・適性等を多面的に判

定し、公正かつ妥当な方法で次の趣旨に沿っ

て実施する。 
（略） 
①特別推薦入試（指定校推薦、内部推薦、高

大連携協定校推薦） 
②公募制推薦入試 
③一般入試 
④大学入試センター試験利用入試 
⑤専門学科・総合学科推薦入試 
⑥外国人留学生入試 
 
（４）入学者選抜の方法等 
前述の趣旨に従い、次のとおり入学者を選抜

する。 
 
①特別推薦入試（指定校推薦、内部推薦、高

大連携協定校推薦） 
（略） 
②公募制推薦入試 
（略） 
③一般入試 
（略） 
④大学入試センター試験利用入試 
（略） 
⑤専門学科・総合学科推薦入試 
（略） 
⑥外国人留学生入試 

学科試験、面接（志望理由書、学修計画書、

卒業後の進路目標）などにより、本大学に入

学するに相応しい基礎的能力を有するかを判

定する。出願資格は、次の項に該当する者と

する。今般の設置認可時期を踏まえ、入試実

施時期（既設学部では 12月）及び学生募集期

間、告知時期などを総合的に判断した結果、

開設初年度（令和 2 年度）については、外国

人留学生入試の実施を見送ることとする。 
a. 外国籍を有する者で、入学年度の前年度末

までに満 18 歳に達する者 
b. 外国において、学校教育における 12 年以

上の課程を修了した者、またはこれに準ず

る者で文部科学大臣の指定した者（入学年

度の前年度末修了見込みの者を含む） 
c. 入学後の在留資格が原則として「留学」で

ある者 
（注意） 

1.出願後、出願資格に該当しないことが判

明した場合は出願または合格を取消すこ

とがある。 
2.大学での講義は日本語で行われるため、

入学者選抜実施要項」に基づき、大学教育を

受けるに相応しい能力・適性等を多面的に判

定し、公正かつ妥当な方法で次の趣旨に沿っ

て実施する。 
（略） 
①特別推薦入試（指定校推薦、内部推薦、高

大連携協定校推薦） 
②公募制推薦入試 
③一般入試 
④大学入試センター試験利用入試 
⑤専門学科・総合学科推薦入試 
（新規） 
 
（４）入学者選抜の方法等 
前述の趣旨に従い、次のとおり入学者を選抜

する。 
 
①特別推薦入試（指定校推薦、内部推薦、高

大連携協定校推薦） 
（略） 
②公募制推薦入試 
（略） 
③一般入試 
（略） 
④大学入試センター試験利用入試 
（略） 
⑤専門学科・総合学科推薦入試 
（略） 
（新規） 
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受講に差し支えない程度の日本語能力を

有することが必要 
3.志願者本人に連絡がとれない場合などの

ために、本大学からの連絡事項を確実に伝

達できる代理連絡人が必要。代理連絡人は

日本国内（京阪神が望ましい）に在住し、

独立した生計を営む成年者とする。 
 
＜選抜方法別の実施時期、試験科目等一覧＞ 
１）農業生産学科 
⑥外国人留学生入試 
募集人数：若干名 
試験時期：12 月 
試験科目（利用教科）：日本語、生物（予定） 
 
２）応用生物科学科 
⑥外国人留学生入試 
募集人数：若干名 
試験時期：12 月 
試験科目（利用教科）：日本語、生物（予定） 
 
３）食品栄養学科 
⑥外国人留学生入試 
募集人数：若干名 
試験時期：12 月 
試験科目（利用教科）：日本語、生物（予定） 
 
４）食農ビジネス学科 
⑥外国人留学生入試 
募集人数：若干名 
試験時期：12 月 
試験科目（利用教科）：日本語、生物※（予定） 
 
（６）科目等履修生 
科目等履修は、全ての学部・学科において

実施しており、年１回、学生募集を行ってい

る。各学期前に事前相談を受け付け、履修科

目が確定した段階で出願をさせ、受け入れ学

部の教授会で審査を行い入学となる。また、

受け入れ人数については特に定めておらず、

教育上、支障のない範囲で受講を認めること

としている。出願資格は次の各項に該当する

者とする。 
a. 高等学校を卒業した者又はそれと同等以

上の学歴を有する者 
【外国人留学生が出願する場合】 
b. 外国人留学生が出願する場合は外国籍を

有し、外国における学校教育において 12
年以上の課程を修了した者又はそれと同

等以上の学歴を有する者 
c. 講義は日本語で行うので、十分な日本語能

 
 
 
 
 
 
 
 
１）農業生産学科 
（新規） 
 
 
 
 
２）応用生物科学科 
（新規） 
 
 
 
 
３）食品栄養学科 
（新規） 
 
 
 
 
４）食農ビジネス学科 
（新規） 
 
 
 
 
 
（６）科目等履修生 
科目等履修は、全ての学部・学科において

実施しており、年１回、学生募集を行ってい

る。各学期前に事前相談を受け付け、履修科

目が確定した段階で出願をさせ、受け入れ学

部の教授会で審査を行い入学となる。また、

受け入れ人数については特に定めておらず、

教育上、支障のない範囲で受講を認めること

としている。出願資格は次の各項に該当する

者とする。 
a. 高等学校を卒業した者又はそれと同等以

上の学歴を有する者 
【外国人留学生の場合】 
b. 外国人留学生の場合は外国籍を有し、外国

における学校教育において 12 年以上の課

程を修了した者又はそれと同等以上の学

歴を有する者 
c. 講義は日本語で行うので、十分な日本語能
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力（特に聴き取る能力）を有する者 
講義は日本語で行うことから、科目等履修

を希望する外国人留学生（他大学等に在籍す

る外国人留学生を想定）が出願する場合、十

分な日本語能力（特に聴き取る能力）を有す

る必要があり、日本語能力を出願資格として

設定している。農学分野は、国際的な通用性

が高い分野であることから、本学部において

も科目等履修を希望する外国人留学生への受

け入れを広く求めていく。 
 

力（特に聴き取る能力）を有する者 
（新規） 

  ※食農ビジネス学科の外国人留学生入試「生物」は「数学」で実施予定。（附帯事項の遵守事項

への対応） 
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（改善事項）農学部 農業生産学科 

６．＜学科の英語名称に疑義＞ 

農業生産学科の英語名称をAgricultural Sciencesとしているが、学科の特色は農業生産技

術の開発とその高度利用を目指すことを教育研究の目標としていることを踏まえると、

Sciencesは的確に学科名称を表していると考えにくいため、農業生産をより的確に表す英語

名称を検討することが望ましい。 

 

（対応） 

本学科の英語名称について、学科名称である農業生産学科とその教育研究内容をより的確に表す名

称となるよう、以下のとおり変更する。 
 

学科名称：農業生産学科 

英語名称：Department of Agricultural Science and Technology 

 

本学科では、設置の趣旨等を記載した書類（p.8）「設置の趣旨とその必要性」に記載のとおり、農

業に関係する多くの課題の解決を実践するため、対象とする作物とそれをとりまく生物・非生物的環

境との関係を科学的に解明し、作物の改良、最適な栽培法・新しい生産技術の開発、適正な生産環境

の構築と保全を図ること、農業生産の「場」において、農業生産技術の普及・指導を行える能力を有

した人材を育て社会へ送り出すことを教育研究の目標としている。 

本学科が対象とする教育研究の範囲は、農作物の生産や栽培だけに留まるものではなく、その周辺

領域まで多岐に渡っていることから、農業生産（Agriculture）を、幅広く科学（Science）として学

び、その技術開発（Technology）を担うという含意から、上記の英語名称が相応とした。 

 

（新旧対照表） 

基本計画書（p.1） 

設置の趣旨等を記載した書類（p.31） 

新 旧 
（基本計画書） 

新設学部等の概要 

農業生産学科 

Department of Agricultural Science and 

Technology 

 

（設置の趣旨等を記載した書類） 

3．学部・学科の名称及び学位の名称 

学科の名称 

農業生産学科 

英訳名称 

 Department of Agricultural Science  

and Technology 

 

１）農業生産学科 

本学科では、生物や生産環境の科学的真理の

（基本計画書） 

新設学部等の概要 

農業生産学科 

Department of Agricultural Sciences 

 

 

（設置の趣旨等を記載した書類） 

3．学部・学科の名称及び学位の名称 

学科の名称 

農業生産学科 

英訳名称 

 Department of Agricultural Sciences 

 

 

１）農業生産学科 

本学科では、生物や生産環境の科学的真理の
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解明及び生物資源と農業生産技術の開発とそ

の高度利用を追究し、環境への負荷が少なく、

生産効率の高い農業生産を実現、及び新技術

の開発・普及に必要な知識・技術を身につけ

社会に貢献できる人材を養成することを目的

とすることから、学科名称を「農業生産学科」

とする。本学科が対象とする教育研究の範囲

は、農作物の生産や栽培だけに留まるもので

はなく、その周辺領域まで多岐に渡っている

ことから、農業生産（Agriculture）を、幅広

く科学（Science）として学び、その技術開発

（Technology）を担うという含意から、上記

の英語名称とした。 

 

解明及び生物資源と農業生産技術の開発とそ

の高度利用を追究し、環境への負荷が少なく、

生産効率の高い農業生産を実現、及び新技術

の開発・普及に必要な知識・技術を身につけ

社会に貢献できる人材を養成することを目的

とすることから、学科名称を「農業生産学科」

とする。 
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（改善事項）農学部 農業生産学科 

７．＜バリアフリーへの配慮＞ 

農学部に新設される８号館において、多目的トイレが１階にしか確認できないため、バリ

アフリーの観点から複数階にも多目的トイレを設けることが望ましい。【４学科共通】 

 

（対応） 

今般新設する 8号館（農学部棟）の多目的トイレの整備計画について、以下において説明する。 

 

本大学では、身体の障がいや様々な問題を抱える学生・教職員・来校者への対応として、ハード・

ソフトの両面から全学的に整備している。今般新たに建設する枚方キャンパス 8号館においても、建

物全体においてバリアフリー対応を図っている。設計の段階においても、多目的トイレの配置につい

て 8 号館の全ての階（3階建て）に設置することを想定した検討を行ったが、当該館内において収容

する学生数、通常の便房・便器数、トイレ部分の面積占有率、トイレの使用頻度を総合的に検証した

結果、1階に多目的トイレを 1室のみ設置する、との判断に至った。なお、建築法令上の基準は満た

している。 

以上の判断により、8 号館に設置する多目的トイレは 1 階に 1カ所のみとなるが、キャンパス内の

他の校舎内にも多目的トイレを設置し、いずれの校舎においても利用が可能となっている。 

本大学においては、身体の障がいやセクシュアルマイノリティなど、個別に抱える様々な状況にお

いて支援や配慮が必要な学生の受け入れについても大学内の環境において可能な限り柔軟に対応し

ている。本学部への学生においても、これまでの本大学での対応に即して行っていく。主な事例とし

ては以下のとおり。 

①施設面での対応： 

枚方キャンパス内においては各校舎（1・2号館を除く 3～8号館）1階に多目的トイレを設置し、

バリアフリー化を推進している。 

②入学前の対応： 

本大学への出願前までに、本人（保護者等同伴）からの希望・要請に応じて、本大学での学修が

可能かどうか現場見学またはヒアリングなどにより、入試時を含む入学後の受け入れ環境や対応

について個別に確認を行っている。 

③入学後の対応： 

車椅子使用者など身体に障がいがある学生に対しては、所属学部・教務部・学生部など関係部署

間においてその情報を把握し、教室間の移動や多目的トイレやエレベータの位置などを考慮した

対応を図っている。     など 

 

（新旧対照表） 

設置の趣旨等を記載した書類（ｐ.69） 

新 旧 
7. 施設・設備等の整備計画 
（２）校舎等施設の整備計画 

農学部食品栄養学科では、8 号館（農学部棟）

に栄養士養成課程または管理栄養士養成課程

7. 施設・設備等の整備計画 
（２）校舎等施設の整備計画 

農学部食品栄養学科では、8 号館（農学部棟）

に栄養士養成課程または管理栄養士養成課程
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として必要な、給食経営管理実習室、実習食

堂、調理実習室、食品加工実習室、栄養教育

実習室、臨床栄養実習室などの管理栄養士学

校指定規則に準拠した専用教室を整備する。 
（バリアフリー対応） 
本大学においては、身体の障がいやセクシ

ュアルマイノリティなど、個別に抱える様々

な状況において支援や配慮が必要な学生の受

け入れについても大学内の環境において可能

な限り柔軟に対応している。本学部への学生

においても、これまでの本大学での対応に即

して行っていく。主な事例としては以下のと

おり。 

①施設面での対応： 

枚方キャンパス内においては各校舎（1・2

号館を除く 3～8 号館）1 階に多目的トイレ

を設置し、バリアフリー化を推進している。 

②入学前の対応： 

本大学への出願前までに、本人（保護者等

同伴）からの希望・要請に応じて、本大学

での学修が可能かどうか現場見学またはヒ

アリングなどにより、入試時を含む入学後

の受け入れ環境や対応について個別に確認

を行っている。 

③入学後の対応： 

車椅子使用者など身体に障がいがある学生

に対しては、所属学部・教務部・学生部な

ど関係部署間においてその情報を把握し、

教室間の移動や多目的トイレやエレベータ

の位置などを考慮した対応を図っている。 

                など 
 

として必要な、給食経営管理実習室、実習食

堂、調理実習室、食品加工実習室、栄養教育

実習室、臨床栄養実習室などの管理栄養士学

校指定規則に準拠した専用教室を整備する。 
（新規） 
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（是正事項）農学部 農業生産学科 

８．＜既設学科の専任教員数が設置基準を満たしていない＞ 

専任教員数について、大学設置基準の規定を満たしていないため、適切に改めること。 

【４学科共通】 

 

（対応） 

既設の経済学部経済学科について、申請時点（平成 30 年度）の専任教員数 19 人（内、教授 7 人）

と記載していた。これは、平成 30 年度途中に急遽、教授 1 人の退職が発生したことに伴い、教授 7

人と記載したものである。本大学では、退職の報告を受けた後、速やかに当該学部の教員人事採用に

係る対応を図った。その結果、昇格及び新規採用等により、平成 31 年度（4 月 1 日時点）において

専任教員 20 人（内、教授 8 人）となり、大学設置基準において必要な専任教員数 16 人、教授数 8

人の基準を満たしたことから、本申請書類において改める。 

 

（新旧対照表） 

基本計画書（ｐ.2） 

新 旧 
教員組織の概要 既設分 

 

経済学部経済学科 

専任教員数 20 人 

内、教授数  8 人 

 

教員組織の概要 既設分 

 

経済学部経済学科 

専任教員数 19 人 

内、教授数  7 人 

 

 
 

以 上 
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審査意見への対応を記載した書類（６月） 

（目次）農学部 応用生物科学科 

１．＜生命倫理に関する教育が不明確＞

農学という学問分野において、生命倫理に関する教育は重要と考えられるが、生命倫理に関する

教育内容が必修として設けられているか不明なため、構想に含まれている場合は具体的科目と内容

を明らかにすること。また、生命倫理に関する教育が必修として設けられていない場合は、必修と

して設けること。【４学科共通】（是正事項）・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ2

２．＜演習先施設における具体の内容が不明＞ 

農学部４学科の必修科目である「農学基礎演習」では農業体験施設を利用して、学科ごとに春 

期と秋期の２日間の集中合宿演習を行うと説明されているが、農業体験施設での具体的な実習内容、

施設や設備、受入計画等が不明なため、支障なく演習が行えることを明らかとすること。【４学科

共通】（是正事項）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ4

３．＜農場の運営体制が不明確＞ 

設置の趣旨等を記載した書類において、農場に関する設備計画が示されているが、運営体制が示

されていないため、実習等の計画に照らして、専任の技術職員等が十分に確保され、支障なく農場

の運営ができることを明らかとすること。【４学科共通】（是正事項）・・・・・・Ｐ18 

４．＜留学生の受入れ方針等が不明＞ 

留学生の受入れ方針等が不明なため、以下の点を是正すること。 

【４学科共通】（是正事項）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ21

（１）教育課程から留学生を入学対象としていることが伺えるが、入学者選抜の説明では留学生の 

受入れ方針が不明確となっているため、どのような基準で留学生を受け入れるのか、例えば日

本語能力試験等の日本語の要件が設定されているのかなど、入学後の学修支援も含めて適切に

構想されているのか明らかとすること。 

（２）科目等履修生の受講対象者として外国人留学生が想定されているが、科目等履修生は大学設置 

基準では当該大学の学生以外の者を指すため、ここでの外国人留学生がどのような者を対象と

しているか、明らかとすること。 

５．＜バリアフリーへの配慮＞ 

農学部に新設される８号館において、多目的トイレが１階にしか確認できないため、バリアフリ

ーの観点から複数階にも多目的トイレを設けることが望ましい。【４学科共通】（改善事項） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ25

６．＜既設学科の専任教員数が設置基準を満たしていない＞ 

専任教員数について、大学設置基準の規定を満たしていないため、適切に改めること。【４学科 

共通】（是正事項）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ27
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（是正事項）農学部 応用生物科学科 

１．＜生命倫理に関する教育が不明確＞ 
農学という学問分野において、生命倫理に関する教育は重要と考えられるが、生命倫理に 

 関する教育内容が必修として設けられているか不明なため、構想に含まれている場合は具体 

的科目と内容を明らかにすること。また、生命倫理に関する教育が必修として設けられてい 

ない場合は、必修として設けること。【４学科共通】 
 

（対応） 

「生命倫理」（1 年後期・2 単位・講義科目）を、必修科目として追加する。「生命倫理」は、教養

科目の「自然系」科目として配置する。授業担当は、本大学の薬学部教員による兼担とする。 

本科目を学部共通の必修科目として配置することで、農学の学びの中で不可欠かつ重要となる生命

倫理に関する知識、理解、判断力を涵養し、倫理観を持った行動の重要性を学ぶ。 

本科目の授業科目の概要は、以下のとおりとする。 

 

（「生命倫理」授業科目の概要） 

農学の学びにおいて「総合科学」の基礎となる幅広い知識の修得に加え、倫理観をもった豊かな人

間性を涵養する教育が必要であり、農学分野における生命科学の倫理的配慮が社会的、科学的、技術

的側面などから求められている。なかでも、農学分野において、ゲノム解析、各種細胞の研究利用、

遺伝子組み換えによる品種改良など生命に係る技術利用が行われ、人類に有益な結果をもたらす一方

で、予期せぬ有害な影響なども予測される。本授業では、生命科学分野で配慮されるべき生命倫理観

及びその行動を学ぶ。「ヒトの生死や生命とは何か」「人間とは何か」など根源的な問いに向き合いな

がら、農学における生命科学の最新技術をヒトや地球環境に及ぼす影響を考察し、倫理的行動につい

て学修することを目的としている。 

 

本学部において倫理に関連する科目は、上記の「生命倫理」の他に、「倫理学」（4 学科共通）（1

年前期・2 単位・選択／教養科目の「人文系」科目として配置）、「食と農の倫理を学ぶ」（食農ビジ

ネス学科以外の 3 学科）（3 年前期・2 単位・選択／専門科目の専門総合群の「食農ビジネス系」科目

として配置）または「食と農の倫理」（食農ビジネス学科）（1 年前期・2 単位・必修／専門科目の専

門コア群の「基礎系」科目として配置）の 2 科目を全学科において配置しており、「生命倫理」と合

わせた 3 科目において、幅広く倫理について教授する。 

 

（新旧対照表） 

教育課程等の概要、授業科目の概要 

新 旧 

教育課程等の概要 

「生命倫理」（必修・2単位・1年後期） 

 

授業科目の概要 

「生命倫理」 

農学の学びにおいて「総合科学」の基礎と

なる幅広い知識の修得に加え、倫理観をもっ

教育課程等の概要 

（科目追加） 

 

授業科目の概要 

（科目追加） 
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た豊かな人間性を涵養する教育が必要であ

り、農学分野における生命科学の倫理的配慮

が社会的、科学的、技術的側面などから求め

られている。なかでも、農学分野において、

ゲノム解析、各種細胞の研究利用、遺伝子組

み換えによる品種改良など生命に係る技術利

用が行われ、人類に有益な結果をもたらす一

方で、予期せぬ有害な影響なども予測される。

本授業では、生命科学分野で配慮されるべき

生命倫理観及びその行動を学ぶ。「ヒトの生死

や生命とは何か」「人間とは何か」など根源的

な問いに向き合いながら、農学における生命

科学の最新技術をヒトや地球環境に及ぼす影

響を考察し、倫理的行動について学修するこ

とを目的としている。 
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（是正事項）農学部 応用生物科学科 

２．＜演習先施設における具体の内容が不明＞ 

農学部４学科の必修科目である「農学基礎演習」では農業体験施設を利用して、学科ごと 

 に春期と秋期の２日間の集中合宿演習を行うと説明されているが、農業体験施設での具体的 

な実習内容、施設や設備、受入計画等が不明なため、支障なく演習が行えることを明らかと 

すること。【４学科共通】 

 

（対応） 

4学科共通科目である「農学基礎演習」の具体的な実習内容・施設設備の概要、受入計画について、

以下において説明する。また、実習の詳細については、別紙の「農学基礎演習実施概要」に記載する。 

（演習の概要） 

「農学基礎演習」（1単位・1年通年）は、全学科の必修科目として配置する。三重県及び福井県の

農業体験施設において、春期（2日）と秋期（2日）の合計4日間の集中合宿演習を行う。演習内容は、

田植え（春期）及び稲刈り（秋期）を通して、イネ生産と消費の現状、水田の構造、稲作を成立させ

る農業技術並びに自然環境要因、水田の多面的価値、稲作文化などを学修するとともに、我が国にお

ける今後の稲作の在り方について考える機会とする。他にも園芸作物の収穫や管理を実地に学ぶ。 

（農業体験施設の概要） 

本大学と包括連携協定を締結している「有限会社類農園三重農場（三重県度会町、平成11年設立）」

及び「有限会社かみなか農楽舎（福井県若狭町、平成13年設立）」を演習先とする。これらの演習先

は、いずれも農業生産法人として約20年にわたる農業事業の実績に加えて、多くのインターンシップ

生の受け入れや就農支援の実績を有している。両施設とも、田植えと稲刈りに使用する圃場面積は、

三重県で85a、福井県で85aを予定しており、春・秋各期において演習を受け入れる各170人分の面積

170a（2カ所）を本大学にて確保している。他にも野菜畑なども整備されており農場での多用な演習

体験として幅広い学修が可能な環境となっている。 

（演習日程と受入計画） 

演習体制として、全学科（4学科）の学生が学科別に2班（40人～50人/グループ）に分かれ、上記

の2カ所の農場体験施設で春期と秋期にそれぞれ2日間（土・日等休日）、合計4日間の演習を行う。実

施時期は、「農学基礎演習実施概要」に示すとおり、学科別に4週にわたり実施する。なお、学科別

に班分けする2班は、春期と秋期で行き先を入れ替えるため、全学生（340人）が三重県と福井県の両

方の農場及び地域文化に触れる体験が可能となる。 
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（班別の演習実施スケジュール） 

春 

合 

宿 

演習施設 5月第2週の週末 5月第3週の週末 5月第4週の週末 6月第1週の週末 

類農園三重農場 

（170人） 

農業生産学科Ａ班 

（40人） 

応用生物科学科Ａ班 

（40人） 

食品栄養学科Ａ班 

（40人） 

食農ビジネス学科Ａ班

（50人） 

かみなか農楽舎 

（170人） 

農業生産学科Ｂ班 

（40人） 

応用生物科学科Ｂ班 

（40人） 

食品栄養学科Ｂ班 

（40人） 

食農ビジネス学科Ｂ班

（50人） 

秋 

合 

宿 

演習施設 9月第3週の週末 9月第4週の週末 10月第1週の週末 10月第2週の週末 

類農園三重農場 

（170人） 

農業生産学科Ｂ班 

（40人） 

応用生物科学科Ｂ班 

（40人） 

食品栄養学科Ｂ班 

（40人） 

食農ビジネス学科Ｂ班

（50人） 

かみなか農楽舎 

（170人） 

農業生産学科Ａ班 

（40人） 

応用生物科学科Ａ班 

（40人） 

食品栄養学科Ａ班 

（40人） 

食農ビジネス学科Ａ班

（50人） 

 

（演習の詳細スケジュール）※三重県、福井県に分かれて実施するが、スケジュールはいずれも同じ内容。 

日程 演習内容 

春合宿1日目 （午前）大学からバスで移動、到着後ガイダンス 

（午後）圃場にて田植え実習 

（夜間）入浴、夕食後に講義 

    演習先施設（かみなか農楽舎または類農園三重農場）及び公民館にて宿泊 

春合宿2日目 （午前）園芸作物の収穫・出荷調整、地域の共同作業 

（午後）地域の方の講話・質疑 

    大学にバスで移動、解散 

秋合宿1日目 

 

（午前）大学からバスで移動、到着後ガイダンス 

（午後）圃場にて収穫実習（稲刈り、はさ架け） 

（夜間）入浴、夕食後に講義 

    演習先施設（かみなか農楽舎または類農園三重農場）及び公民館にて宿泊 

秋合宿2日目 （午前）園芸作物の収穫・出荷調整、地域の共同作業 

（午後）地域の方の講話・質疑 

    大学にバスで移動、解散 

（宿泊先） 

宿泊施設については、それぞれの農場体験施設において宿泊が可能なことに加え、不足する場合に

は地元住民の許可を得ている近隣の公民館（40～50人の宿泊可）を使用する。 

（引率・指導体制） 

授業担当者及び引率教職員として5～6人が、各期、各回（班）、各方面（三重県、福井県）におい

て同行し、現地において指導にあたる。また、経験豊富な現地スタッフが補助的指導にあたる。遠方

かつ2日間の農作業を伴う演習であるため、不測の事態に備えて学生全員に学生教育研究災害障害保

険及び学研災付帯賠償責任保険への加入を義務付ける。 

 

以上の実施計画により、「農学基礎演習」を円滑に実施し、本授業の目的を達成する計画である。 
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■農学基礎演習　実施概要（類農園三重農場）

１．実習場所
・類農園三重農場（三重県度会郡度会町下久具366-1） 施設概要（施設・設備）は別紙のとおり。
※枚方キャンパスより、観光バスにて、所要約2.5時間

２．受入計画（実習時期、人数、圃場面積）
・春期（4回：40人＋40人＋40人＋50人＝170人） Ｂ班（Ａ班はかみなか農楽舎）
5月第3土日～6月上旬（毎週）
2020年予定：5/16,17～6/6,7（予備日6/13,14）

・秋期（4回：40人＋40人＋40人＋50人＝170人） Ａ班（Ｂ班はかみなか農楽舎）
9月第3土日～10月上旬（毎週）
2020年予定：9/19,20～10/10,11（予備日10/17,18）

・稲作の使用圃場面積
170人÷20人/10a　＝　85a （手植え＋機械植えデモ）

３．実習内容（１泊２日）

時間 内容 備考
１日目

８：００ 大学(枚方ｷｬﾝﾊﾟｽ)発（観光バス）
１１：００ 三重農園着（度会町）
１１：００～１３：００ ガイダンス、昼食（弁当）、着替え、圃場へ移動 圃場へは、徒歩10分
１３：００～１５：００ 田植（稲刈） 田植えは、少雨決行。本格雨天時は、精米出荷等屋内作業。

１５：００～１５：３０ 宿舎へ移動、手洗い、着替え
１５：３０～１６：００ 移動 銭湯（アスピア玉城）へバス移動（15分）
１６：００～１７：００ 入浴（アスピア玉城） ※風呂は、宿舎にもユニットバス５か所あり

１７：００～１７：３０ 移動　（宿舎に戻り）
１８：００～１９：００ 夕食
１９：３０～２１：００ 講義
２１：００ 就寝 宿泊は、農園宿舎。不足があれば公民館（徒歩1分）を使用。

２日目
６：３０起床
６：３０～８：００ 身支度、朝食準備、朝食
８：３０～１１：３０ 園芸作物の収穫・出荷調整 雨天中止の場合は、8:30～11:30で、講話と地域課題のグループワーク

地域の共同作業
１１：３０～１２：００ 移動、着替え
１２：００～１３：３０ 昼食、宿舎・公民館掃除
１３：３０～１４：３０ 地域の方の講話、質疑応答
１４：３０ 農園発
１７：００ 大学（枚方キャンパス）着

４．摂南大学と類農園の準備
①摂南大学での準備
・大阪～度会往復の交通手段
・学生各自で必要な備品、服装：軍手、帽子、作業服（長袖、長ズボン、ジャージ可）、
長靴（春は、田植用、秋は、ゴム長靴）、洗面具、シャンプー、石鹸

・救急箱（薬）

②類農園での準備
・食材、弁当手配、寝具手配、AED
・その他、受け入れに必要なもの全般

５．その他
・必要経費は、全て大学負担（消耗品を除く）。
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類農園 三重農場　施設・設備
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類農園 三重農場 施設概要 
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１．実習場所
・かみなか農楽舎（福井県三方上中郡若狭町安賀里74-1-1） 施設概要（施設・設備）は別紙のとおり。

※枚方キャンパスより、観光バスにて、所要約2.5時間

２．受入計画（実習時期、人数、圃場面積）
・春期（田植4回：40人＋40人＋40人＋50人＝170人） Ａ班（Ｂ班は類農園三重農場）

5月第3土日～6月上旬（毎週）
2020年予定：5/16,17～6/6,7（予備日6/13,14）

・秋期（稲刈4回：40人＋40人＋40人＋50人＝170人） Ｂ班（Ａ班は類農園三重農場）
9月第3土日～10月上旬（毎週）
2020年予定：9/19,20～10/10,11（予備日10/17,18）

・稲作の使用圃場面積
170人÷20人/10a　＝　85a （手植え＋機械植えデモ）

３．実習内容（１泊２日）

時間 内容 備考
１日目

８：００ 大学(枚方ｷｬﾝﾊﾟｽ)発（観光バス）
１１：００ かみなか農楽舎着（若狭町）
１１：００～１３：００ ガイダンス、昼食（弁当）、着替え、圃場へ移動 圃場へは、徒歩1分
１３：００～１５：００ 田植（稲刈） 田植えは、少雨決行。本格雨天時は、精米出荷等屋内作業。

１５：００～１５：３０ 農楽舎へ移動、手洗い、着替え
１５：３０～１６：００ 移動 銭湯（きららの湯）へバス移動（15分）
１６：００～１７：００ 入浴（きららの湯）
１７：００～１７：３０ 移動　（農楽舎に戻り）
１８：００～１９：００ 夕食
１９：３０～２１：００ 講義
２１：００ 就寝 宿泊は、農楽舎。不足があれば公民館（徒歩3分）を使用。

２日目
６：３０起床
６：３０～８：００ 身支度、朝食準備、朝食
８：３０～１１：３０ 園芸作物の収穫・出荷調整 雨天中止の場合は、8:30～11:30で、講話と地域課題のグループワーク

地域の共同作業
１１：３０～１２：００ 移動、着替え
１２：００～１３：３０ 昼食、宿舎・公民館掃除
１３：３０～１４：３０ 地域の方の講話、質疑応答
１４：３０ 農楽舎発
１７：００ 大学（枚方キャンパス）着

４．摂南大学と農楽舎の準備
①摂南大学での準備
・大阪～若狭町往復の交通手段
・学生各自で必要な備品、服装：軍手、帽子、作業服（長袖、長ズボン、ジャージ可）、
長靴（春は、田植用、秋は、ゴム長靴）、洗面具、シャンプー、石鹸
・救急箱（薬）

② 農楽舎での準備
・食材、弁当手配、寝具手配、AED
・その他、受け入れに必要なもの全般。

５．その他
・必要経費は、全て大学負担（消耗品を除く）。

■農学基礎演習　実施概要（かみなか農楽舎）
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かみなか農楽舎　施設・設備
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■農学基礎演習　２０２０年度日程（予定）

＜春期＞

＜春期＞＜春期＞

＜春期＞

日程 5/16(土)～17（日） 5/23(土)～24（日） 5/30(土)～31（日） 6/6(土)～7（日） 6/13(土)～14（日）

学科/入学定員 農業生産学科/80人 応用生物科学科/80人 食品栄養学科/80人 食農ビジネス学科/100人 予備日

Ａ班 学生40人 Ａ班 学生40人 Ａ班　学生40人 Ａ班　学生50人

＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員

Ｂ班　学生40人 Ｂ班　学生40人 Ｂ班　学生40人 Ｂ班　学生50人

＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員

＜秋期＞

＜秋期＞＜秋期＞

＜秋期＞

日程 9/19(土)～20（日） 9/26(土)～27（日） 10/3(土)～4（日） 10/10(土)～11（日） 10/17(土)～18（日）

学科/入学定員 農業生産学科/80人 応用生物科学科/80人 食品栄養学科/80人 食農ビジネス学科/100人 予備日

Ｂ班　学生40人 Ｂ班　学生40人 Ｂ班　学生40人 Ｂ班　学生50人

＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員

Ａ班　学生40人 Ａ班　学生40人 Ａ班　学生40人 Ａ班　学生50人

＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員

実

習

先

実

習

先

類農園三重農場

かみなか農楽舎

類農園三重農場

かみなか農楽舎
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（新旧対照表） 

設置の趣旨等を記載した書類（ｐ.98） 

新 旧 
11. 企業実習（インターンシップを含む）や

海外語学研修等の学外実習を実施する場合の

具体的計画 

 

本学部では、以下の科目において学外での

実習等の学修を行う。 

 

（１）農学基礎演習（共通群、4 学科共通） 

「農学基礎演習」（1単位・1年通年）は、全学

科の必修科目として配置する。三重県及び福

井県の農業体験施設において、春期（2日）と

秋期（2日）の合計4日間の集中合宿演習を行

う。演習内容は、田植え（春期）及び稲刈り

（秋期）を通して、イネ生産と消費の現状、

水田の構造、稲作を成立させる農業技術並び

に自然環境要因、水田の多面的価値、稲作文

化などを学修するとともに、我が国における

今後の稲作の在り方について考える機会とす

る。他にも園芸作物の収穫や管理を実地に学

ぶ。実習の詳細については、資料16―②の「農

学基礎演習実施概要」に記載する。 

 

ア 実習先の確保の状況 

本大学と包括連携協定を締結している「有限

会社類農園三重農場（三重県度会町、平成 11

年設立）」及び「有限会社かみなか農楽舎（福

井県若狭町、平成 13 年設立）」を演習先とす

る（資料 16）（資料 20）。これらの演習先は、

いずれも農業生産法人として 20年程度の農業

事業の実績に加えて、多くのインターンシッ

プ生を受け入れた実績も持つ。このように、

本演習では教員に加えて経験豊富な現地スタ

ッフが補助的指導にあたる。両施設とも、田

植えと稲刈りに使用する圃場面積は、三重県

で 85a、福井県で 85a を予定しており、春・秋

各期において演習を受け入れる各 170 人分の

面積 170a（2 カ所）を本大学にて確保してい

る。他にも野菜畑なども整備されており農場

での多用な演習体験として幅広い学修が可能

な環境となっている。 

（演習日程と受入計画） 

演習体制として、全学科（4 学科）の学生が学

科別に 2 班（40 人～50人/グループ）に分か

れ、上記の 2 カ所の農場体験施設で春期と秋

期にそれぞれ 2日間（土・日等休日）、合計 4

日間の演習を行う。実施時期は、「農学基礎

演習実施概要」に示すとおり、学科別に 4 週

にわたり実施する。なお、学科別に班分けす

11. 企業実習（インターンシップを含む）や

海外語学研修等の学外実習を実施する場合の

具体的計画 

 

本学部では、以下の科目において学外での

実習等の学修を行う。 

 

（１）農学基礎演習（共通群、4学科共通） 

「農学基礎演習」は、全学科 1年次の必修科

目として配置し、福井県及び三重県にある農

業体験施設において、春期と秋期にそれぞれ 2

日間の演習を行う。演習内容として、田植え

（春期）及び稲刈り（秋季）を通して、イネ

栽培と消費の現状、水田の構造、稲作を成立

させる農業技術並びに自然環境要因、水田の

多面的価値、稲作文化などを学修するととも

に、我が国における今後の稲作の在り方につ

いて考える機会とする。 

 

 

 

 

ア 実習先の確保の状況 

本大学と包括連携協定を締結している「有限

会社類農園三重農場（三重県度会町、平成 11

年設立）」及び「有限会社かみなか農楽舎（福

井県若狭町、平成 13 年設立）」を演習先とす

る（資料 16）（資料 20）。これらの演習先は、

いずれも農業生産法人として 20年程度の農業

事業の実績に加えて、多くのインターンシッ

プ生を受け入れた実績も持つ。このように、

本演習では教員に加えて経験豊富な現地スタ

ッフが補助的指導にあたる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

演習体制としては、全学部（4学科）学生が学

科ごとに 2グループ（40人～50 人/グループ）

に分かれ、上記の 2か所の農場で 2日間（土・

日）の演習を行う。 
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る 2 班は、春期と秋期で行き先を入れ替える

ため、全学生（340 人）が三重県と福井県の両

方の農場及び地域文化に触れる体験が可能と

なる。 

（班別の演習実施スケジュール） 

春 

合 

宿 

演習施

設 

5月第2

週の週

末 

5月第3

週の週

末 

5月第4

週の週

末 

6月第1

週の週

末 

類農園

三重農

場 

（170

人） 

農業生

産学科

Ａ班 

（40

人） 

応用生

物科学

科Ａ班 

（40

人） 

食品栄

養学科

Ａ班 

（40

人） 

食農ビ

ジネス

学科Ａ

班（50

人） 

かみな

か農楽

舎 

（170

人） 

農業生

産学科

Ｂ班 

（40

人） 

応用生

物科学

科Ｂ班 

（40

人） 

食品栄

養学科

Ｂ班 

（40

人） 

食農ビ

ジネス

学科Ｂ

班（50

人） 

秋 

合 

宿 

演習施

設 

9月第3

週の週

末 

9月第4

週の週

末 

10月第

1週の

週末 

10月第

2週の

週末 

類農園

三重農

場 

（170

人） 

農業生

産学科

Ｂ班 

（40

人） 

応用生

物科学

科Ｂ班 

（40

人） 

食品栄

養学科

Ｂ班 

（40

人） 

食農ビ

ジネス

学科Ｂ

班（50

人） 

かみな

か農楽

舎 

（170

人） 

農業生

産学科

Ａ班 

（40

人） 

応用生

物科学

科Ａ班 

（40

人） 

食品栄

養学科

Ａ班 

（40

人） 

食農ビ

ジネス

学科Ａ

班（50

人） 

（演習の詳細スケジュール） 

※三重県、福井県に分かれて実施するが、ス

ケジュールはいずれも同じ内容。 

日程 演習内容 

春合宿 

1日目 

 

（午前）大学からバスで移動、到着

後ガイダンス 

（午後）圃場にて田植え実習 

（夜間）入浴、夕食後に講義 

    演習先施設（かみなか農楽

舎または類農園三重農場）及び公民

館にて宿泊 

春合宿 

2日目 

（午前）園芸作物の収穫・出荷調整、

地域の共同作業 

（午後）地域の方の講話・質疑 

    大学にバスで移動、解散 

秋合宿 

1日目 

（午前）大学からバスで移動、到着

後ガイダンス 

（午後）圃場にて収穫実習（稲刈り、

はさ架け） 

（夜間）入浴、夕食後に講義 
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    演習先施設（かみなか農楽

舎または類農園三重農場）及び公民

館にて宿泊 

秋合宿 

2日目 

（午前）園芸作物の収穫・出荷調整、

地域の共同作業 

（午後）地域の方の講話・質疑 

    大学にバスで移動、解散 

（宿泊先） 

宿泊施設については、それぞれの農場体験施

設において宿泊が可能なことに加え、不足す

る場合には地元住民の許可を得ている近隣の

公民館（40～50人の宿泊可）を使用する。 

（引率・指導体制） 

授業担当者及び引率教職員として5～6人が、

各期、各回（班）、各方面（三重県、福井県）

において同行し、現地において指導にあたる。

また、経験豊富な現地スタッフが補助的指導

にあたる。遠方かつ2日間の農作業を伴う演習

であるため、不測の事態に備えて学生全員に

学生教育研究災害障害保険及び学研災付帯賠

償責任保険への加入を義務付ける。 

 

以上の実施計画により、「農学基礎演習」を円

滑に実施し、本授業の目的を達成する計画で

ある。 

【資料 16―①】「類農園・かみなか農楽舎の概

要」 

【資料 16―②】「農学基礎演習実施概要」 

【資料 20】「摂南大学と有限会社類農園との連

携協定に関する包括協定書」（p1） 

【資料 20】「摂南大学と有限会社かみなか農楽

舎との連携協定に関する包括協定書」（p2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それぞれの農場または近隣には 40～50 人の宿

泊施設がある。 

 

 

 

 

 

 

 

遠方かつ 2日間の農作業を伴う演習であるた

め、不測の事態に備えて学生全員に学生教育

研究災害障害保険及び学研災付帯賠償責任保

険への加入を義務付ける。また、教員引率と

して専任教員 5人程度が同行する。 

 

 

 

【資料 16】「類農園・かみなか農楽舎の概要」 

 

 

【資料 20】「摂南大学と有限会社類農園との連

携協定に関する包括協定書」（p1） 

【資料 20】「摂南大学と有限会社かみなか農楽

舎との連携協定に関する包括協定書」（p2） 
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（是正事項）農学部 応用生物科学科 

３．＜農場の運営体制が不明確＞ 

設置の趣旨等を記載した書類において、農場に関する設備計画が示されているが、運営体 

 制が示されていないため、実習等の計画に照らして、専任の技術職員等が十分に確保され、 

支障なく農場の運営ができることを明らかとすること。 

 

（対応） 

本大学枚方キャンパス敷地内に整備する農場の運営体制について、以下において説明する。 

 

本大学枚方キャンパスに整備する農場（3,980 ㎡）には、①ガラス温室 5棟（内 1棟は水耕栽培装

置）、②パイプハウス 4 棟、③露地の畑、④農機具庫を整備する。農機具庫の建物の中に、作業場・

レクチャースペース（48席）、種苗室、技術職員控室があり、トラクター、耕耘機、軽トラック、ト

ラック、草刈り機など農作業のための機械や運搬車、農具を整備する。 

農場は、本学部の教育研究において重要な附属施設の一つという位置づけから、本学部に「農場運

営委員会」を設置し、実習や研究が円滑に実施できるように恒常的に整備を行い、適切な維持・管理

を徹底する。「農場運営委員会」は、本学部農業生産学科の教員を主な委員とし、農場の使用計画な

どを策定する。 

農場の管理運営については、「農場運営委員会」において策定した計画に基づき、農学部事務室が

運営事務を掌理する。農場での管理・整備業務は、専門的知識を持った専任技術職員（常勤）2人が

担当する。技術職員は、農場内に設置する農機具庫内の技術職員控室に常駐し、業務にあたる。 

技術職員の具体的な農場管理業務は以下のとおり。これらの管理・整備業務を通じて、学生が受講

する実習授業をはじめ、農場を利用した本学部の教育研究が円滑に実施できるよう、農場の管理運営

に努める。 

①ガラス温室 

・作物栽培のためのガラス温室内の土壌管理（耕耘、施肥、畝たて、マルチ張り等） 

・冬季低温期における暖房機の稼働前及び稼動時の監視・管理 

・温室内の電気系統（天窓開閉、遮光・保温カーテンの開閉他）のコントロールと監視 

・ガラスの破損などの監視と施設の安全確認 

・栽培終了後の植物残渣の処理補助（圃場内に設けた植物残渣置き場に廃棄） 

②パイプハウス 

・作物栽培のためのパイプハウス内の土壌管理（耕耘、施肥、畝たて、マルチ張り等） 

・栽培終了後の植物残渣の処理補助（圃場内に設けた植物残渣置場に廃棄） 

③露地の畑 

・作物栽培のための土壌管理（耕耘、施肥、畝たて、マルチ張り等)及び潅水管理 

④農機具庫ほか、圃場全体の管理運営 

・大型農機具類の管理（使用前点検、使用後の洗浄他） 

・農薬、肥料類の管理と帳簿管理 

・圃場敷地内の除草管理 

・管理棟内外の整理・整頓 
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（新旧対照表） 

設置の趣旨等を記載した書類（ｐ.68） 

新 旧 
7. 施設・設備等の整備計画 
（農場の整備） 

また、農学部に必要な附属施設として、枚

方キャンパス敷地内に農場を整備する。農場

（3,980 ㎡）には、①ガラス温室 5 棟（内 1棟

は水耕栽培装置）、②パイプハウス 4棟、③露

地の畑、④農機具庫を整備する。農機具庫の

建物の中に、作業場・レクチャースペース（48

席）、種苗室、技術職員控室があり、トラクタ

ー、耕耘機、軽トラック、トラック、草刈り

機など農作業のための機械や運搬車、農具を

整備する。 

農場は、本学部の教育研究において重要な

附属施設の一つという位置づけから、本学部

に「農場運営委員会」を設置し、実習や研究

が円滑に実施できるように恒常的に整備を行

い、適切な維持・管理を徹底する。「農場運営

委員会」は、本学部農業生産学科の教員を主

な委員とし、農場の使用計画などを策定する。 

農場の管理運営については、「農場運営委員

会」において策定した計画に基づき、農学部

事務室が運営事務を掌理する。農場での管

理・整備業務は、専門的知識を持った専任技

術職員（常勤）2 人が担当する。技術職員は、

農場内に設置する農機具庫内の技術職員控室

に常駐し、業務にあたる。 

技術職員の具体的な農場管理業務は以下の

とおり。これらの管理・整備業務を通じて、

学生が受講する実習授業をはじめ、農場を利

用した本学部の教育研究が円滑に実施できる

よう、農場の管理運営に努める。 

①ガラス温室 

・作物栽培のためのガラス温室内の土壌管理

（耕耘、施肥、畝たて、マルチ張り等） 

・冬季低温期における暖房機の稼働前及び稼

動時の監視・管理 

・温室内の電気系統（天窓開閉、遮光・保温

カーテンの開閉他）のコントロールと監視 

・ガラスの破損などの監視と施設の安全確認 

・栽培終了後の植物残渣の処理補助（圃場内

に設けた植物残渣置き場に廃棄） 

②パイプハウス 

・作物栽培のためのパイプハウス内の土壌管

理（耕耘、施肥、畝たて、マルチ張り等） 

・栽培終了後の植物残渣の処理補助（圃場内

に設けた植物残渣置場に廃棄） 

③露地の畑 

7. 施設・設備等の整備計画 
 
また、農学部に必要な附属施設として、枚

方キャンパス敷地内に農場を整備する。学内

の農場には、ガラス温室、パイプハウス、露

地の畑、農機具庫を整備する。 
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・作物栽培のための土壌管理（耕耘、施肥、

畝たて、マルチ張り等)及び潅水管理 

④農機具庫ほか、圃場全体の管理運営 

・大型農機具類の管理（使用前点検、使用後

の洗浄他） 

・農薬、肥料類の管理と帳簿管理 

・圃場敷地内の除草管理 

・管理棟内外の整理・整頓 
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（是正事項）農学部 応用生物科学科 

４．＜留学生の受入れ方針等が不明＞ 

留学生の受入れ方針等が不明なため、以下の点を是正すること。【４学科共通】 

（１）教育課程から留学生を入学対象としていることが伺えるが、入学者選抜の説明では留学 

生の受入れ方針が不明確となっているため、どのような基準で留学生を受け入れるのか、 

例えば日本語能力試験等の日本語の要件が設定されているのかなど、入学後の学修支援 

も含めて適切に構想されているのか明らかとすること。 

（２）科目等履修生の受講対象者として外国人留学生が想定されているが、科目等履修生は大 

学設置基準では当該大学の学生以外の者を指すため、ここでの外国人留学生がどのよう 

な者を対象としているか、明らかとすること。 

 

（対応） 

（１）について 

本大学では多様な学生を受け入れる入試制度の一つとして、全学部において外国人留学生入試を設

けている。今般設置する本学部においても、外国人留学生を対象とした入試を実施する計画である。 

なお、今般の設置認可時期を踏まえ、入試実施時期（既設学部では 12 月）及び学生募集期間、告

知時期などを総合的に判断した結果、開設初年度（令和 2 年度）については、外国人留学生入試の実

施を見送ることとする。開設 2年目（令和 3年度）以降、外国人留学生入試を行う場合における学生

募集の概要は以下のとおり。 

■学生募集の概要 

 １．募集人数：若干名 

 ２．選抜方法：次の各項目を総合して合否判定を行う。 

         学科試験、面接 

         日本語能力の要件：特に課していない。 

学科試験と面接試験を行うことから、その範囲内で日本語能力を測定する。 

 

（２）について 

本大学では全学部において科目等履修生を受け入れている。今般設置する本学部においても同様の

受け入れを行う計画である。講義は日本語で行うことから、科目等履修を希望する外国人留学生（他

大学等に在籍する外国人留学生を想定）が出願する場合、十分な日本語能力（特に聴き取る能力）を

有する必要があり、日本語能力を出願資格として設定している。農学分野は、国際的な通用性が高い

分野であることから、本学部においても科目等履修を希望する外国人留学生への受け入れを広く求め

ていく。 

 

（新旧対照表） 

設置の趣旨等を記載した書類（ｐ.77、79、81） 

新 旧 
8. 入学者選抜の概要 
（３）入学者選抜の実施計画 

今般設置する農学部の入学者選抜は「大学 

8. 入学者選抜の概要 
（３）入学者選抜の実施計画 

今般設置する農学部の入学者選抜は「大学 
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入学者選抜実施要項」に基づき、大学教育を

受けるに相応しい能力・適性等を多面的に判

定し、公正かつ妥当な方法で次の趣旨に沿っ

て実施する。 
（略） 
①特別推薦入試（指定校推薦、内部推薦、高

大連携協定校推薦） 
②公募制推薦入試 
③一般入試 
④大学入試センター試験利用入試 
⑤専門学科・総合学科推薦入試 
⑥外国人留学生入試 
 
（４）入学者選抜の方法等 
前述の趣旨に従い、次のとおり入学者を選抜

する。 
 
①特別推薦入試（指定校推薦、内部推薦、高

大連携協定校推薦） 
（略） 
②公募制推薦入試 
（略） 
③一般入試 
（略） 
④大学入試センター試験利用入試 
（略） 
⑤専門学科・総合学科推薦入試 
（略） 
⑥外国人留学生入試 

学科試験、面接（志望理由書、学修計画書、

卒業後の進路目標）などにより、本大学に入

学するに相応しい基礎的能力を有するかを判

定する。出願資格は、次の項に該当する者と

する。今般の設置認可時期を踏まえ、入試実

施時期（既設学部では 12月）及び学生募集期

間、告知時期などを総合的に判断した結果、

開設初年度（令和 2 年度）については、外国

人留学生入試の実施を見送ることとする。 
a. 外国籍を有する者で、入学年度の前年度末

までに満 18 歳に達する者 
b. 外国において、学校教育における 12 年以

上の課程を修了した者、またはこれに準ず

る者で文部科学大臣の指定した者（入学年

度の前年度末修了見込みの者を含む） 
c. 入学後の在留資格が原則として「留学」で

ある者 
（注意） 

1.出願後、出願資格に該当しないことが判

明した場合は出願または合格を取消すこ

とがある。 
2.大学での講義は日本語で行われるため、

入学者選抜実施要項」に基づき、大学教育を

受けるに相応しい能力・適性等を多面的に判

定し、公正かつ妥当な方法で次の趣旨に沿っ

て実施する。 
（略） 
①特別推薦入試（指定校推薦、内部推薦、高

大連携協定校推薦） 
②公募制推薦入試 
③一般入試 
④大学入試センター試験利用入試 
⑤専門学科・総合学科推薦入試 
（新規） 
 
（４）入学者選抜の方法等 
前述の趣旨に従い、次のとおり入学者を選抜

する。 
 
①特別推薦入試（指定校推薦、内部推薦、高

大連携協定校推薦） 
（略） 
②公募制推薦入試 
（略） 
③一般入試 
（略） 
④大学入試センター試験利用入試 
（略） 
⑤専門学科・総合学科推薦入試 
（略） 
（新規） 
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受講に差し支えない程度の日本語能力を

有することが必要 
3.志願者本人に連絡がとれない場合などの

ために、本大学からの連絡事項を確実に伝

達できる代理連絡人が必要。代理連絡人は

日本国内（京阪神が望ましい）に在住し、

独立した生計を営む成年者とする。 
 
＜選抜方法別の実施時期、試験科目等一覧＞ 
１）農業生産学科 
⑥外国人留学生入試 
募集人数：若干名 
試験時期：12 月 
試験科目（利用教科）：日本語、生物（予定） 
 
２）応用生物科学科 
⑥外国人留学生入試 
募集人数：若干名 
試験時期：12 月 
試験科目（利用教科）：日本語、生物（予定） 
 
３）食品栄養学科 
⑥外国人留学生入試 
募集人数：若干名 
試験時期：12 月 
試験科目（利用教科）：日本語、生物（予定） 
 
４）食農ビジネス学科 
⑥外国人留学生入試 
募集人数：若干名 
試験時期：12 月 
試験科目（利用教科）：日本語、生物※（予定） 
 
（６）科目等履修生 
科目等履修は、全ての学部・学科において

実施しており、年１回、学生募集を行ってい

る。各学期前に事前相談を受け付け、履修科

目が確定した段階で出願をさせ、受け入れ学

部の教授会で審査を行い入学となる。また、

受け入れ人数については特に定めておらず、

教育上、支障のない範囲で受講を認めること

としている。出願資格は次の各項に該当する

者とする。 
a. 高等学校を卒業した者又はそれと同等以

上の学歴を有する者 
【外国人留学生が出願する場合】 
b. 外国人留学生が出願する場合は外国籍を

有し、外国における学校教育において 12
年以上の課程を修了した者又はそれと同

等以上の学歴を有する者 
c. 講義は日本語で行うので、十分な日本語能

 
 
 
 
 
 
 
 
１）農業生産学科 
（新規） 
 
 
 
 
２）応用生物科学科 
（新規） 
 
 
 
 
３）食品栄養学科 
（新規） 
 
 
 
 
４）食農ビジネス学科 
（新規） 
 
 
 
 
 
（６）科目等履修生 
科目等履修は、全ての学部・学科において

実施しており、年１回、学生募集を行ってい

る。各学期前に事前相談を受け付け、履修科

目が確定した段階で出願をさせ、受け入れ学

部の教授会で審査を行い入学となる。また、

受け入れ人数については特に定めておらず、

教育上、支障のない範囲で受講を認めること

としている。出願資格は次の各項に該当する

者とする。 
a. 高等学校を卒業した者又はそれと同等以

上の学歴を有する者 
【外国人留学生の場合】 
b. 外国人留学生の場合は外国籍を有し、外国

における学校教育において 12 年以上の課

程を修了した者又はそれと同等以上の学

歴を有する者 
c. 講義は日本語で行うので、十分な日本語能
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力（特に聴き取る能力）を有する者 
講義は日本語で行うことから、科目等履修

を希望する外国人留学生（他大学等に在籍す

る外国人留学生を想定）が出願する場合、十

分な日本語能力（特に聴き取る能力）を有す

る必要があり、日本語能力を出願資格として

設定している。農学分野は、国際的な通用性

が高い分野であることから、本学部において

も科目等履修を希望する外国人留学生への受

け入れを広く求めていく。 
 

力（特に聴き取る能力）を有する者 
（新規） 

  ※食農ビジネス学科の外国人留学生入試「生物」は「数学」で実施予定。（附帯事項の遵守事項

への対応） 
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（改善事項）農学部 応用生物科学科 

５．＜バリアフリーへの配慮＞ 

農学部に新設される８号館において、多目的トイレが１階にしか確認できないため、バリ 

アフリーの観点から複数階にも多目的トイレを設けることが望ましい。【４学科共通】 

 

（対応） 

今般新設する 8号館（農学部棟）の多目的トイレの整備計画について、以下において説明する。 

 

本大学では、身体の障がいや様々な問題を抱える学生・教職員・来校者への対応として、ハード・

ソフトの両面から全学的に整備している。今般新たに建設する枚方キャンパス 8号館においても、建

物全体においてバリアフリー対応を図っている。設計の段階においても、多目的トイレの配置につい

て 8 号館の全ての階（3階建て）に設置することを想定した検討を行ったが、当該館内において収容

する学生数、通常の便房・便器数、トイレ部分の面積占有率、トイレの使用頻度を総合的に検証した

結果、1階に多目的トイレを 1室のみ設置する、との判断に至った。なお、建築法令上の基準は満た

している。 

以上の判断により、8 号館に設置する多目的トイレは 1 階に 1カ所のみとなるが、キャンパス内の

他の校舎内にも多目的トイレを設置し、いずれの校舎においても利用が可能となっている。 

本大学においては、身体の障がいやセクシュアルマイノリティなど、個別に抱える様々な状況にお

いて支援や配慮が必要な学生の受け入れについても大学内の環境において可能な限り柔軟に対応し

ている。本学部への学生においても、これまでの本大学での対応に即して行っていく。主な事例とし

ては以下のとおり。 

①施設面での対応： 

枚方キャンパス内においては各校舎（1・2号館を除く 3～8号館）1階に多目的トイレを設置し、

バリアフリー化を推進している。 

②入学前の対応： 

本大学への出願前までに、本人（保護者等同伴）からの希望・要請に応じて、本大学での学修が

可能かどうか現場見学またはヒアリングなどにより、入試時を含む入学後の受け入れ環境や対応

について個別に確認を行っている。 

③入学後の対応： 

車椅子使用者など身体に障がいがある学生に対しては、所属学部・教務部・学生部など関係部署

間においてその情報を把握し、教室間の移動や多目的トイレやエレベータの位置などを考慮した

対応を図っている。     など 

 

（新旧対照表） 

設置の趣旨等を記載した書類（ｐ.69） 

新 旧 
7. 施設・設備等の整備計画 
（２）校舎等施設の整備計画 

農学部食品栄養学科では、8 号館（農学部棟）

に栄養士養成課程または管理栄養士養成課程

7. 施設・設備等の整備計画 
（２）校舎等施設の整備計画 

農学部食品栄養学科では、8 号館（農学部棟）

に栄養士養成課程または管理栄養士養成課程
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として必要な、給食経営管理実習室、実習食

堂、調理実習室、食品加工実習室、栄養教育

実習室、臨床栄養実習室などの管理栄養士学

校指定規則に準拠した専用教室を整備する。 
（バリアフリー対応） 
本大学においては、身体の障がいやセクシ

ュアルマイノリティなど、個別に抱える様々

な状況において支援や配慮が必要な学生の受

け入れについても大学内の環境において可能

な限り柔軟に対応している。本学部への学生

においても、これまでの本大学での対応に即

して行っていく。主な事例としては以下のと

おり。 

①施設面での対応： 

枚方キャンパス内においては各校舎（1・2

号館を除く 3～8 号館）1 階に多目的トイレ

を設置し、バリアフリー化を推進している。 

②入学前の対応： 

本大学への出願前までに、本人（保護者等

同伴）からの希望・要請に応じて、本大学

での学修が可能かどうか現場見学またはヒ

アリングなどにより、入試時を含む入学後

の受け入れ環境や対応について個別に確認

を行っている。 

③入学後の対応： 

車椅子使用者など身体に障がいがある学生

に対しては、所属学部・教務部・学生部な

ど関係部署間においてその情報を把握し、

教室間の移動や多目的トイレやエレベータ

の位置などを考慮した対応を図っている。 

                など 
 

として必要な、給食経営管理実習室、実習食

堂、調理実習室、食品加工実習室、栄養教育

実習室、臨床栄養実習室などの管理栄養士学

校指定規則に準拠した専用教室を整備する。 
（新規） 
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（是正事項）農学部 応用生物科学科 

６．＜既設学科の専任教員数が設置基準を満たしていない＞ 

専任教員数について、大学設置基準の規定を満たしていないため、適切に改めること。 

【４学科共通】 

 

（対応） 

既設の経済学部経済学科について、申請時点（平成 30年度）の専任教員数 19人（内、教授 7人）

と記載していた。これは、平成 30 年度途中に急遽、教授 1 人の退職が発生したことに伴い、教授 7

人と記載したものである。本大学では、退職の報告を受けた後、速やかに当該学部の教員人事採用に

係る対応を図った。その結果、昇格及び新規採用等により、平成 31 年度（4 月 1 日時点）において

専任教員 20 人（内、教授 8 人）となり、大学設置基準において必要な専任教員数 16 人、教授数 8

人の基準を満たしたことから、本申請書類において改める。 

 

（新旧対照表） 

基本計画書（ｐ.2） 

新 旧 
教員組織の概要 既設分 

 

経済学部経済学科 

専任教員数 20 人 

内、教授数  8 人 

 

教員組織の概要 既設分 

 

経済学部経済学科 

専任教員数 19 人 

内、教授数  7 人 

 

 
 
 

 

以 上 
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審査意見への対応を記載した書類（６月） 

（目次）農学部 食品栄養学科 

１．＜農学を基本とした管理栄養士像が不明確＞

設置の趣旨の説明において、農学部として農学を修めながら管理栄養士の資格が取得できるとい

う説明がなされているが、例えば、医学を基本とした管理栄養士養成像や家政学を基本とした管理

栄養士像と、農学を基本とした管理栄養士像がどのように異なり、またその意義があるのか不明確

であるため、より具体的な記載に改めること。（是正事項）・・・・・・・・・・・Ｐ3

２．＜生命倫理に関する教育が不明確＞

農学という学問分野において、生命倫理に関する教育は重要と考えられるが、生命倫理に関する

教育内容が必修として設けられているか不明なため、構想に含まれている場合は具体的科目と内容

を明らかにすること。また、生命倫理に関する教育が必修として設けられていない場合は、必修と

して設けること。【４学科共通】（是正事項）・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ7

３．＜演習先施設における具体の内容が不明＞ 

農学部４学科の必修科目である「農学基礎演習」では農業体験施設を利用して、学科ごとに春期

と秋期の２日間の集中合宿演習を行うと説明されているが、農業体験施設での具体的な実習内容、

施設や設備、受入計画等が不明なため、支障なく演習が行えることを明らかとすること。 

【４学科共通】（是正事項）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ9

４．＜入学者選抜の方法が不明確＞ 

アドミッション・ポリシーに、高校までの生物、化学、数学、国語、英語の基礎知識を身につけ

ていることを掲げているが、入試種別ごとの試験科目を確認すると、⑤専門学科・総合学科推薦入

試においては試験科目に化学、数学、国語が課せられていないため、どのように化学、数学、国語

の能力を図るのか説明すること。（改善事項）・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ24

５．＜教員の年齢構成が比較的高齢に偏っている＞ 

教員の年齢構成が比較的高齢に偏っていることから、教育研究の継続性を踏まえ、今後の採用計

画など教員組織編成の将来構想の明確化が望まれるので、対応方針について回答すること。 

（改善事項）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ27 

６．＜農場の運営体制が不明確＞ 

設置の趣旨等を記載した書類において、農場に関する設備計画が示されているが、運営体制が示

されていないため、実習等の計画に照らして、専任の技術職員等が十分に確保され、支障なく農場

の運営ができることを明らかとすること。【４学科共通】（是正事項）・・・・・・Ｐ29 

７．＜留学生の受入れ方針等が不明＞ 

留学生の受入れ方針等が不明なため、以下の点を是正すること。【４学科共通】（是正事項） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ32

（１）教育課程から留学生を入学対象としていることが伺えるが、入学者選抜の説明では留学生の受

入れ方針が不明確となっているため、どのような基準で留学生を受け入れるのか、例えば日本
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語能力試験等の日本語の要件が設定されているのかなど、入学後の学修支援も含めて適切に構

想されているのか明らかとすること。 

（２）科目等履修生の受講対象者として外国人留学生が想定されているが、科目等履修生は大学設置

基準では当該大学の学生以外の者を指すため、ここでの外国人留学生がどのような者を対象と

しているか、明らかとすること。 

 

８．＜バリアフリーへの配慮＞ 

農学部に新設される８号館において、多目的トイレが１階にしか確認できないため、バリアフリ

ーの観点から複数階にも多目的トイレを設けることが望ましい。【４学科共通】（改善事項） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ36 

 

９．＜既設学科の専任教員数が設置基準を満たしていない＞ 

専任教員数について、大学設置基準の規定を満たしていないため、適切に改めること。 

【４学科共通】（是正事項）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ38 
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（是正事項）農学部 食品栄養学科 

１．＜農学を基本とした管理栄養士像が不明確＞ 
設置の趣旨の説明において、農学部として農学を修めながら管理栄養士の資格が取得で

きるという説明がなされているが、例えば、医学を基本とした管理栄養士養成像や家政学

を基本とした管理栄養士像と、農学を基本とした管理栄養士像がどのように異なり、また

その意義があるのか不明確であるため、より具体的な記載に改めること 
 

（対応） 

本学科の養成人材像である、農学を基本とした管理栄養士像とその意義について、以下のとおり説

明する。 

 

（本学科が養成する農学を基本とした管理栄養士とその人材養成の意義、必要性） 

本学科では、農学の学びを基盤として、食のプロセス（農産物の生産から加工・流通・消費まで）

を体系的に理解し、食・栄養・健康・医療・食育の専門的知識・技能・態度を身につけ、地域の健康

と心豊かな暮らしの実現に貢献できる人材（栄養士・管理栄養士）を養成することを、教育研究上の

目的としている。 

我が国の食生活は、食糧難の時代から、高度成長期を経て、飽食と多様化の時代へと、戦後 70 年

を越えた変遷を辿る。近年では、少子高齢化の到来とともに、食生活の乱れや生活習慣病の増加、高

齢者の低栄養など、栄養・食生活の問題が山積し、その対策が喫緊の課題となっている。「食」をめ

ぐるこのような問題の解決に関して重要と考えられるのが「食育」であり、その推進を担う人材の養

成が求められている。食育の推進は、心身の健康を増進する健全な食生活を実践することが重要であ

るとともに、地域や関係団体の連携・協働の活性化に繋がり、その結果として、消費者と農山漁村の

共生・交流が発展し、地産地消による食料の生産及び消費の推進、地域社会の活性化、食文化の継承、

国内農業の食料自給率の向上などが期待される。 

「農」は、人間の生存に必要な食料生産を担っている。人間が生存するためには、「食」すること

が必要であり、「食」と「農」の関係は一蓮托生の関係にある。人間は、食べ物を「食」することで、

「栄養」として吸収し生存できる。よって、「食」「農」「栄養」の関係は密接に繋がっており、「食」

のプロセスを学修することは意義深いことであると考える。「食」「農」「栄養」に精通し、人々の健

康維持・増進、医療のための栄養指導・栄養管理や食育のみならず、地域社会や持続可能な社会の実

現に貢献できる人材、さらには、消費者が求めている「食」の変化や「栄養」に関する様々な情報を

「農」に還元することのできる人材を育成することが、農学部に食品栄養学科を設置する意義である。 

管理栄養士は「栄養の指導」を通じて健康の維持・増進、疾病の予防・治療・重症化予防及び介護

予防・虚弱支援を実践する専門職であると解される。一方、「食」を取り巻く環境は日々変動してお

り、同時に「食」をめぐる様々な問題が生じている。言うまでもなく「栄養の指導」と「食」の問題

は切り離すことはできない関係にある。供給あるいは提供する側からみた「食」の課題や解決方法に

精通することで、機能的に「栄養の指導」の充実が可能となり、専門職として一層社会に貢献し得る

ものと思料する。 

管理栄養士の職務の中でも、食育の重要性は近年ますます高まっている。「第 3 次食育推進基本計

画」(平成 28～32 年 農林水産省)では、その基本的な取組方針として、（1）国民の心身の健康の増
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進と豊かな人間形成、（2）食に関する感謝の念と理解、（3）食育推進運動の展開、（4）子供の食育に

おける保護者、教育関係者等の役割、（5）食に関する体験活動と食育推進活動の実践、（6）我が国の

伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配慮及び農山漁村の活性化と食料自給率の向上への貢献、

（7）食品の安全性の確保等における食育の役割、を掲げており、食育を推進する上で重要な役割を

担う者として管理栄養士が挙げられている（平成 29 年度食育推進施策（食育白書）：農林水産省）。

加えて地域的には、「第 3次大阪府食育推進計画」（平成 30 年～平成 35年）において、給食や食堂を

食育の具体的な取り組みの場として活用するよう進められており、大阪府をはじめとした各地域の栄

養士会との連携も積極的に推進している。同計画では、具体的な取り組みの 3 本柱として、（１）健

康的な食生活の実践（給食施設における取り組みを含む）、（２）食の安全安心の取組み、（３）生産

から消費までを通した食育の推進、が挙げられており、（３）の中では「地産地消の推進」として「大

阪産農水産物の利用促進及び消費拡大」が挙げられている。このような国の方針や大阪府の取り組み

から、食育を推進するうえで、「栄養」「食」及び「農」の幅広い知識・技能を兼ね備えた農学的な視

野を持った人材が必要と考えられ、人を対象に「栄養」を中心とした教育・研究のみならず、食のプ

ロセスを体系的に理解した管理栄養士の育成を目指すことが重要と判断した。 

本大学は、以上の理由から、農学部に食品栄養学科（管理栄養士養成課程）を設置し、「食」「農」

及び「栄養」に関する専門的知識・技能を身につけ、本大学の建学の精神及び教育の理念に根差した、

高い使命感を具えた管理栄養士を養成することとした。 

 

（医学や家政学を基本とした管理栄養士との違い） 

本学科で養成する管理栄養士も、医学や家政学を基本とした管理栄養士も、管理栄養士学校指定規

則で定められた科目を修得する点では同一であり、管理栄養士として身につける専門能力、管理栄養

士として遂行する業務は同等であり区別されるものではない。本学科では、指定規則で定められた必

要科目以外に、農学の専門科目（農学概論、農学基礎演習、専門総合群の農業生産系科目、応用生物

系科目、食農ビジネス系科目等）を学修することで、管理栄養士として必要な知識や能力に加えて、

「食」と「農」についての包括的な知識も身につけることができる。特に献立作成や食育の指導の際

には、そのような「食」と「農」の知識が管理栄養士業務に深甚なる意義を持たせることができると

考える。 

 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（p.9） 

新 旧 
（３）各学科の設置の趣旨とその必要性 
３）食品栄養学科 
（本学科が養成する農学を基本とした管理栄

養士とその人材養成の意義、必要性） 
本学科では、農学の学びを基盤として、食

のプロセス（農産物の生産から加工・流通・

消費まで）を体系的に理解し、食・栄養・健

康・医療・食育の専門的知識・技能・態度を

身につけ、地域の健康と心豊かな暮らしの実

現に貢献できる人材（栄養士・管理栄養士）

を養成することを、教育研究上の目的として

いる。 
我が国の食生活は、食糧難の時代から、高

（３）各学科の設置の趣旨とその必要性 
３）食品栄養学科 
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度成長期を経て、飽食と多様化の時代へと、

戦後 70 年を越えた変遷を辿る。近年では、少

子高齢化の到来とともに、食生活の乱れや生

活習慣病の増加、高齢者の低栄養など、栄養・

食生活の問題が山積し、その対策が喫緊の課

題となっている。「食」をめぐるこのような問

題の解決に関して重要と考えられるのが「食

育」であり、その推進を担う人材の養成が求

められている。食育の推進は、心身の健康を

増進する健全な食生活を実践することが重要

であるとともに、地域や関係団体の連携・協

働の活性化に繋がり、その結果として、消費

者と農山漁村の共生・交流が発展し、地産地

消による食料の生産及び消費の推進、地域社

会の活性化、食文化の継承、国内農業の食料

自給率の向上などが期待される。 
「農」は、人間の生存に必要な食料生産を

担っている。人間が生存するためには、「食」

することが必要であり、「食」と「農」の関係

は一蓮托生の関係にある。人間は、食べ物を

「食」することで、「栄養」として吸収し生存

できる。よって、「食」「農」「栄養」の関係は

密接に繋がっており、「食」のプロセスを学修

することは意義深いことであると考える。

「食」「農」「栄養」に精通し、人々の健康維

持・増進、医療のための栄養指導・栄養管理

や食育のみならず、地域社会や持続可能な社

会の実現に貢献できる人材、さらには、消費

者が求めている「食」の変化や「栄養」に関

する様々な情報を「農」に還元することので

きる人材を育成することが、農学部に食品栄

養学科を設置する意義である。 
管理栄養士は「栄養の指導」を通じて健康

の維持・増進、疾病の予防・治療・重症化予

防及び介護予防・虚弱支援を実践する専門職

であると解される。一方、「食」を取り巻く環

境は日々変動しており、同時に「食」をめぐ

る様々な問題が生じている。言うまでもなく

「栄養の指導」と「食」の問題は切り離すこ

とはできない関係にある。供給あるいは提供

する側からみた「食」の課題や解決方法に精

通することで、機能的に「栄養の指導」の充

実が可能となり、専門職として一層社会に貢

献し得るものと思料する。 
管理栄養士の職務の中でも、食育の重要性

は近年ますます高まっている。「第 3 次食育推

進基本計画」(平成 28～32 年 農林水産省)で
は、その基本的な取組方針として、（1）国民

の心身の健康の増進と豊かな人間形成、（2）
食に関する感謝の念と理解、（3）食育推進運

動の展開、（4）子供の食育における保護者、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「農」「食」「栄養」は、それぞれ密接に繋がっ

ており、そのプロセスを一体的に学修すること

の意義は大きい。「食」「農」「栄養」に精通し、

人々の健康維持・増進、医療のための栄養指導・

栄養管理や食育のみならず、地域社会や持続可

能な社会の実現に貢献できる人材、さらには、

消費者が求めている「食」の変化や「栄養」の

情報を「農」に還元することのできる人材を育

成するために、農学部に食品栄養学科を設置す

る。 
 
食品栄養学科において取得できる栄養士及び

管理栄養士は、栄養の指導を通じて健康の維

持・増進、疾病の予防・治療・重症化予防及び

介護予防・虚弱支援を実践する専門職であり、

国民の健康維持や疾病治療に貢献できる人材と

して必要不可欠である。特に、少子高齢化の到

来、食生活の乱れや生活習慣病の増加、高齢者

の低栄養等の栄養・食生活の問題が山積し、そ

の対策が喫緊の課題となっている。「食」をめぐ

るこのような問題の解決に関して重要と考えら

れるのが「食育」であり、その推進を担うため

に栄養士及び管理栄養士の養成が必要である。 
栄養士及び管理栄養士の職務の中でも、食育

の重要性は近年ますます高まっており（平成 29
年度食育推進施策（食育白書）農林水産省）、「第

3 次食育推進基本計画」(平成 28～32 年農林水産

省)（資料５）に具体的な推進計画が示されてい

る。また、栄養士及び管理栄養士の健康づくり

への役割の重要性やそれらの必要性について
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教育関係者等の役割、（5）食に関する体験活

動と食育推進活動の実践、（6）我が国の伝統

的な食文化、環境と調和した生産等への配慮

及び農山漁村の活性化と食料自給率の向上へ

の貢献、（7）食品の安全性の確保等における

食育の役割、を掲げており、食育を推進する

上で重要な役割を担う者として管理栄養士が

挙げられている（平成 29 年度食育推進施策

（食育白書）：農林水産省）。加えて地域的に

は、「第 3 次大阪府食育推進計画」（平成 30 年

～平成 35 年）において、給食や食堂を食育の

具体的な取り組みの場として活用するよう進

められており、大阪府をはじめとした各地域

の栄養士会との連携も積極的に推進してい

る。同計画では、具体的な取り組みの 3 本柱

として、（１）健康的な食生活の実践（給食施

設における取り組みを含む）、（２）食の安全

安心の取組み、（３）生産から消費までを通し

た食育の推進、が挙げられており、（３）の中

では「地産地消の推進」として「大阪産農水

産物の利用促進及び消費拡大」が挙げられて

いる。このような国の方針や大阪府の取り組

みから、食育を推進するうえで、「栄養」「食」

及び「農」の幅広い知識・技能を兼ね備えた

農学的な視野を持った人材が必要と考えら

れ、人を対象に「栄養」を中心とした教育・

研究のみならず、食のプロセスを体系的に理

解した管理栄養士の育成を目指すことが重要

と判断した。 
本大学は、以上の理由から、農学部に食品

栄養学科（管理栄養士養成課程）を設置し、

「食」「農」及び「栄養」に関する専門的知識・

技能を身につけ、本大学の建学の精神及び教

育の理念に根差した、高い使命感を具えた管

理栄養士を養成することとした。 
 
（医学や家政学を基本とした管理栄養士との

違い） 
本学科で養成する管理栄養士も、医学や家

政学を基本とした管理栄養士も、管理栄養士

学校指定規則で定められた科目を修得する点

では同一であり、管理栄養士として身につけ

る専門能力、管理栄養士として遂行する業務

は同等であり区別されるものではない。本学

科では、指定規則で定められた必要科目以外

に、農学の専門科目（農学概論、農学基礎演

習、専門総合群の農業生産系科目、応用生物

系科目、食農ビジネス系科目等）を学修する

ことで、管理栄養士として必要な知識や能力

に加えて、「食」と「農」についての包括的な

知識も身につけることができる。特に献立作

は、「健康日本 21（第 2 次）」（厚生労働省）、「介

護保険法（平成 26 年 6 月 25 日改正）」「地域包

括ケアの深化・地域共生社会の実現（平成 28年）」

（厚生労働省）、「地域高齢者等の健康支援を推

進する配食事業の栄養管理に関するガイドライ

ン」(厚生労働省)などに詳細に示されている。大

阪府においても、「第 3 次大阪府健康増進計画」

（平成 30 年～平成 35 年）（資料６）や「第 3 次

大阪府食育推進計画」（平成 30 年～平成 35 年）

（資料７）において、府民の健康や食育の向上

に向けた計画が推進されている。このような国

の方針や大阪府の取り組みから、食育や健康維

持の推進のために農学の学びを基盤とし、食の

プロセスを体系的に理解した栄養士及び管理栄

養士を養成することが必要である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の社会的状況から、本学部に食品栄養学

科（管理栄養士養成課程、栄養士養成課程）を

設置し、「食」「農」「栄養」に関する専門的知識・

技能を身につけ、建学の精神・教育の理念に根

差した、高い使命感を備えた栄養士及び管理栄

養士を養成する。 
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成や食育の指導の際には、そのような「食」

と「農」の知識が管理栄養士業務に深甚なる

意義を持たせることができると考える。 
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（是正事項）農学部 食品栄養学科 

２．＜生命倫理に関する教育が不明確＞ 
農学という学問分野において、生命倫理に関する教育は重要と考えられるが、生命倫理に

関する教育内容が必修として設けられているか不明なため、構想に含まれている場合は具体

的科目と内容を明らかにすること。また、生命倫理に関する教育が必修として設けられてい

ない場合は、必修として設けること。【４学科共通】 

 

（対応） 

「生命倫理」（1 年後期・2 単位・講義科目）を、必修科目として追加する。「生命倫理」は、教養

科目の「自然系」科目として配置する。授業担当は、本大学の薬学部教員による兼担とする。 

本科目を学部共通の必修科目として配置することで、農学の学びの中で不可欠かつ重要となる生命

倫理に関する知識、理解、判断力を涵養し、倫理観を持った行動の重要性を学ぶ。 

本科目の授業科目の概要は、以下のとおりとする。 

 

（「生命倫理」授業科目の概要） 

農学の学びにおいて「総合科学」の基礎となる幅広い知識の修得に加え、倫理観をもった豊かな人

間性を涵養する教育が必要であり、農学分野における生命科学の倫理的配慮が社会的、科学的、技術

的側面などから求められている。なかでも、農学分野において、ゲノム解析、各種細胞の研究利用、

遺伝子組み換えによる品種改良など生命に係る技術利用が行われ、人類に有益な結果をもたらす一方

で、予期せぬ有害な影響なども予測される。本授業では、生命科学分野で配慮されるべき生命倫理観

及びその行動を学ぶ。「ヒトの生死や生命とは何か」「人間とは何か」など根源的な問いに向き合いな

がら、農学における生命科学の最新技術をヒトや地球環境に及ぼす影響を考察し、倫理的行動につい

て学修することを目的としている。 

 

本学部において倫理に関連する科目は、上記の「生命倫理」の他に、「倫理学」（4 学科共通）（1

年前期・2 単位・選択／教養科目の「人文系」科目として配置）、「食と農の倫理を学ぶ」（食農ビジ

ネス学科以外の 3 学科）（3 年前期・2 単位・選択／専門科目の専門総合群の「食農ビジネス系」科目

として配置）または「食と農の倫理」（食農ビジネス学科）（1 年前期・2 単位・必修／専門科目の専

門コア群の「基礎系」科目として配置）の 2 科目を全学科において配置しており、「生命倫理」と合

わせた 3 科目において、幅広く倫理について教授する。 

 

（新旧対照表） 

教育課程等の概要、授業科目の概要 

新 旧 

教育課程等の概要 

「生命倫理」（必修・2単位・1年後期） 

 

授業科目の概要 

「生命倫理」 

農学の学びにおいて「総合科学」の基礎と

なる幅広い知識の修得に加え、倫理観をもっ

教育課程等の概要 

（科目追加） 

 

授業科目の概要 

（科目追加） 
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た豊かな人間性を涵養する教育が必要であ

り、農学分野における生命科学の倫理的配慮

が社会的、科学的、技術的側面などから求め

られている。なかでも、農学分野において、

ゲノム解析、各種細胞の研究利用、遺伝子組

み換えによる品種改良など生命に係る技術利

用が行われ、人類に有益な結果をもたらす一

方で、予期せぬ有害な影響なども予測される。

本授業では、生命科学分野で配慮されるべき

生命倫理観及びその行動を学ぶ。「ヒトの生死

や生命とは何か」「人間とは何か」など根源的

な問いに向き合いながら、農学における生命

科学の最新技術をヒトや地球環境に及ぼす影

響を考察し、倫理的行動について学修するこ

とを目的としている。 
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（是正事項）農学部 食品栄養学科 

３．＜演習先施設における具体の内容が不明＞ 

農学部４学科の必修科目である「農学基礎演習」では農業体験施設を利用して、学科ごと

に春期と秋期の２日間の集中合宿演習を行うと説明されているが、農業体験施設での具体的

な実習内容、施設や設備、受入計画等が不明なため、支障なく演習が行えることを明らかと

すること。【４学科共通】 

 

（対応） 

4学科共通科目である「農学基礎演習」の具体的な実習内容・施設設備の概要、受入計画について、

以下において説明する。また、実習の詳細については、別紙の「農学基礎演習実施概要」に記載する。 

（演習の概要） 

「農学基礎演習」（1単位・1年通年）は、全学科の必修科目として配置する。三重県及び福井県の

農業体験施設において、春期（2日）と秋期（2日）の合計4日間の集中合宿演習を行う。演習内容は、

田植え（春期）及び稲刈り（秋期）を通して、イネ生産と消費の現状、水田の構造、稲作を成立させ

る農業技術並びに自然環境要因、水田の多面的価値、稲作文化などを学修するとともに、我が国にお

ける今後の稲作の在り方について考える機会とする。他にも園芸作物の収穫や管理を実地に学ぶ。 

（農業体験施設の概要） 

本大学と包括連携協定を締結している「有限会社類農園三重農場（三重県度会町、平成11年設立）」

及び「有限会社かみなか農楽舎（福井県若狭町、平成13年設立）」を演習先とする。これらの演習先

は、いずれも農業生産法人として約20年にわたる農業事業の実績に加えて、多くのインターンシップ

生の受け入れや就農支援の実績を有している。両施設とも、田植えと稲刈りに使用する圃場面積は、

三重県で85a、福井県で85aを予定しており、春・秋各期において演習を受け入れる各170人分の面積

170a（2カ所）を本大学にて確保している。他にも野菜畑なども整備されており農場での多用な演習

体験として幅広い学修が可能な環境となっている。 

（演習日程と受入計画） 

演習体制として、全学科（4学科）の学生が学科別に2班（40人～50人/グループ）に分かれ、上記

の2カ所の農場体験施設で春期と秋期にそれぞれ2日間（土・日等休日）、合計4日間の演習を行う。実

施時期は、「農学基礎演習実施概要」に示すとおり、学科別に4週にわたり実施する。なお、学科別

に班分けする2班は、春期と秋期で行き先を入れ替えるため、全学生（340人）が三重県と福井県の両

方の農場及び地域文化に触れる体験が可能となる。 
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（班別の演習実施スケジュール） 

春 

合 

宿 

演習施設 5月第2週の週末 5月第3週の週末 5月第4週の週末 6月第1週の週末 

類農園三重農場 

（170人） 

農業生産学科Ａ班 

（40人） 

応用生物科学科Ａ班 

（40人） 

食品栄養学科Ａ班 

（40人） 

食農ビジネス学科Ａ班

（50人） 

かみなか農楽舎 

（170人） 

農業生産学科Ｂ班 

（40人） 

応用生物科学科Ｂ班 

（40人） 

食品栄養学科Ｂ班 

（40人） 

食農ビジネス学科Ｂ班

（50人） 

秋 

合 

宿 

演習施設 9月第3週の週末 9月第4週の週末 10月第1週の週末 10月第2週の週末 

類農園三重農場 

（170人） 

農業生産学科Ｂ班 

（40人） 

応用生物科学科Ｂ班 

（40人） 

食品栄養学科Ｂ班 

（40人） 

食農ビジネス学科Ｂ班

（50人） 

かみなか農楽舎 

（170人） 

農業生産学科Ａ班 

（40人） 

応用生物科学科Ａ班 

（40人） 

食品栄養学科Ａ班 

（40人） 

食農ビジネス学科Ａ班

（50人） 

 

（演習の詳細スケジュール）※三重県、福井県に分かれて実施するが、スケジュールはいずれも同じ内容。 

日程 演習内容 

春合宿1日目 （午前）大学からバスで移動、到着後ガイダンス 

（午後）圃場にて田植え実習 

（夜間）入浴、夕食後に講義 

    演習先施設（かみなか農楽舎または類農園三重農場）及び公民館にて宿泊 

春合宿2日目 （午前）園芸作物の収穫・出荷調整、地域の共同作業 

（午後）地域の方の講話・質疑 

    大学にバスで移動、解散 

秋合宿1日目 

 

（午前）大学からバスで移動、到着後ガイダンス 

（午後）圃場にて収穫実習（稲刈り、はさ架け） 

（夜間）入浴、夕食後に講義 

    演習先施設（かみなか農楽舎または類農園三重農場）及び公民館にて宿泊 

秋合宿2日目 （午前）園芸作物の収穫・出荷調整、地域の共同作業 

（午後）地域の方の講話・質疑 

    大学にバスで移動、解散 

（宿泊先） 

宿泊施設については、それぞれの農場体験施設において宿泊が可能なことに加え、不足する場合に

は地元住民の許可を得ている近隣の公民館（40～50人の宿泊可）を使用する。 

（引率・指導体制） 

授業担当者及び引率教職員として5～6人が、各期、各回（班）、各方面（三重県、福井県）におい

て同行し、現地において指導にあたる。また、経験豊富な現地スタッフが補助的指導にあたる。遠方

かつ2日間の農作業を伴う演習であるため、不測の事態に備えて学生全員に学生教育研究災害障害保

険及び学研災付帯賠償責任保険への加入を義務付ける。 

 

以上の実施計画により、「農学基礎演習」を円滑に実施し、本授業の目的を達成する計画である。 
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■農学基礎演習　実施概要（類農園三重農場）

１．実習場所
・類農園三重農場（三重県度会郡度会町下久具366-1） 施設概要（施設・設備）は別紙のとおり。
※枚方キャンパスより、観光バスにて、所要約2.5時間

２．受入計画（実習時期、人数、圃場面積）
・春期（4回：40人＋40人＋40人＋50人＝170人） Ｂ班（Ａ班はかみなか農楽舎）
5月第3土日～6月上旬（毎週）
2020年予定：5/16,17～6/6,7（予備日6/13,14）

・秋期（4回：40人＋40人＋40人＋50人＝170人） Ａ班（Ｂ班はかみなか農楽舎）
9月第3土日～10月上旬（毎週）
2020年予定：9/19,20～10/10,11（予備日10/17,18）

・稲作の使用圃場面積
170人÷20人/10a　＝　85a （手植え＋機械植えデモ）

３．実習内容（１泊２日）

時間 内容 備考
１日目

８：００ 大学(枚方ｷｬﾝﾊﾟｽ)発（観光バス）
１１：００ 三重農園着（度会町）
１１：００～１３：００ ガイダンス、昼食（弁当）、着替え、圃場へ移動 圃場へは、徒歩10分
１３：００～１５：００ 田植（稲刈） 田植えは、少雨決行。本格雨天時は、精米出荷等屋内作業。

１５：００～１５：３０ 宿舎へ移動、手洗い、着替え
１５：３０～１６：００ 移動 銭湯（アスピア玉城）へバス移動（15分）
１６：００～１７：００ 入浴（アスピア玉城） ※風呂は、宿舎にもユニットバス５か所あり

１７：００～１７：３０ 移動　（宿舎に戻り）
１８：００～１９：００ 夕食
１９：３０～２１：００ 講義
２１：００ 就寝 宿泊は、農園宿舎。不足があれば公民館（徒歩1分）を使用。

２日目
６：３０起床
６：３０～８：００ 身支度、朝食準備、朝食
８：３０～１１：３０ 園芸作物の収穫・出荷調整 雨天中止の場合は、8:30～11:30で、講話と地域課題のグループワーク

地域の共同作業
１１：３０～１２：００ 移動、着替え
１２：００～１３：３０ 昼食、宿舎・公民館掃除
１３：３０～１４：３０ 地域の方の講話、質疑応答
１４：３０ 農園発
１７：００ 大学（枚方キャンパス）着

４．摂南大学と類農園の準備
①摂南大学での準備
・大阪～度会往復の交通手段
・学生各自で必要な備品、服装：軍手、帽子、作業服（長袖、長ズボン、ジャージ可）、
長靴（春は、田植用、秋は、ゴム長靴）、洗面具、シャンプー、石鹸

・救急箱（薬）

②類農園での準備
・食材、弁当手配、寝具手配、AED
・その他、受け入れに必要なもの全般

５．その他
・必要経費は、全て大学負担（消耗品を除く）。
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類農園 三重農場　施設・設備
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類農園 三重農場 施設概要 
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１．実習場所
・かみなか農楽舎（福井県三方上中郡若狭町安賀里74-1-1） 施設概要（施設・設備）は別紙のとおり。

※枚方キャンパスより、観光バスにて、所要約2.5時間

２．受入計画（実習時期、人数、圃場面積）
・春期（田植4回：40人＋40人＋40人＋50人＝170人） Ａ班（Ｂ班は類農園三重農場）

5月第3土日～6月上旬（毎週）
2020年予定：5/16,17～6/6,7（予備日6/13,14）

・秋期（稲刈4回：40人＋40人＋40人＋50人＝170人） Ｂ班（Ａ班は類農園三重農場）
9月第3土日～10月上旬（毎週）
2020年予定：9/19,20～10/10,11（予備日10/17,18）

・稲作の使用圃場面積
170人÷20人/10a　＝　85a （手植え＋機械植えデモ）

３．実習内容（１泊２日）

時間 内容 備考
１日目

８：００ 大学(枚方ｷｬﾝﾊﾟｽ)発（観光バス）
１１：００ かみなか農楽舎着（若狭町）
１１：００～１３：００ ガイダンス、昼食（弁当）、着替え、圃場へ移動 圃場へは、徒歩1分
１３：００～１５：００ 田植（稲刈） 田植えは、少雨決行。本格雨天時は、精米出荷等屋内作業。

１５：００～１５：３０ 農楽舎へ移動、手洗い、着替え
１５：３０～１６：００ 移動 銭湯（きららの湯）へバス移動（15分）
１６：００～１７：００ 入浴（きららの湯）
１７：００～１７：３０ 移動　（農楽舎に戻り）
１８：００～１９：００ 夕食
１９：３０～２１：００ 講義
２１：００ 就寝 宿泊は、農楽舎。不足があれば公民館（徒歩3分）を使用。

２日目
６：３０起床
６：３０～８：００ 身支度、朝食準備、朝食
８：３０～１１：３０ 園芸作物の収穫・出荷調整 雨天中止の場合は、8:30～11:30で、講話と地域課題のグループワーク

地域の共同作業
１１：３０～１２：００ 移動、着替え
１２：００～１３：３０ 昼食、宿舎・公民館掃除
１３：３０～１４：３０ 地域の方の講話、質疑応答
１４：３０ 農楽舎発
１７：００ 大学（枚方キャンパス）着

４．摂南大学と農楽舎の準備
①摂南大学での準備
・大阪～若狭町往復の交通手段
・学生各自で必要な備品、服装：軍手、帽子、作業服（長袖、長ズボン、ジャージ可）、
長靴（春は、田植用、秋は、ゴム長靴）、洗面具、シャンプー、石鹸
・救急箱（薬）

② 農楽舎での準備
・食材、弁当手配、寝具手配、AED
・その他、受け入れに必要なもの全般。

５．その他
・必要経費は、全て大学負担（消耗品を除く）。

■農学基礎演習　実施概要（かみなか農楽舎）
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かみなか農楽舎　施設・設備

17



18



19



■農学基礎演習　２０２０年度日程（予定）

＜春期＞

＜春期＞＜春期＞

＜春期＞

日程 5/16(土)～17（日） 5/23(土)～24（日） 5/30(土)～31（日） 6/6(土)～7（日） 6/13(土)～14（日）

学科/入学定員 農業生産学科/80人 応用生物科学科/80人 食品栄養学科/80人 食農ビジネス学科/100人 予備日

Ａ班 学生40人 Ａ班 学生40人 Ａ班　学生40人 Ａ班　学生50人

＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員

Ｂ班　学生40人 Ｂ班　学生40人 Ｂ班　学生40人 Ｂ班　学生50人

＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員

＜秋期＞

＜秋期＞＜秋期＞

＜秋期＞

日程 9/19(土)～20（日） 9/26(土)～27（日） 10/3(土)～4（日） 10/10(土)～11（日） 10/17(土)～18（日）

学科/入学定員 農業生産学科/80人 応用生物科学科/80人 食品栄養学科/80人 食農ビジネス学科/100人 予備日

Ｂ班　学生40人 Ｂ班　学生40人 Ｂ班　学生40人 Ｂ班　学生50人

＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員

Ａ班　学生40人 Ａ班　学生40人 Ａ班　学生40人 Ａ班　学生50人

＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員

実

習

先

実

習

先

類農園三重農場

かみなか農楽舎

類農園三重農場

かみなか農楽舎
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（新旧対照表） 

設置の趣旨等を記載した書類（p.98） 

新 旧 
11. 企業実習（インターンシップを含む）や

海外語学研修等の学外実習を実施する場合の

具体的計画 

 

本学部では、以下の科目において学外での

実習等の学修を行う。 

 

（１）農学基礎演習（共通群、4 学科共通） 

「農学基礎演習」（1単位・1年通年）は、全学

科の必修科目として配置する。三重県及び福

井県の農業体験施設において、春期（2日）と

秋期（2日）の合計4日間の集中合宿演習を行

う。演習内容は、田植え（春期）及び稲刈り

（秋期）を通して、イネ生産と消費の現状、

水田の構造、稲作を成立させる農業技術並び

に自然環境要因、水田の多面的価値、稲作文

化などを学修するとともに、我が国における

今後の稲作の在り方について考える機会とす

る。他にも園芸作物の収穫や管理を実地に学

ぶ。実習の詳細については、資料16―②の「農

学基礎演習実施概要」に記載する。 

 

ア 実習先の確保の状況 

本大学と包括連携協定を締結している「有限

会社類農園三重農場（三重県度会町、平成 11

年設立）」及び「有限会社かみなか農楽舎（福

井県若狭町、平成 13 年設立）」を演習先とす

る（資料 16）（資料 20）。これらの演習先は、

いずれも農業生産法人として 20年程度の農業

事業の実績に加えて、多くのインターンシッ

プ生を受け入れた実績も持つ。このように、

本演習では教員に加えて経験豊富な現地スタ

ッフが補助的指導にあたる。両施設とも、田

植えと稲刈りに使用する圃場面積は、三重県

で 85a、福井県で 85a を予定しており、春・秋

各期において演習を受け入れる各 170 人分の

面積 170a（2 カ所）を本大学にて確保してい

る。他にも野菜畑なども整備されており農場

での多用な演習体験として幅広い学修が可能

な環境となっている。 

（演習日程と受入計画） 

演習体制として、全学科（4 学科）の学生が学

科別に 2 班（40 人～50人/グループ）に分か

れ、上記の 2 カ所の農場体験施設で春期と秋

期にそれぞれ 2日間（土・日等休日）、合計 4

日間の演習を行う。実施時期は、「農学基礎

演習実施概要」に示すとおり、学科別に 4 週

11. 企業実習（インターンシップを含む）や

海外語学研修等の学外実習を実施する場合の

具体的計画 

 

本学部では、以下の科目において学外での

実習等の学修を行う。 

 

（１）農学基礎演習（共通群、4学科共通） 

「農学基礎演習」は、全学科 1年次の必修科

目として配置し、福井県及び三重県にある農

業体験施設において、春期と秋期にそれぞれ 2

日間の演習を行う。演習内容として、田植え

（春期）及び稲刈り（秋季）を通して、イネ

栽培と消費の現状、水田の構造、稲作を成立

させる農業技術並びに自然環境要因、水田の

多面的価値、稲作文化などを学修するととも

に、我が国における今後の稲作の在り方につ

いて考える機会とする。 

 

 

 

 

ア 実習先の確保の状況 

本大学と包括連携協定を締結している「有限

会社類農園三重農場（三重県度会町、平成 11

年設立）」及び「有限会社かみなか農楽舎（福

井県若狭町、平成 13 年設立）」を演習先とす

る（資料 16）（資料 20）。これらの演習先は、

いずれも農業生産法人として 20年程度の農業

事業の実績に加えて、多くのインターンシッ

プ生を受け入れた実績も持つ。このように、

本演習では教員に加えて経験豊富な現地スタ

ッフが補助的指導にあたる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

演習体制としては、全学部（4学科）学生が学

科ごとに 2グループ（40人～50 人/グループ）

に分かれ、上記の 2か所の農場で 2日間（土・

日）の演習を行う。 
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にわたり実施する。なお、学科別に班分けす

る 2 班は、春期と秋期で行き先を入れ替える

ため、全学生（340 人）が三重県と福井県の両

方の農場及び地域文化に触れる体験が可能と

なる。 

（班別の演習実施スケジュール） 

春 

合 

宿 

演習施

設 

5月第2

週の週

末 

5月第3

週の週

末 

5月第4

週の週

末 

6月第1

週の週

末 

類農園

三重農

場 

（170

人） 

農業生

産学科

Ａ班 

（40

人） 

応用生

物科学

科Ａ班 

（40

人） 

食品栄

養学科

Ａ班 

（40

人） 

食農ビ

ジネス

学科Ａ

班（50

人） 

かみな

か農楽

舎 

（170

人） 

農業生

産学科

Ｂ班 

（40

人） 

応用生

物科学

科Ｂ班 

（40

人） 

食品栄

養学科

Ｂ班 

（40

人） 

食農ビ

ジネス

学科Ｂ

班（50

人） 

秋 

合 

宿 

演習施

設 

9月第3

週の週

末 

9月第4

週の週

末 

10月第

1週の

週末 

10月第

2週の

週末 

類農園

三重農

場 

（170

人） 

農業生

産学科

Ｂ班 

（40

人） 

応用生

物科学

科Ｂ班 

（40

人） 

食品栄

養学科

Ｂ班 

（40

人） 

食農ビ

ジネス

学科Ｂ

班（50

人） 

かみな

か農楽

舎 

（170

人） 

農業生

産学科

Ａ班 

（40

人） 

応用生

物科学

科Ａ班 

（40

人） 

食品栄

養学科

Ａ班 

（40

人） 

食農ビ

ジネス

学科Ａ

班（50

人） 

（演習の詳細スケジュール） 

※三重県、福井県に分かれて実施するが、ス

ケジュールはいずれも同じ内容。 

日程 演習内容 

春合宿 

1日目 

 

（午前）大学からバスで移動、到着

後ガイダンス 

（午後）圃場にて田植え実習 

（夜間）入浴、夕食後に講義 

    演習先施設（かみなか農楽

舎または類農園三重農場）及び公民

館にて宿泊 

春合宿 

2日目 

（午前）園芸作物の収穫・出荷調整、

地域の共同作業 

（午後）地域の方の講話・質疑 

    大学にバスで移動、解散 

秋合宿 

1日目 

（午前）大学からバスで移動、到着

後ガイダンス 

（午後）圃場にて収穫実習（稲刈り、

はさ架け） 
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（夜間）入浴、夕食後に講義 

    演習先施設（かみなか農楽

舎または類農園三重農場）及び公民

館にて宿泊 

秋合宿 

2日目 

（午前）園芸作物の収穫・出荷調整、

地域の共同作業 

（午後）地域の方の講話・質疑 

    大学にバスで移動、解散 

（宿泊先） 

宿泊施設については、それぞれの農場体験施

設において宿泊が可能なことに加え、不足す

る場合には地元住民の許可を得ている近隣の

公民館（40～50人の宿泊可）を使用する。 

（引率・指導体制） 

授業担当者及び引率教職員として5～6人が、

各期、各回（班）、各方面（三重県、福井県）

において同行し、現地において指導にあたる。

また、経験豊富な現地スタッフが補助的指導

にあたる。遠方かつ2日間の農作業を伴う演習

であるため、不測の事態に備えて学生全員に

学生教育研究災害障害保険及び学研災付帯賠

償責任保険への加入を義務付ける。 

 

以上の実施計画により、「農学基礎演習」を円

滑に実施し、本授業の目的を達成する計画で

ある。 

【資料 16―①】「類農園・かみなか農楽舎の概

要」 

【資料 16―②】「農学基礎演習実施概要」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それぞれの農場または近隣には 40～50 人の宿

泊施設がある。 

 

 

 

 

 

 

 

遠方かつ 2日間の農作業を伴う演習であるた

め、不測の事態に備えて学生全員に学生教育

研究災害障害保険及び学研災付帯賠償責任保

険への加入を義務付ける。また、教員引率と

して専任教員 5人程度が同行する。 

 

 

 

【資料 16】「類農園・かみなか農楽舎の概要」 

【資料 20】「摂南大学と有限会社類農園との連

携協定に関する包括協定書」（p1） 

【資料 20】「摂南大学と有限会社かみなか農楽

舎との連携協定に関する包括協定書」（p2） 
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（改善事項）農学部 食品栄養学科 

４．＜入学者選抜の方法が不明確＞ 

アドミッション・ポリシーに、高校までの生物、化学、数学、国語、英語の基礎知識を身

に付けていることを掲げているが、入試種別ごとの試験科目を確認すると、⑤専門学科・総

合学科推薦入試においては試験科目に化学、数学、国語が課せられていないため、どのよう

に化学、数学、国語の能力を図るのか説明すること。 

 

（対応） 

本学科の専門学科・総合学科推薦入試においては、「出身学校の調査書」「学校長推薦書」「適性検

査」「面接」（志望理由書、学修計画書【※注】、卒業後の進路目標に関する質問を含む）などにより、

本大学に入学するに相応しい基礎的能力を有するかを判定する。 

幅広く多様な学生を受け入れるため、アドミッション・ポリシーで掲げた化学、数学、国語の 3

科目については「出身学校の調査書」等により総合的に判断し、志願者が（試験科目にない）化学、

数学、国語の基礎知識を身につけているか否かを判定する。 
本学科では、専門学科・総合学科推薦入試だけでなく、全ての入試種別において、志願者が、本学

科のアドミッション・ポリシーに掲げた「高校までの生物、化学、数学、国語、英語の基礎知識を身

につけているか否か」を、多面的に確認し、入学の条件としている。本学科が実施する入試科目の概

要は別紙のとおり。 

【※注】学修計画書：本大学独自の出願書類の一つ。卒業後の進路目標に向け、入学後はどのように

学修し、どのような学生生活を過ごすのかなどを計画し作文するもの。 
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■食品栄養学科の入試科目等［初年度：令和２年度入試］ 別紙

適正検査・試験科目 出願書類

【普通科】「生物基礎」「化学基
礎」に加えて、「生物」もしくは
「化学」を履修し、単位を修得し
た者もしくは修得見込みの者。
出身学校における学業成績の全体
の評定平均が3.5以上、国語・数
学・理科・英語の各評定平均が3.5
以上である者
【専門学科・総合学科】「生物基
礎」「化学基礎」を履修し、単位
を修得した者もしくは修得見込み
の者。出身学校における学業成績
の全体の評定平均が3.8以上、国
語・数学・理科・英語の各評定平
均が3.8以上である者。

高大連携協定校プログラムを修了
した者。「生物基礎」「化学基
礎」に加えて、「生物」もしくは
「化学」を履修し、単位を修得し
た者もしくは修得見込みの者。
出身学校における学業成績の全体
の評定平均が3.5以上である者

出身学校における学業成績の全体
の評定平均が3.5以上である者。
「生物基礎」「化学基礎」に加え
て、「生物」もしくは「化学」を
履修し、単位を修得した者もしく
は修得見込みの者。

生物「生物基礎」、英語「コミュニケーション英
語」、
面接（志望理由書、学修計画書、卒業後の進路目標
に関する質問を含む）

文系型入試 「英語」「国語・数学から１科目選択」

理系型入試 「英語」「数学・生物・化学から１科目選択」

Ｂ日程 「英語」「数学・生物・化学から１科目選択」

前期Ａ日程
「英語」「化学・生物から１科目選択」「国語・数
学から１科目選択」

「出身学校調査書」

前期ＡＣ日程

一般入試 前期Ａ日程の得点＋大学入試センター試
験の得点「英語」「国語」「（数学Ⅰ・数学Ａ）
（数学Ⅱ・数学Ｂ）から１科目」「物理・化学・生
物・地学から１科目」から高得点の２教科２科目

「出身学校調査
書」「大学入試セ
ンター試験成績請
求票」

前期Ｂ日程 「英語」「生物・化学から１科目選択」 「出身学校調査書」

前期ＢＣ日程

一般入試 前期Ｂ日程の得点＋大学入試センター試
験の得点「英語」「国語」「（数学Ⅰ・数学Ａ）
（数学Ⅱ・数学Ｂ）から１科目」「物理・化学・生
物・地学から１科目」から高得点の２教科２科目

「出身学校調査
書」「大学入試セ
ンター試験成績請
求票」

後期日程 「英語」「数学」 「出身学校調査書」

３科目型
「英語」、「国語」または「（数学Ⅰ・数学Ａ）
（数学Ⅱ・数学Ｂ）から１科目」から１科目、「物
理・化学・生物・地学から１科目」

４科目型
「英語」「国語」「（数学Ⅰ・数学Ａ）（数学Ⅱ・
数学Ｂ）から１科目」「物理・化学・生物・地学か
ら１科目」

３科目型
「英語」、「国語」または「（数学Ⅰ・数学Ａ）
（数学Ⅱ・数学Ｂ）から１科目」から１科目、「物
理・化学・生物・地学から１科目」

４科目型
「英語」「国語」「（数学Ⅰ・数学Ａ）（数学Ⅱ・
数学Ｂ）から１科目」「物理・化学・生物・地学か
ら１科目」

後期 ３科目型
「英語」、「国語」または「（数学Ⅰ・数学Ａ）
（数学Ⅱ・数学Ｂ）から１科目」から１科目、「物
理・化学・生物・地学から１科目」

現役に限
る。

出身学校長
の推薦を受
けられる
者。

本学を専願
する者。

出願資格

現役に限る。出身学校長の推薦を受けられる
者。出身学校における学業成績の全体の評定平
均が3.5以上である者

１浪まで。出身学校長の推薦を受けられる者。

高等学校または中等教育学校を卒業した者およ
び入学年度の前年度末卒業見込みの者

入試区分

前期

中期

Ａ日程

「出身学校調査
書」「出身学校長
推薦書」「諸活
動・取得資格調
書」「志望理由
書」「学修計画
書」「卒業後の進
路目標」

「出身学校調査
書」「出身学校長
推薦書」「諸活
動・取得資格調
書」「英語資格検
定証明書」

「出身学校調査
書」「大学入試セ
ンター試験成績請
求票」「英語資格
検定証明書」

専門学科・総合学科推薦入試

指定校推薦入試

高大連携協定校推薦入試

内部推薦入試

面接（①志望する学科で学ぶ適性があるか②適切な
コミュニケーション能力があるか③自ら学ぶ姿勢が
あるか）について評価する。

公募制推薦入試

一般入試

大学入試センター試験
利用入試
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（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 （p.80） 

新 旧 
＜選抜方法別の実施時期、試験科目等一覧＞ 
３）食品栄養学科 
※本学科の専門学科・総合学科推薦入試の試

験科目には、アドミッション・ポリシーで掲げ

た化学、数学、国語の 3 科目を課していないが、

「出身学校の調査書」等により、志願者が化学、

数学、国語の基礎知識を身につけているか否か

を判定する。 
 

＜選抜方法別の実施時期、試験科目等一覧＞ 
１）食品栄養学科 
（新規） 
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（改善事項）農学部 食品栄養学科 

５．＜教員の年齢構成が比較的高齢に偏っている＞ 

教員の年齢構成が比較的高齢に偏っていることから、教育研究の継続性を踏まえ、今後の

採用計画など教員組織編成の将来構想の明確化が望まれるので、対応方針について回答する

こと。 

 

（対応） 

本学科の教員組織編成の将来構想について、以下において説明する。 

 

今般就任する専任教員 18人のうち、完成年度（令和 5 年度）の 3月末に本大学の定年である満 64

歳を超え、「学校法人常翔学園 特任教員規定」（以下、規定）により定年年齢を超えての勤務が認め

られている教員は 5 人である。本大学（本学園）では、特に任じられた職務を行う場合は、満 70 歳

を超えない期間まで、特任教員（専任教員）として就任することが可能、としている。 

上記の本大学（本学園）の規定に鑑み、本学科の教員組織の将来構想は、以下の方針により教員配

置計画を進めていく。 

①本学科の専任教員数は、設置認可申請を行った 18 人の水準を下回ることなく、維持または必要

に応じ増員する。 

②定年等により退職する教員については、空白期間のないように、学内からの補充・昇格または学

外からの教員採用により、同等の職位の教員を後任として配置する。学内昇格による補充の場合

は、同数の講師や助教の若手教員を新たに採用する。 

③本学科の准教授以下の職位の教員について、教授との共同研究等により、原著論文の執筆等、研

究業績の蓄積を奨励し、上位職位への昇格を促す。 

 

以上の方針により、完成年度以降においても、本学科の教育研究体制の充実に努める。 

 

（新旧対照表） 

設置の趣旨等を記載した書類（p.51） 

新 旧 
（定年年齢を超える教員と教員組織編成の将

来構想） 
今般就任する専任教員 18 人のうち、完成年

度（令和 5 年度）の 3 月末に本大学の定年で

ある満 64 歳を超え、「学校法人常翔学園 特任

教員規定」（以下、規定）により定年年齢を超

えての勤務が認められている教員は 5 人であ

る。本大学（本学園）では、特に任じられた

職務を行う場合は、満 70 歳を超えない期間ま

で、特任教員（専任教員）として就任するこ

とが可能、としている。 
上記の本大学（本学園）の規定に鑑み、本

学科の教員組織の将来構想は、以下の方針に

より教員配置計画を進めていく。 
①本学科の専任教員数は、設置認可申請を行

（定年年齢を超える教員） 
 
完成年度の 3 月末に本大学の定年である満

64 歳を超える教員は 5 人であり、本大学の特

任教員規程により定年年齢を超えての勤務が

認められている。 
（新規） 
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った 15 人の水準を下回ることなく、維持ま

たは必要に応じ増員する。 
②定年等により退職する教員については、空

白期間のないように、学内からの補充・昇

格または学外からの教員採用により、同等

の職位の教員を後任として配置する。学内

昇格による補充の場合は、同数の講師や助

教の若手教員を新たに採用する。 
③本学科の准教授以下の職位の教員につい

て、教授との共同研究等により、原著論文

の執筆等、研究業績の蓄積を奨励し、上位

職位への昇格を促す。 
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（是正事項）農学部 食品栄養学科 

６．＜農場の運営体制が不明確＞ 

設置の趣旨等を記載した書類において、農場に関する設備計画が示されているが、運営体

制が示されていないため、実習等の計画に照らして、専任の技術職員等が十分に確保され、

支障なく農場の運営ができることを明らかとすること。【４学科共通】 

 

（対応） 

本大学枚方キャンパス敷地内に整備する農場の運営体制について、以下において説明する。 

 

本大学枚方キャンパスに整備する農場（3,980 ㎡）には、①ガラス温室 5棟（内 1棟は水耕栽培装

置）、②パイプハウス 4 棟、③露地の畑、④農機具庫を整備する。農機具庫の建物の中に、作業場・

レクチャースペース（48席）、種苗室、技術職員控室があり、トラクター、耕耘機、軽トラック、ト

ラック、草刈り機など農作業のための機械や運搬車、農具を整備する。 

農場は、本学部の教育研究において重要な附属施設の一つという位置づけから、本学部に「農場運

営委員会」を設置し、実習や研究が円滑に実施できるように恒常的に整備を行い、適切な維持・管理

を徹底する。「農場運営委員会」は、本学部農業生産学科の教員を主な委員とし、農場の使用計画な

どを策定する。 

農場の管理運営については、「農場運営委員会」において策定した計画に基づき、農学部事務室が

運営事務を掌理する。農場での管理・整備業務は、専門的知識を持った専任技術職員（常勤）2人が

担当する。技術職員は、農場内に設置する農機具庫内の技術職員控室に常駐し、業務にあたる。 

技術職員の具体的な農場管理業務は以下のとおり。これらの管理・整備業務を通じて、学生が受講

する実習授業をはじめ、農場を利用した本学部の教育研究が円滑に実施できるよう、農場の管理運営

に努める。 

①ガラス温室 

・作物栽培のためのガラス温室内の土壌管理（耕耘、施肥、畝たて、マルチ張り等） 

・冬季低温期における暖房機の稼働前及び稼動時の監視・管理 

・温室内の電気系統（天窓開閉、遮光・保温カーテンの開閉他）のコントロールと監視 

・ガラスの破損などの監視と施設の安全確認 

・栽培終了後の植物残渣の処理補助（圃場内に設けた植物残渣置き場に廃棄） 

②パイプハウス 

・作物栽培のためのパイプハウス内の土壌管理（耕耘、施肥、畝たて、マルチ張り等） 

・栽培終了後の植物残渣の処理補助（圃場内に設けた植物残渣置場に廃棄） 

③露地の畑 

・作物栽培のための土壌管理（耕耘、施肥、畝たて、マルチ張り等)及び潅水管理 

④農機具庫ほか、圃場全体の管理運営 

・大型農機具類の管理（使用前点検、使用後の洗浄他） 

・農薬、肥料類の管理と帳簿管理 

・圃場敷地内の除草管理 

・管理棟内外の整理・整頓 
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（新旧対照表） 

設置の趣旨等を記載した書類（p.68） 

新 旧 
7. 施設・設備等の整備計画 
（農場の整備） 

また、農学部に必要な附属施設として、枚

方キャンパス敷地内に農場を整備する。農場

（3,980 ㎡）には、①ガラス温室 5 棟（内 1棟

は水耕栽培装置）、②パイプハウス 4棟、③露

地の畑、④農機具庫を整備する。農機具庫の

建物の中に、作業場・レクチャースペース（48

席）、種苗室、技術職員控室があり、トラクタ

ー、耕耘機、軽トラック、トラック、草刈り

機など農作業のための機械や運搬車、農具を

整備する。 

農場は、本学部の教育研究において重要な

附属施設の一つという位置づけから、本学部

に「農場運営委員会」を設置し、実習や研究

が円滑に実施できるように恒常的に整備を行

い、適切な維持・管理を徹底する。「農場運営

委員会」は、本学部農業生産学科の教員を主

な委員とし、農場の使用計画などを策定する。 

農場の管理運営については、「農場運営委員

会」において策定した計画に基づき、農学部

事務室が運営事務を掌理する。農場での管

理・整備業務は、専門的知識を持った専任技

術職員（常勤）2 人が担当する。技術職員は、

農場内に設置する農機具庫内の技術職員控室

に常駐し、業務にあたる。 

技術職員の具体的な農場管理業務は以下の

とおり。これらの管理・整備業務を通じて、

学生が受講する実習授業をはじめ、農場を利

用した本学部の教育研究が円滑に実施できる

よう、農場の管理運営に努める。 

①ガラス温室 

・作物栽培のためのガラス温室内の土壌管理

（耕耘、施肥、畝たて、マルチ張り等） 

・冬季低温期における暖房機の稼働前及び稼

動時の監視・管理 

・温室内の電気系統（天窓開閉、遮光・保温

カーテンの開閉他）のコントロールと監視 

・ガラスの破損などの監視と施設の安全確認 

・栽培終了後の植物残渣の処理補助（圃場内

に設けた植物残渣置き場に廃棄） 

②パイプハウス 

・作物栽培のためのパイプハウス内の土壌管

理（耕耘、施肥、畝たて、マルチ張り等） 

・栽培終了後の植物残渣の処理補助（圃場内

に設けた植物残渣置場に廃棄） 

③露地の畑 

7. 施設・設備等の整備計画 
 
また、農学部に必要な附属施設として、枚

方キャンパス敷地内に農場を整備する。学内

の農場には、ガラス温室、パイプハウス、露

地の畑、農機具庫を整備する。 
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・作物栽培のための土壌管理（耕耘、施肥、

畝たて、マルチ張り等)及び潅水管理 

④農機具庫ほか、圃場全体の管理運営 

・大型農機具類の管理（使用前点検、使用後

の洗浄他） 

・農薬、肥料類の管理と帳簿管理 

・圃場敷地内の除草管理 

・管理棟内外の整理・整頓 
 

 

31



 

 

 

（是正事項）農学部 食品栄養学科 

７．＜留学生の受入れ方針等が不明＞ 

留学生の受入れ方針等が不明なため、以下の点を是正すること。【４学科共通】 

（１）教育課程から留学生を入学対象としていることが伺えるが、入学者選抜の説明では留学生

の受入れ方針が不明確となっているため、どのような基準で留学生を受け入れるのか、例

えば日本語能力試験等の日本語の要件が設定されているのかなど、入学後の学修支援も含

めて適切に構想されているのか明らかとすること。 

（２）科目等履修生の受講対象者として外国人留学生が想定されているが、科目等履修生は大学

設置基準では当該大学の学生以外の者を指すため、ここでの外国人留学生がどのような者

を対象としているか、明らかとすること。 

 

（対応） 

（１）について 

本大学では多様な学生を受け入れる入試制度の一つとして、全学部において外国人留学生入試を設

けている。今般設置する本学部においても、外国人留学生を対象とした入試を実施する計画である。 

なお、今般の設置認可時期を踏まえ、入試実施時期（既設学部では 12 月）及び学生募集期間、告

知時期などを総合的に判断した結果、開設初年度（令和 2 年度）については、外国人留学生入試の実

施を見送ることとする。開設 2年目（令和 3年度）以降、外国人留学生入試を行う場合における学生

募集の概要は以下のとおり。 

■学生募集の概要 

 １．募集人数：若干名 

 ２．選抜方法：次の各項目を総合して合否判定を行う。 

         学科試験、面接 

         日本語能力の要件：特に課していない。 

学科試験と面接試験を行うことから、その範囲内で日本語能力を測定する。 

 

（２）について 

本大学では全学部において科目等履修生を受け入れている。今般設置する本学部においても同様の

受け入れを行う計画である。講義は日本語で行うことから、科目等履修を希望する外国人留学生（他

大学等に在籍する外国人留学生を想定）が出願する場合、十分な日本語能力（特に聴き取る能力）を

有する必要があり、日本語能力を出願資格として設定している。農学分野は、国際的な通用性が高い

分野であることから、本学部においても科目等履修を希望する外国人留学生への受け入れを広く求め

ていく。 

 

（新旧対照表） 

設置の趣旨等を記載した書類（p.77、79、81） 

新 旧 
8. 入学者選抜の概要 
（３）入学者選抜の実施計画 

今般設置する農学部の入学者選抜は「大学 

8. 入学者選抜の概要 
（３）入学者選抜の実施計画 

今般設置する農学部の入学者選抜は「大学 
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入学者選抜実施要項」に基づき、大学教育を

受けるに相応しい能力・適性等を多面的に判

定し、公正かつ妥当な方法で次の趣旨に沿っ

て実施する。 
（略） 
①特別推薦入試（指定校推薦、内部推薦、高

大連携協定校推薦） 
②公募制推薦入試 
③一般入試 
④大学入試センター試験利用入試 
⑤専門学科・総合学科推薦入試 
⑥外国人留学生入試 
 
（４）入学者選抜の方法等 
前述の趣旨に従い、次のとおり入学者を選抜

する。 
 
①特別推薦入試（指定校推薦、内部推薦、高

大連携協定校推薦） 
（略） 
②公募制推薦入試 
（略） 
③一般入試 
（略） 
④大学入試センター試験利用入試 
（略） 
⑤専門学科・総合学科推薦入試 
（略） 
⑥外国人留学生入試 

学科試験、面接（志望理由書、学修計画書、

卒業後の進路目標）などにより、本大学に入

学するに相応しい基礎的能力を有するかを判

定する。出願資格は、次の項に該当する者と

する。今般の設置認可時期を踏まえ、入試実

施時期（既設学部では 12月）及び学生募集期

間、告知時期などを総合的に判断した結果、

開設初年度（令和 2 年度）については、外国

人留学生入試の実施を見送ることとする。 
a. 外国籍を有する者で、入学年度の前年度末

までに満 18 歳に達する者 
b. 外国において、学校教育における 12 年以

上の課程を修了した者、またはこれに準ず

る者で文部科学大臣の指定した者（入学年

度の前年度末修了見込みの者を含む） 
c. 入学後の在留資格が原則として「留学」で

ある者 
（注意） 

1.出願後、出願資格に該当しないことが判

明した場合は出願または合格を取消すこ

とがある。 
2.大学での講義は日本語で行われるため、

入学者選抜実施要項」に基づき、大学教育を

受けるに相応しい能力・適性等を多面的に判

定し、公正かつ妥当な方法で次の趣旨に沿っ

て実施する。 
（略） 
①特別推薦入試（指定校推薦、内部推薦、高

大連携協定校推薦） 
②公募制推薦入試 
③一般入試 
④大学入試センター試験利用入試 
⑤専門学科・総合学科推薦入試 
（新規） 
 
（４）入学者選抜の方法等 
前述の趣旨に従い、次のとおり入学者を選抜

する。 
 
①特別推薦入試（指定校推薦、内部推薦、高

大連携協定校推薦） 
（略） 
②公募制推薦入試 
（略） 
③一般入試 
（略） 
④大学入試センター試験利用入試 
（略） 
⑤専門学科・総合学科推薦入試 
（略） 
（新規） 
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受講に差し支えない程度の日本語能力を

有することが必要 
3.志願者本人に連絡がとれない場合などの

ために、本大学からの連絡事項を確実に伝

達できる代理連絡人が必要。代理連絡人は

日本国内（京阪神が望ましい）に在住し、

独立した生計を営む成年者とする。 
 
＜選抜方法別の実施時期、試験科目等一覧＞ 
１）農業生産学科 
⑥外国人留学生入試 
募集人数：若干名 
試験時期：12 月 
試験科目（利用教科）：日本語、生物（予定） 
 
２）応用生物科学科 
⑥外国人留学生入試 
募集人数：若干名 
試験時期：12 月 
試験科目（利用教科）：日本語、生物（予定） 
 
３）食品栄養学科 
⑥外国人留学生入試 
募集人数：若干名 
試験時期：12 月 
試験科目（利用教科）：日本語、生物（予定） 
 
４）食農ビジネス学科 
⑥外国人留学生入試 
募集人数：若干名 
試験時期：12 月 
試験科目（利用教科）：日本語、生物※（予定） 
 
（６）科目等履修生 
科目等履修は、全ての学部・学科において

実施しており、年１回、学生募集を行ってい

る。各学期前に事前相談を受け付け、履修科

目が確定した段階で出願をさせ、受け入れ学

部の教授会で審査を行い入学となる。また、

受け入れ人数については特に定めておらず、

教育上、支障のない範囲で受講を認めること

としている。出願資格は次の各項に該当する

者とする。 
a. 高等学校を卒業した者又はそれと同等以

上の学歴を有する者 
【外国人留学生が出願する場合】 
b. 外国人留学生が出願する場合は外国籍を

有し、外国における学校教育において 12
年以上の課程を修了した者又はそれと同

等以上の学歴を有する者 
c. 講義は日本語で行うので、十分な日本語能

 
 
 
 
 
 
 
 
１）農業生産学科 
（新規） 
 
 
 
 
２）応用生物科学科 
（新規） 
 
 
 
 
３）食品栄養学科 
（新規） 
 
 
 
 
４）食農ビジネス学科 
（新規） 
 
 
 
 
 
（６）科目等履修生 
科目等履修は、全ての学部・学科において

実施しており、年１回、学生募集を行ってい

る。各学期前に事前相談を受け付け、履修科

目が確定した段階で出願をさせ、受け入れ学

部の教授会で審査を行い入学となる。また、

受け入れ人数については特に定めておらず、

教育上、支障のない範囲で受講を認めること

としている。出願資格は次の各項に該当する

者とする。 
a. 高等学校を卒業した者又はそれと同等以

上の学歴を有する者 
【外国人留学生の場合】 
b. 外国人留学生の場合は外国籍を有し、外国

における学校教育において 12 年以上の課

程を修了した者又はそれと同等以上の学

歴を有する者 
c. 講義は日本語で行うので、十分な日本語能
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力（特に聴き取る能力）を有する者 
講義は日本語で行うことから、科目等履修

を希望する外国人留学生（他大学等に在籍す

る外国人留学生を想定）が出願する場合、十

分な日本語能力（特に聴き取る能力）を有す

る必要があり、日本語能力を出願資格として

設定している。農学分野は、国際的な通用性

が高い分野であることから、本学部において

も科目等履修を希望する外国人留学生への受

け入れを広く求めていく。 
 

力（特に聴き取る能力）を有する者 
（新規） 

  ※食農ビジネス学科の外国人留学生入試「生物」は「数学」で実施予定。（附帯事項の遵守事項

への対応） 
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（改善事項）農学部 食品栄養学科 

８．＜バリアフリーへの配慮＞ 

農学部に新設される８号館において、多目的トイレが１階にしか確認できないため、バリ

アフリーの観点から複数階にも多目的トイレを設けることが望ましい。【４学科共通】 

 

（対応） 

今般新設する 8号館（農学部棟）の多目的トイレの整備計画について、以下において説明する。 

 

本大学では、身体の障がいや様々な問題を抱える学生・教職員・来校者への対応として、ハード・

ソフトの両面から全学的に整備している。今般新たに建設する枚方キャンパス 8号館においても、建

物全体においてバリアフリー対応を図っている。設計の段階においても、多目的トイレの配置につい

て 8 号館の全ての階（3階建て）に設置することを想定した検討を行ったが、当該館内において収容

する学生数、通常の便房・便器数、トイレ部分の面積占有率、トイレの使用頻度を総合的に検証した

結果、1階に多目的トイレを 1室のみ設置する、との判断に至った。なお、建築法令上の基準は満た

している。 

以上の判断により、8 号館に設置する多目的トイレは 1 階に 1カ所のみとなるが、キャンパス内の

他の校舎内にも多目的トイレを設置し、いずれの校舎においても利用が可能となっている。 

本大学においては、身体の障がいやセクシュアルマイノリティなど、個別に抱える様々な状況にお

いて支援や配慮が必要な学生の受け入れについても大学内の環境において可能な限り柔軟に対応し

ている。本学部への学生においても、これまでの本大学での対応に即して行っていく。主な事例とし

ては以下のとおり。 

①施設面での対応： 

枚方キャンパス内においては各校舎（1・2号館を除く 3～8号館）1階に多目的トイレを設置し、

バリアフリー化を推進している。 

②入学前の対応： 

本大学への出願前までに、本人（保護者等同伴）からの希望・要請に応じて、本大学での学修が

可能かどうか現場見学またはヒアリングなどにより、入試時を含む入学後の受け入れ環境や対応

について個別に確認を行っている。 

③入学後の対応： 

車椅子使用者など身体に障がいがある学生に対しては、所属学部・教務部・学生部など関係部署

間においてその情報を把握し、教室間の移動や多目的トイレやエレベータの位置などを考慮した

対応を図っている。     など 

 

（新旧対照表） 

設置の趣旨等を記載した書類（ｐ.69） 

新 旧 
7. 施設・設備等の整備計画 
（２）校舎等施設の整備計画 

農学部食品栄養学科では、8 号館（農学部棟）

に栄養士養成課程または管理栄養士養成課程

7. 施設・設備等の整備計画 
（２）校舎等施設の整備計画 

農学部食品栄養学科では、8 号館（農学部棟）

に栄養士養成課程または管理栄養士養成課程
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として必要な、給食経営管理実習室、実習食

堂、調理実習室、食品加工実習室、栄養教育

実習室、臨床栄養実習室などの管理栄養士学

校指定規則に準拠した専用教室を整備する。 
（バリアフリー対応） 
本大学においては、身体の障がいやセクシ

ュアルマイノリティなど、個別に抱える様々

な状況において支援や配慮が必要な学生の受

け入れについても大学内の環境において可能

な限り柔軟に対応している。本学部への学生

においても、これまでの本大学での対応に即

して行っていく。主な事例としては以下のと

おり。 

①施設面での対応： 

枚方キャンパス内においては各校舎（1・2

号館を除く 3～8 号館）1 階に多目的トイレ

を設置し、バリアフリー化を推進している。 

②入学前の対応： 

本大学への出願前までに、本人（保護者等

同伴）からの希望・要請に応じて、本大学

での学修が可能かどうか現場見学またはヒ

アリングなどにより、入試時を含む入学後

の受け入れ環境や対応について個別に確認

を行っている。 

③入学後の対応： 

車椅子使用者など身体に障がいがある学生

に対しては、所属学部・教務部・学生部な

ど関係部署間においてその情報を把握し、

教室間の移動や多目的トイレやエレベータ

の位置などを考慮した対応を図っている。 

                など 
 

として必要な、給食経営管理実習室、実習食

堂、調理実習室、食品加工実習室、栄養教育

実習室、臨床栄養実習室などの管理栄養士学

校指定規則に準拠した専用教室を整備する。 
（新規） 
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（是正事項）農学部 食品栄養学科 

９．＜既設学科の専任教員数が設置基準を満たしていない＞ 

専任教員数について、大学設置基準の規定を満たしていないため、適切に改めること。 

【４学科共通】 

 

（対応） 

既設の経済学部経済学科について、申請時点（平成 30 年度）の専任教員数 19 人（内、教授 7 人）

と記載していた。これは、平成 30 年度途中に急遽、教授 1 人の退職が発生したことに伴い、教授 7

人と記載したものである。本大学では、退職の報告を受けた後、速やかに当該学部の教員人事採用に

係る対応を図った。その結果、昇格及び新規採用等により、平成 31 年度（4 月 1 日時点）において

専任教員 20 人（内、教授 8 人）となり、大学設置基準において必要な専任教員数 16 人、教授数 8

人の基準を満たしていることから、本申請書類において改める。 

 

（新旧対照表） 

基本計画書（p.2） 

新 旧 
教員組織の概要 既設分 

 

経済学部経済学科 

専任教員数 20 人 

内、教授数  8 人 

 

教員組織の概要 既設分 

 

経済学部経済学科 

専任教員数 19 人 

内、教授数  7 人 

 

 
 

以 上 
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審査意見への対応を記載した書類（６月） 

（目次）農学部 食農ビジネス学科 

１．＜生命倫理に関する教育が不明確＞ 

農学という学問分野において、生命倫理に関する教育は重要と考えられるが、生命倫理に関する

教育内容が必修として設けられているか不明なため、構想に含まれている場合は具体的科目と内容

を明らかにすること。また、生命倫理に関する教育が必修として設けられていない場合は、必修と

して設けること。【４学科共通】（是正事項）・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ3

２．＜演習先施設における具体の内容が不明＞ 

農学部４学科の必修科目である「農学基礎演習」では農業体験施設を利用して、学科ごとに春 

期と秋期の２日間の集中合宿演習を行うと説明されているが、農業体験施設での具体的な実習内容、

施設や設備、受入計画等が不明なため、支障なく演習が行えることを明らかとすること。【４学科

共通】（是正事項）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ5

３．＜教員の年齢構成が比較的高齢に偏っている＞ 

教員の年齢構成が比較的高齢に偏っていることから、教育研究の継続性を踏まえ、今後の採用計

画など教員組織編成の将来構想の明確化が望まれるので、対応方針について回答すること。（改善

事項）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ19

４．＜農場の運営体制が不明確＞ 

設置の趣旨等を記載した書類において、農場に関する設備計画が示されているが、運営体制が示

されていないため、実習等の計画に照らして、専任の技術職員等が十分に確保され、支障なく農場

の運営ができることを明らかとすること。【４学科共通】（是正事項）・・・・・・Ｐ21 

５．＜留学生の受入れ方針等が不明＞ 

留学生の受入れ方針等が不明なため、以下の点を是正すること。 

【４学科共通】（是正事項）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ24

（１）教育課程から留学生を入学対象としていることが伺えるが、入学者選抜の説明では留学生の 

受入れ方針が不明確となっているため、どのような基準で留学生を受け入れるのか、例えば日

本語能力試験等の日本語の要件が設定されているのかなど、入学後の学修支援も含めて適切に

構想されているのか明らかとすること。 

（２）科目等履修生の受講対象者として外国人留学生が想定されているが、科目等履修生は大学設置 

基準では当該大学の学生以外の者を指すため、ここでの外国人留学生がどのような者を対象と

しているか、明らかとすること。 

６．＜バリアフリーへの配慮＞ 

農学部に新設される８号館において、多目的トイレが１階にしか確認できないため、バリアフリ

ーの観点から複数階にも多目的トイレを設けることが望ましい。【４学科共通】（改善事項） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ28

1



 

 

７．＜既設学科の専任教員数が設置基準を満たしていない＞ 

専任教員数について、大学設置基準の規定を満たしていないため、適切に改めること。【４学科 

共通】（是正事項）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ30 

2



 

 

（是正事項）農学部 食農ビジネス学科 

１．＜生命倫理に関する教育が不明確＞ 
農学という学問分野において、生命倫理に関する教育は重要と考えられるが、生命倫理に 

 関する教育内容が必修として設けられているか不明なため、構想に含まれている場合は具体 

的科目と内容を明らかにすること。また、生命倫理に関する教育が必修として設けられてい 

ない場合は、必修として設けること。【４学科共通】 
 

（対応） 

「生命倫理」（1 年後期・2 単位・講義科目）を、必修科目として追加する。「生命倫理」は、教養

科目の「自然系」科目として配置する。授業担当は、本大学の薬学部教員による兼担とする。 

本科目を学部共通の必修科目として配置することで、農学の学びの中で不可欠かつ重要となる生命

倫理に関する知識、理解、判断力を涵養し、倫理観を持った行動の重要性を学ぶ。 

本科目の授業科目の概要は、以下のとおりとする。 

 

（「生命倫理」授業科目の概要） 

農学の学びにおいて「総合科学」の基礎となる幅広い知識の修得に加え、倫理観をもった豊かな人

間性を涵養する教育が必要であり、農学分野における生命科学の倫理的配慮が社会的、科学的、技術

的側面などから求められている。なかでも、農学分野において、ゲノム解析、各種細胞の研究利用、

遺伝子組み換えによる品種改良など生命に係る技術利用が行われ、人類に有益な結果をもたらす一方

で、予期せぬ有害な影響なども予測される。本授業では、生命科学分野で配慮されるべき生命倫理観

及びその行動を学ぶ。「ヒトの生死や生命とは何か」「人間とは何か」など根源的な問いに向き合いな

がら、農学における生命科学の最新技術をヒトや地球環境に及ぼす影響を考察し、倫理的行動につい

て学修することを目的としている。 

 

本学部において倫理に関連する科目は、上記の「生命倫理」の他に、「倫理学」（4 学科共通）（1

年前期・2 単位・選択／教養科目の「人文系」科目として配置）、「食と農の倫理を学ぶ」（食農ビジ

ネス学科以外の 3 学科）（3 年前期・2 単位・選択／専門科目の専門総合群の「食農ビジネス系」科目

として配置）または「食と農の倫理」（食農ビジネス学科）（1 年前期・2 単位・必修／専門科目の専

門コア群の「基礎系」科目として配置）の 2 科目を全学科において配置しており、「生命倫理」と合

わせた 3 科目において、幅広く倫理について教授する。 

 

（新旧対照表） 

教育課程等の概要、授業科目の概要 

新 旧 

教育課程等の概要 

「生命倫理」（必修・2単位・1年後期） 

 

授業科目の概要 

「生命倫理」 

農学の学びにおいて「総合科学」の基礎と

なる幅広い知識の修得に加え、倫理観をもっ

教育課程等の概要 

（科目追加） 

 

授業科目の概要 

（科目追加） 
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た豊かな人間性を涵養する教育が必要であ

り、農学分野における生命科学の倫理的配慮

が社会的、科学的、技術的側面などから求め

られている。なかでも、農学分野において、

ゲノム解析、各種細胞の研究利用、遺伝子組

み換えによる品種改良など生命に係る技術利

用が行われ、人類に有益な結果をもたらす一

方で、予期せぬ有害な影響なども予測される。

本授業では、生命科学分野で配慮されるべき

生命倫理観及びその行動を学ぶ。「ヒトの生死

や生命とは何か」「人間とは何か」など根源的

な問いに向き合いながら、農学における生命

科学の最新技術をヒトや地球環境に及ぼす影

響を考察し、倫理的行動について学修するこ

とを目的としている。 
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（是正事項）農学部 食農ビジネス学科 

２．＜演習先施設における具体の内容が不明＞ 

農学部４学科の必修科目である「農学基礎演習」では農業体験施設を利用して、学科ごと 

 に春期と秋期の２日間の集中合宿演習を行うと説明されているが、農業体験施設での具体的 

な実習内容、施設や設備、受入計画等が不明なため、支障なく演習が行えることを明らかと 

すること。【４学科共通】 

 

（対応） 

4学科共通科目である「農学基礎演習」の具体的な実習内容・施設設備の概要、受入計画について、

以下において説明する。また、実習の詳細については、別紙の「農学基礎演習実施概要」に記載する。 

（演習の概要） 

「農学基礎演習」（1単位・1年通年）は、全学科の必修科目として配置する。三重県及び福井県の

農業体験施設において、春期（2日）と秋期（2日）の合計4日間の集中合宿演習を行う。演習内容は、

田植え（春期）及び稲刈り（秋期）を通して、イネ生産と消費の現状、水田の構造、稲作を成立させ

る農業技術並びに自然環境要因、水田の多面的価値、稲作文化などを学修するとともに、我が国にお

ける今後の稲作の在り方について考える機会とする。他にも園芸作物の収穫や管理を実地に学ぶ。 

（農業体験施設の概要） 

本大学と包括連携協定を締結している「有限会社類農園三重農場（三重県度会町、平成11年設立）」

及び「有限会社かみなか農楽舎（福井県若狭町、平成13年設立）」を演習先とする。これらの演習先

は、いずれも農業生産法人として約20年にわたる農業事業の実績に加えて、多くのインターンシップ

生の受け入れや就農支援の実績を有している。両施設とも、田植えと稲刈りに使用する圃場面積は、

三重県で85a、福井県で85aを予定しており、春・秋各期において演習を受け入れる各170人分の面積

170a（2カ所）を本大学にて確保している。他にも野菜畑なども整備されており農場での多用な演習

体験として幅広い学修が可能な環境となっている。 

（演習日程と受入計画） 

演習体制として、全学科（4学科）の学生が学科別に2班（40人～50人/グループ）に分かれ、上記

の2カ所の農場体験施設で春期と秋期にそれぞれ2日間（土・日等休日）、合計4日間の演習を行う。実

施時期は、「農学基礎演習実施概要」に示すとおり、学科別に4週にわたり実施する。なお、学科別

に班分けする2班は、春期と秋期で行き先を入れ替えるため、全学生（340人）が三重県と福井県の両

方の農場及び地域文化に触れる体験が可能となる。 
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（班別の演習実施スケジュール） 

春 

合 

宿 

演習施設 5月第2週の週末 5月第3週の週末 5月第4週の週末 6月第1週の週末 

類農園三重農場 

（170人） 

農業生産学科Ａ班 

（40人） 

応用生物科学科Ａ班 

（40人） 

食品栄養学科Ａ班 

（40人） 

食農ビジネス学科Ａ班

（50人） 

かみなか農楽舎 

（170人） 

農業生産学科Ｂ班 

（40人） 

応用生物科学科Ｂ班 

（40人） 

食品栄養学科Ｂ班 

（40人） 

食農ビジネス学科Ｂ班

（50人） 

秋 

合 

宿 

演習施設 9月第3週の週末 9月第4週の週末 10月第1週の週末 10月第2週の週末 

類農園三重農場 

（170人） 

農業生産学科Ｂ班 

（40人） 

応用生物科学科Ｂ班 

（40人） 

食品栄養学科Ｂ班 

（40人） 

食農ビジネス学科Ｂ班

（50人） 

かみなか農楽舎 

（170人） 

農業生産学科Ａ班 

（40人） 

応用生物科学科Ａ班 

（40人） 

食品栄養学科Ａ班 

（40人） 

食農ビジネス学科Ａ班

（50人） 

 

（演習の詳細スケジュール）※三重県、福井県に分かれて実施するが、スケジュールはいずれも同じ内容。 

日程 演習内容 

春合宿1日目 （午前）大学からバスで移動、到着後ガイダンス 

（午後）圃場にて田植え実習 

（夜間）入浴、夕食後に講義 

    演習先施設（かみなか農楽舎または類農園三重農場）及び公民館にて宿泊 

春合宿2日目 （午前）園芸作物の収穫・出荷調整、地域の共同作業 

（午後）地域の方の講話・質疑 

    大学にバスで移動、解散 

秋合宿1日目 

 

（午前）大学からバスで移動、到着後ガイダンス 

（午後）圃場にて収穫実習（稲刈り、はさ架け） 

（夜間）入浴、夕食後に講義 

    演習先施設（かみなか農楽舎または類農園三重農場）及び公民館にて宿泊 

秋合宿2日目 （午前）園芸作物の収穫・出荷調整、地域の共同作業 

（午後）地域の方の講話・質疑 

    大学にバスで移動、解散 

（宿泊先） 

宿泊施設については、それぞれの農場体験施設において宿泊が可能なことに加え、不足する場合に

は地元住民の許可を得ている近隣の公民館（40～50人の宿泊可）を使用する。 

（引率・指導体制） 

授業担当者及び引率教職員として5～6人が、各期、各回（班）、各方面（三重県、福井県）におい

て同行し、現地において指導にあたる。また、経験豊富な現地スタッフが補助的指導にあたる。遠方

かつ2日間の農作業を伴う演習であるため、不測の事態に備えて学生全員に学生教育研究災害障害保

険及び学研災付帯賠償責任保険への加入を義務付ける。 

 

以上の実施計画により、「農学基礎演習」を円滑に実施し、本授業の目的を達成する計画である。 
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■農学基礎演習　実施概要（類農園三重農場）

１．実習場所
・類農園三重農場（三重県度会郡度会町下久具366-1） 施設概要（施設・設備）は別紙のとおり。
※枚方キャンパスより、観光バスにて、所要約2.5時間

２．受入計画（実習時期、人数、圃場面積）
・春期（4回：40人＋40人＋40人＋50人＝170人） Ｂ班（Ａ班はかみなか農楽舎）
5月第3土日～6月上旬（毎週）
2020年予定：5/16,17～6/6,7（予備日6/13,14）

・秋期（4回：40人＋40人＋40人＋50人＝170人） Ａ班（Ｂ班はかみなか農楽舎）
9月第3土日～10月上旬（毎週）
2020年予定：9/19,20～10/10,11（予備日10/17,18）

・稲作の使用圃場面積
170人÷20人/10a　＝　85a （手植え＋機械植えデモ）

３．実習内容（１泊２日）

時間 内容 備考
１日目

８：００ 大学(枚方ｷｬﾝﾊﾟｽ)発（観光バス）
１１：００ 三重農園着（度会町）
１１：００～１３：００ ガイダンス、昼食（弁当）、着替え、圃場へ移動 圃場へは、徒歩10分
１３：００～１５：００ 田植（稲刈） 田植えは、少雨決行。本格雨天時は、精米出荷等屋内作業。

１５：００～１５：３０ 宿舎へ移動、手洗い、着替え
１５：３０～１６：００ 移動 銭湯（アスピア玉城）へバス移動（15分）
１６：００～１７：００ 入浴（アスピア玉城） ※風呂は、宿舎にもユニットバス５か所あり

１７：００～１７：３０ 移動　（宿舎に戻り）
１８：００～１９：００ 夕食
１９：３０～２１：００ 講義
２１：００ 就寝 宿泊は、農園宿舎。不足があれば公民館（徒歩1分）を使用。

２日目
６：３０起床
６：３０～８：００ 身支度、朝食準備、朝食
８：３０～１１：３０ 園芸作物の収穫・出荷調整 雨天中止の場合は、8:30～11:30で、講話と地域課題のグループワーク

地域の共同作業
１１：３０～１２：００ 移動、着替え
１２：００～１３：３０ 昼食、宿舎・公民館掃除
１３：３０～１４：３０ 地域の方の講話、質疑応答
１４：３０ 農園発
１７：００ 大学（枚方キャンパス）着

４．摂南大学と類農園の準備
①摂南大学での準備
・大阪～度会往復の交通手段
・学生各自で必要な備品、服装：軍手、帽子、作業服（長袖、長ズボン、ジャージ可）、
長靴（春は、田植用、秋は、ゴム長靴）、洗面具、シャンプー、石鹸

・救急箱（薬）

②類農園での準備
・食材、弁当手配、寝具手配、AED
・その他、受け入れに必要なもの全般

５．その他
・必要経費は、全て大学負担（消耗品を除く）。
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類農園 三重農場　施設・設備
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類農園 三重農場 施設概要 
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１．実習場所
・かみなか農楽舎（福井県三方上中郡若狭町安賀里74-1-1） 施設概要（施設・設備）は別紙のとおり。

※枚方キャンパスより、観光バスにて、所要約2.5時間

２．受入計画（実習時期、人数、圃場面積）
・春期（田植4回：40人＋40人＋40人＋50人＝170人） Ａ班（Ｂ班は類農園三重農場）

5月第3土日～6月上旬（毎週）
2020年予定：5/16,17～6/6,7（予備日6/13,14）

・秋期（稲刈4回：40人＋40人＋40人＋50人＝170人） Ｂ班（Ａ班は類農園三重農場）
9月第3土日～10月上旬（毎週）
2020年予定：9/19,20～10/10,11（予備日10/17,18）

・稲作の使用圃場面積
170人÷20人/10a　＝　85a （手植え＋機械植えデモ）

３．実習内容（１泊２日）

時間 内容 備考
１日目

８：００ 大学(枚方ｷｬﾝﾊﾟｽ)発（観光バス）
１１：００ かみなか農楽舎着（若狭町）
１１：００～１３：００ ガイダンス、昼食（弁当）、着替え、圃場へ移動 圃場へは、徒歩1分
１３：００～１５：００ 田植（稲刈） 田植えは、少雨決行。本格雨天時は、精米出荷等屋内作業。

１５：００～１５：３０ 農楽舎へ移動、手洗い、着替え
１５：３０～１６：００ 移動 銭湯（きららの湯）へバス移動（15分）
１６：００～１７：００ 入浴（きららの湯）
１７：００～１７：３０ 移動　（農楽舎に戻り）
１８：００～１９：００ 夕食
１９：３０～２１：００ 講義
２１：００ 就寝 宿泊は、農楽舎。不足があれば公民館（徒歩3分）を使用。

２日目
６：３０起床
６：３０～８：００ 身支度、朝食準備、朝食
８：３０～１１：３０ 園芸作物の収穫・出荷調整 雨天中止の場合は、8:30～11:30で、講話と地域課題のグループワーク

地域の共同作業
１１：３０～１２：００ 移動、着替え
１２：００～１３：３０ 昼食、宿舎・公民館掃除
１３：３０～１４：３０ 地域の方の講話、質疑応答
１４：３０ 農楽舎発
１７：００ 大学（枚方キャンパス）着

４．摂南大学と農楽舎の準備
①摂南大学での準備
・大阪～若狭町往復の交通手段
・学生各自で必要な備品、服装：軍手、帽子、作業服（長袖、長ズボン、ジャージ可）、
長靴（春は、田植用、秋は、ゴム長靴）、洗面具、シャンプー、石鹸
・救急箱（薬）

② 農楽舎での準備
・食材、弁当手配、寝具手配、AED
・その他、受け入れに必要なもの全般。

５．その他
・必要経費は、全て大学負担（消耗品を除く）。

■農学基礎演習　実施概要（かみなか農楽舎）
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かみなか農楽舎　施設・設備
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■農学基礎演習　２０２０年度日程（予定）

＜春期＞

＜春期＞＜春期＞

＜春期＞

日程 5/16(土)～17（日） 5/23(土)～24（日） 5/30(土)～31（日） 6/6(土)～7（日） 6/13(土)～14（日）

学科/入学定員 農業生産学科/80人 応用生物科学科/80人 食品栄養学科/80人 食農ビジネス学科/100人 予備日

Ａ班 学生40人 Ａ班 学生40人 Ａ班　学生40人 Ａ班　学生50人

＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員

Ｂ班　学生40人 Ｂ班　学生40人 Ｂ班　学生40人 Ｂ班　学生50人

＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員

＜秋期＞

＜秋期＞＜秋期＞

＜秋期＞

日程 9/19(土)～20（日） 9/26(土)～27（日） 10/3(土)～4（日） 10/10(土)～11（日） 10/17(土)～18（日）

学科/入学定員 農業生産学科/80人 応用生物科学科/80人 食品栄養学科/80人 食農ビジネス学科/100人 予備日

Ｂ班　学生40人 Ｂ班　学生40人 Ｂ班　学生40人 Ｂ班　学生50人

＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員

Ａ班　学生40人 Ａ班　学生40人 Ａ班　学生40人 Ａ班　学生50人

＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員 ＋授業担当・引率教員

実

習

先

実

習

先

類農園三重農場

かみなか農楽舎

類農園三重農場

かみなか農楽舎
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（新旧対照表） 

設置の趣旨等を記載した書類（ｐ.98） 

新 旧 
11. 企業実習（インターンシップを含む）や

海外語学研修等の学外実習を実施する場合の

具体的計画 

 

本学部では、以下の科目において学外での

実習等の学修を行う。 

 

（１）農学基礎演習（共通群、4 学科共通） 

「農学基礎演習」（1単位・1年通年）は、全学

科の必修科目として配置する。三重県及び福

井県の農業体験施設において、春期（2日）と

秋期（2日）の合計4日間の集中合宿演習を行

う。演習内容は、田植え（春期）及び稲刈り

（秋期）を通して、イネ生産と消費の現状、

水田の構造、稲作を成立させる農業技術並び

に自然環境要因、水田の多面的価値、稲作文

化などを学修するとともに、我が国における

今後の稲作の在り方について考える機会とす

る。他にも園芸作物の収穫や管理を実地に学

ぶ。実習の詳細については、資料16―②の「農

学基礎演習実施概要」に記載する。 

 

ア 実習先の確保の状況 

本大学と包括連携協定を締結している「有限

会社類農園三重農場（三重県度会町、平成 11

年設立）」及び「有限会社かみなか農楽舎（福

井県若狭町、平成 13 年設立）」を演習先とす

る（資料 16）（資料 20）。これらの演習先は、

いずれも農業生産法人として 20年程度の農業

事業の実績に加えて、多くのインターンシッ

プ生を受け入れた実績も持つ。このように、

本演習では教員に加えて経験豊富な現地スタ

ッフが補助的指導にあたる。両施設とも、田

植えと稲刈りに使用する圃場面積は、三重県

で 85a、福井県で 85a を予定しており、春・秋

各期において演習を受け入れる各 170 人分の

面積 170a（2 カ所）を本大学にて確保してい

る。他にも野菜畑なども整備されており農場

での多用な演習体験として幅広い学修が可能

な環境となっている。 

（演習日程と受入計画） 

演習体制として、全学科（4 学科）の学生が学

科別に 2 班（40 人～50人/グループ）に分か

れ、上記の 2 カ所の農場体験施設で春期と秋

期にそれぞれ 2日間（土・日等休日）、合計 4

日間の演習を行う。実施時期は、「農学基礎

演習実施概要」に示すとおり、学科別に 4 週

にわたり実施する。なお、学科別に班分けす

11. 企業実習（インターンシップを含む）や

海外語学研修等の学外実習を実施する場合の

具体的計画 

 

本学部では、以下の科目において学外での

実習等の学修を行う。 

 

（１）農学基礎演習（共通群、4学科共通） 

「農学基礎演習」は、全学科 1年次の必修科

目として配置し、福井県及び三重県にある農

業体験施設において、春期と秋期にそれぞれ 2

日間の演習を行う。演習内容として、田植え

（春期）及び稲刈り（秋季）を通して、イネ

栽培と消費の現状、水田の構造、稲作を成立

させる農業技術並びに自然環境要因、水田の

多面的価値、稲作文化などを学修するととも

に、我が国における今後の稲作の在り方につ

いて考える機会とする。 

 

 

 

 

ア 実習先の確保の状況 

本大学と包括連携協定を締結している「有限

会社類農園三重農場（三重県度会町、平成 11

年設立）」及び「有限会社かみなか農楽舎（福

井県若狭町、平成 13 年設立）」を演習先とす

る（資料 16）（資料 20）。これらの演習先は、

いずれも農業生産法人として 20年程度の農業

事業の実績に加えて、多くのインターンシッ

プ生を受け入れた実績も持つ。このように、

本演習では教員に加えて経験豊富な現地スタ

ッフが補助的指導にあたる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

演習体制としては、全学部（4学科）学生が学

科ごとに 2グループ（40人～50 人/グループ）

に分かれ、上記の 2か所の農場で 2日間（土・

日）の演習を行う。 
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る 2 班は、春期と秋期で行き先を入れ替える

ため、全学生（340 人）が三重県と福井県の両

方の農場及び地域文化に触れる体験が可能と

なる。 

（班別の演習実施スケジュール） 

春 

合 

宿 

演習施

設 

5月第2

週の週

末 

5月第3

週の週

末 

5月第4

週の週

末 

6月第1

週の週

末 

類農園

三重農

場 

（170

人） 

農業生

産学科

Ａ班 

（40

人） 

応用生

物科学

科Ａ班 

（40

人） 

食品栄

養学科

Ａ班 

（40

人） 

食農ビ

ジネス

学科Ａ

班（50

人） 

かみな

か農学

舎 

（170

人） 

農業生

産学科

Ｂ班 

（40

人） 

応用生

物科学

科Ｂ班 

（40

人） 

食品栄

養学科

Ｂ班 

（40

人） 

食農ビ

ジネス

学科Ｂ

班（50

人） 

秋 

合 

宿 

演習施

設 

9月第3

週の週

末 

9月第4

週の週

末 

10月第

1週の

週末 

10月第

2週の

週末 

類農園

三重農

場 

（170

人） 

農業生

産学科

Ｂ班 

（40

人） 

応用生

物科学

科Ｂ班 

（40

人） 

食品栄

養学科

Ｂ班 

（40

人） 

食農ビ

ジネス

学科Ｂ

班（50

人） 

かみな

か農学

舎 

（170

人） 

農業生

産学科

Ａ班 

（40

人） 

応用生

物科学

科Ａ班 

（40

人） 

食品栄

養学科

Ａ班 

（40

人） 

食農ビ

ジネス

学科Ａ

班（50

人） 

（演習の詳細スケジュール） 

※三重県、福井県に分かれて実施するが、ス

ケジュールはいずれも同じ内容。 

日程 演習内容 

春合宿 

1日目 

 

（午前）大学からバスで移動、到着

後ガイダンス 

（午後）圃場にて田植え実習 

（夜間）入浴、夕食後に講義 

    演習先施設（かみなか農学

舎または類農園三重農場）及び公民

館にて宿泊 

春合宿 

2日目 

（午前）園芸作物の収穫・出荷調整、

地域の共同作業 

（午後）地域の方の講話・質疑 

    大学にバスで移動、解散 

秋合宿 

1日目 

（午前）大学からバスで移動、到着

後ガイダンス 

（午後）圃場にて収穫実習（稲刈り、

はさ架け） 

（夜間）入浴、夕食後に講義 
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    演習先施設（かみなか農学

舎または類農園三重農場）及び公民

館にて宿泊 

秋合宿 

2日目 

（午前）園芸作物の収穫・出荷調整、

地域の共同作業 

（午後）地域の方の講話・質疑 

    大学にバスで移動、解散 

（宿泊先） 

宿泊施設については、それぞれの農場体験施

設において宿泊が可能なことに加え、不足す

る場合には地元住民の許可を得ている近隣の

公民館（40～50人の宿泊可）を使用する。 

（引率・指導体制） 

授業担当者及び引率教職員として5～6人が、

各期、各回（班）、各方面（三重県、福井県）

において同行し、現地において指導にあたる。

また、経験豊富な現地スタッフが補助的指導

にあたる。遠方かつ2日間の農作業を伴う演習

であるため、不測の事態に備えて学生全員に

学生教育研究災害障害保険及び学研災付帯賠

償責任保険への加入を義務付ける。 

 

以上の実施計画により、「農学基礎演習」を円

滑に実施し、本授業の目的を達成する計画で

ある。 

【資料 16－①】「類農園・かみなか農楽舎の概

要」 

【資料 16－②】「農学基礎演習実施概要」 

【資料 20】「摂南大学と有限会社類農園との連

携協定に関する包括協定書」（p1） 

【資料 20】「摂南大学と有限会社かみなか農楽

舎との連携協定に関する包括協定書」（p2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それぞれの農場または近隣には 40～50 人の宿

泊施設がある。 

 

 

 

 

 

 

 

遠方かつ 2日間の農作業を伴う演習であるた

め、不測の事態に備えて学生全員に学生教育

研究災害障害保険及び学研災付帯賠償責任保

険への加入を義務付ける。また、教員引率と

して専任教員 5人程度が同行する。 

 

 

 

【資料 16】「類農園・かみなか農楽舎の概要」 

 

 

【資料 20】「摂南大学と有限会社類農園との連

携協定に関する包括協定書」（p1） 

【資料 20】「摂南大学と有限会社かみなか農楽

舎との連携協定に関する包括協定書」（p2） 
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（改善事項）農学部 食農ビジネス学科 

 

３．＜教員の年齢構成が比較的高齢に偏っている＞ 

教員の年齢構成が比較的高齢に偏っていることから、教育研究の継続性を踏まえ、今後の 

 採用計画など教員組織編成の将来構想の明確化が望まれるので、対応方針について回答する 

 こと。 

 

（対応） 

本学科の教員組織編成の将来構想について、以下において説明する。 

 

今般就任する専任教員 12人のうち、完成年度（令和 5 年度）の 3月末に本大学の定年である満 64

歳を超え、「学校法人常翔学園 特任教員規定」（以下、規定）により定年年齢を超えての勤務が認め

られている教員は 4 人である。本大学（本学園）では、特に任じられた職務を行う場合は、満 70 歳

を超えない期間まで、特任教員（専任教員）として就任することが可能、としている。 

上記の本大学（本学園）の規定に鑑み、本学科の教員組織の将来構想は、以下の方針により教員配

置計画を進めていく。 

①本学科の専任教員数は、設置認可申請を行った 12 人の水準を下回ることなく、維持または必要

に応じ増員する。 

②定年等により退職する教員については、空白期間のないように、学内からの補充・昇格または学

外からの教員採用により、同等の職位の教員を後任として配置する。学内昇格による補充の場合

は、同数の講師や助教の若手教員を新たに採用する。 

③本学科の准教授以下の職位の教員について、教授との共同研究等により、原著論文の執筆等、研

究業績の蓄積を奨励し、上位職位への昇格を促す。 

 

以上の方針により、完成年度以降においても、本学科の教育研究体制の充実に努める。 

 

（新旧対照表） 

設置の趣旨等を記載した書類（ｐ.49） 

新 旧 
（定年年齢を超える教員と教員組織編成の将

来構想） 
今般就任する専任教員 12 人のうち、完成年

度（令和 5 年度）の 3 月末に本大学の定年で

ある満 64 歳を超え、「学校法人常翔学園 特任

教員規定」（以下、規定）により定年年齢を超

えての勤務が認められている教員は 4 人であ

る。本大学（本学園）では、特に任じられた

職務を行う場合は、満 70 歳を超えない期間ま

で、特任教員（専任教員）として就任するこ

とが可能、としている。 
上記の本大学（本学園）の規定に鑑み、本

学科の教員組織の将来構想は、以下の方針に

より教員配置計画を進めていく。 

（定年年齢を超える教員） 
 
完成年度の 3 月末に本大学の定年である満

64 歳を超える教員は 4 人であり、本大学の特

任教員規程により定年年齢を超えての勤務が

認められている。 
（新規） 
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①本学科の専任教員数は、設置認可申請を行

った 15 人の水準を下回ることなく、維持ま

たは必要に応じ増員する。 
②定年等により退職する教員については、空

白期間のないように、学内からの補充・昇

格または学外からの教員採用により、同等

の職位の教員を後任として配置する。学内

昇格による補充の場合は、同数の講師や助

教の若手教員を新たに採用する。 
③本学科の准教授以下の職位の教員につい

て、教授との共同研究等により、原著論文

の執筆等、研究業績の蓄積を奨励し、上位

職位への昇格を促す。 
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（是正事項）農学部 食農ビジネス学科 

４．＜農場の運営体制が不明確＞ 

設置の趣旨等を記載した書類において、農場に関する設備計画が示されているが、運営体 

 制が示されていないため、実習等の計画に照らして、専任の技術職員等が十分に確保され、 

支障なく農場の運営ができることを明らかとすること。【4学科共通】 

 

（対応） 

本大学枚方キャンパス敷地内に整備する農場の運営体制について、以下において説明する。 

 

本大学枚方キャンパスに整備する農場（3,980 ㎡）には、①ガラス温室 5棟（内 1棟は水耕栽培装

置）、②パイプハウス 4 棟、③露地の畑、④農機具庫を整備する。農機具庫の建物の中に、作業場・

レクチャースペース（48席）、種苗室、技術職員控室があり、トラクター、耕耘機、軽トラック、ト

ラック、草刈り機など農作業のための機械や運搬車、農具を整備する。 

農場は、本学部の教育研究において重要な附属施設の一つという位置づけから、本学部に「農場運

営委員会」を設置し、実習や研究が円滑に実施できるように恒常的に整備を行い、適切な維持・管理

を徹底する。「農場運営委員会」は、本学部農業生産学科の教員を主な委員とし、農場の使用計画な

どを策定する。 

農場の管理運営については、「農場運営委員会」において策定した計画に基づき、農学部事務室が

運営事務を掌理する。農場での管理・整備業務は、専門的知識を持った専任技術職員（常勤）2人が

担当する。技術職員は、農場内に設置する農機具庫内の技術職員控室に常駐し、業務にあたる。 

技術職員の具体的な農場管理業務は以下のとおり。これらの管理・整備業務を通じて、学生が受講

する実習授業をはじめ、農場を利用した本学部の教育研究が円滑に実施できるよう、農場の管理運営

に努める。 

①ガラス温室 

・作物栽培のためのガラス温室内の土壌管理（耕耘、施肥、畝たて、マルチ張り等） 

・冬季低温期における暖房機の稼働前及び稼動時の監視・管理 

・温室内の電気系統（天窓開閉、遮光・保温カーテンの開閉他）のコントロールと監視 

・ガラスの破損などの監視と施設の安全確認 

・栽培終了後の植物残渣の処理補助（圃場内に設けた植物残渣置き場に廃棄） 

②パイプハウス 

・作物栽培のためのパイプハウス内の土壌管理（耕耘、施肥、畝たて、マルチ張り等） 

・栽培終了後の植物残渣の処理補助（圃場内に設けた植物残渣置場に廃棄） 

③露地の畑 

・作物栽培のための土壌管理（耕耘、施肥、畝たて、マルチ張り等)及び潅水管理 

④農機具庫ほか、圃場全体の管理運営 

・大型農機具類の管理（使用前点検、使用後の洗浄他） 

・農薬、肥料類の管理と帳簿管理 

・圃場敷地内の除草管理 

・管理棟内外の整理・整頓 
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（新旧対照表） 

設置の趣旨等を記載した書類（ｐ.68） 

新 旧 
7. 施設・設備等の整備計画 
（農場の整備） 

また、農学部に必要な附属施設として、枚

方キャンパス敷地内に農場を整備する。農場

（3,980 ㎡）には、①ガラス温室 5 棟（内 1棟

は水耕栽培装置）、②パイプハウス 4棟、③露

地の畑、④農機具庫を整備する。農機具庫の

建物の中に、作業場・レクチャースペース（48

席）、種苗室、技術職員控室があり、トラクタ

ー、耕耘機、軽トラック、トラック、草刈り

機など農作業のための機械や運搬車、農具を

整備する。 

農場は、本学部の教育研究において重要な

附属施設の一つという位置づけから、本学部

に「農場運営委員会」を設置し、実習や研究

が円滑に実施できるように恒常的に整備を行

い、適切な維持・管理を徹底する。「農場運営

委員会」は、本学部農業生産学科の教員を主

な委員とし、農場の使用計画などを策定する。 

農場の管理運営については、「農場運営委員

会」において策定した計画に基づき、農学部

事務室が運営事務を掌理する。農場での管

理・整備業務は、専門的知識を持った専任技

術職員（常勤）2 人が担当する。技術職員は、

農場内に設置する農機具庫内の技術職員控室

に常駐し、業務にあたる。 

技術職員の具体的な農場管理業務は以下の

とおり。これらの管理・整備業務を通じて、

学生が受講する実習授業をはじめ、農場を利

用した本学部の教育研究が円滑に実施できる

よう、農場の管理運営に努める。 

①ガラス温室 

・作物栽培のためのガラス温室内の土壌管理

（耕耘、施肥、畝たて、マルチ張り等） 

・冬季低温期における暖房機の稼働前及び稼

動時の監視・管理 

・温室内の電気系統（天窓開閉、遮光・保温

カーテンの開閉他）のコントロールと監視 

・ガラスの破損などの監視と施設の安全確認 

・栽培終了後の植物残渣の処理補助（圃場内

に設けた植物残渣置き場に廃棄） 

②パイプハウス 

・作物栽培のためのパイプハウス内の土壌管

理（耕耘、施肥、畝たて、マルチ張り等） 

・栽培終了後の植物残渣の処理補助（圃場内

に設けた植物残渣置場に廃棄） 

③露地の畑 

7. 施設・設備等の整備計画 
 
また、農学部に必要な附属施設として、枚

方キャンパス敷地内に農場を整備する。学内

の農場には、ガラス温室、パイプハウス、露

地の畑、農機具庫を整備する。 
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・作物栽培のための土壌管理（耕耘、施肥、

畝たて、マルチ張り等)及び潅水管理 

④農機具庫ほか、圃場全体の管理運営 

・大型農機具類の管理（使用前点検、使用後

の洗浄他） 

・農薬、肥料類の管理と帳簿管理 

・圃場敷地内の除草管理 

・管理棟内外の整理・整頓 
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（是正事項）農学部 食農ビジネス学科 

５．＜留学生の受入れ方針等が不明＞ 

留学生の受入れ方針等が不明なため、以下の点を是正すること。【４学科共通】 

（１）教育課程から留学生を入学対象としていることが伺えるが、入学者選抜の説明では留学 

生の受入れ方針が不明確となっているため、どのような基準で留学生を受け入れるのか、 

例えば日本語能力試験等の日本語の要件が設定されているのかなど、入学後の学修支援 

も含めて適切に構想されているのか明らかとすること。 

（２）科目等履修生の受講対象者として外国人留学生が想定されているが、科目等履修生は大 

学設置基準では当該大学の学生以外の者を指すため、ここでの外国人留学生がどのよう 

な者を対象としているか、明らかとすること。 

 

（対応） 

（１）について 

本大学では多様な学生を受け入れる入試制度の一つとして、全学部において外国人留学生入試を設

けている。今般設置する本学部においても、外国人留学生を対象とした入試を実施する計画である。 

なお、今般の設置認可時期を踏まえ、入試実施時期（既設学部では 12 月）及び学生募集期間、告

知時期などを総合的に判断した結果、開設初年度（令和 2 年度）については、外国人留学生入試の実

施を見送ることとする。開設 2年目（令和 3年度）以降、外国人留学生入試を行う場合における学生

募集の概要は以下のとおり。 

■学生募集の概要 

 １．募集人数：若干名 

 ２．選抜方法：次の各項目を総合して合否判定を行う。 

         学科試験、面接 

         日本語能力の要件：特に課していない。 

学科試験と面接試験を行うことから、その範囲内で日本語能力を測定する。 

 

（２）について 

本大学では全学部において科目等履修生を受け入れている。今般設置する本学部においても同様の

受け入れを行う計画である。講義は日本語で行うことから、科目等履修を希望する外国人留学生（他

大学等に在籍する外国人留学生を想定）が出願する場合、十分な日本語能力（特に聴き取る能力）を

有する必要があり、日本語能力を出願資格として設定している。農学分野は、国際的な通用性が高い

分野であることから、本学部においても科目等履修を希望する外国人留学生への受け入れを広く求め

ていく。 

 

（新旧対照表） 

設置の趣旨等を記載した書類（ｐ.77、79、81） 

新 旧 
8. 入学者選抜の概要 
（３）入学者選抜の実施計画 

今般設置する農学部の入学者選抜は「大学 

8. 入学者選抜の概要 
（３）入学者選抜の実施計画 

今般設置する農学部の入学者選抜は「大学 
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入学者選抜実施要項」に基づき、大学教育を

受けるに相応しい能力・適性等を多面的に判

定し、公正かつ妥当な方法で次の趣旨に沿っ

て実施する。 
（略） 
①特別推薦入試（指定校推薦、内部推薦、高

大連携協定校推薦） 
②公募制推薦入試 
③一般入試 
④大学入試センター試験利用入試 
⑤専門学科・総合学科推薦入試 
⑥外国人留学生入試 
 
（４）入学者選抜の方法等 
前述の趣旨に従い、次のとおり入学者を選抜

する。 
 
①特別推薦入試（指定校推薦、内部推薦、高

大連携協定校推薦） 
（略） 
②公募制推薦入試 
（略） 
③一般入試 
（略） 
④大学入試センター試験利用入試 
（略） 
⑤専門学科・総合学科推薦入試 
（略） 
⑥外国人留学生入試 

学科試験、面接（志望理由書、学修計画書、

卒業後の進路目標）などにより、本大学に入

学するに相応しい基礎的能力を有するかを判

定する。出願資格は、次の項に該当する者と

する。今般の設置認可時期を踏まえ、入試実

施時期（既設学部では 12月）及び学生募集期

間、告知時期などを総合的に判断した結果、

開設初年度（令和 2 年度）については、外国

人留学生入試の実施を見送ることとする。 
a. 外国籍を有する者で、入学年度の前年度末

までに満 18 歳に達する者 
b. 外国において、学校教育における 12 年以

上の課程を修了した者、またはこれに準ず

る者で文部科学大臣の指定した者（入学年

度の前年度末修了見込みの者を含む） 
c. 入学後の在留資格が原則として「留学」で

ある者 
（注意） 

1.出願後、出願資格に該当しないことが判

明した場合は出願または合格を取消すこ

とがある。 
2.大学での講義は日本語で行われるため、

入学者選抜実施要項」に基づき、大学教育を

受けるに相応しい能力・適性等を多面的に判

定し、公正かつ妥当な方法で次の趣旨に沿っ

て実施する。 
（略） 
①特別推薦入試（指定校推薦、内部推薦、高

大連携協定校推薦） 
②公募制推薦入試 
③一般入試 
④大学入試センター試験利用入試 
⑤専門学科・総合学科推薦入試 
（新規） 
 
（４）入学者選抜の方法等 
前述の趣旨に従い、次のとおり入学者を選抜

する。 
 
①特別推薦入試（指定校推薦、内部推薦、高

大連携協定校推薦） 
（略） 
②公募制推薦入試 
（略） 
③一般入試 
（略） 
④大学入試センター試験利用入試 
（略） 
⑤専門学科・総合学科推薦入試 
（略） 
（新規） 
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受講に差し支えない程度の日本語能力を

有することが必要 
3.志願者本人に連絡がとれない場合などの

ために、本大学からの連絡事項を確実に伝

達できる代理連絡人が必要。代理連絡人は

日本国内（京阪神が望ましい）に在住し、

独立した生計を営む成年者とする。 
 
＜選抜方法別の実施時期、試験科目等一覧＞ 
１）農業生産学科 
⑥外国人留学生入試 
募集人数：若干名 
試験時期：12 月 
試験科目（利用教科）：日本語、生物（予定） 
 
２）応用生物科学科 
⑥外国人留学生入試 
募集人数：若干名 
試験時期：12 月 
試験科目（利用教科）：日本語、生物（予定） 
 
３）食品栄養学科 
⑥外国人留学生入試 
募集人数：若干名 
試験時期：12 月 
試験科目（利用教科）：日本語、生物（予定） 
 
４）食農ビジネス学科 
⑥外国人留学生入試 
募集人数：若干名 
試験時期：12 月 
試験科目（利用教科）：日本語、生物※（予定） 
 
（６）科目等履修生 
科目等履修は、全ての学部・学科において

実施しており、年１回、学生募集を行ってい

る。各学期前に事前相談を受け付け、履修科

目が確定した段階で出願をさせ、受け入れ学

部の教授会で審査を行い入学となる。また、

受け入れ人数については特に定めておらず、

教育上、支障のない範囲で受講を認めること

としている。出願資格は次の各項に該当する

者とする。 
a. 高等学校を卒業した者又はそれと同等以

上の学歴を有する者 
【外国人留学生が出願する場合】 
b. 外国人留学生が出願する場合は外国籍を

有し、外国における学校教育において 12
年以上の課程を修了した者又はそれと同

等以上の学歴を有する者 
c. 講義は日本語で行うので、十分な日本語能

 
 
 
 
 
 
 
 
１）農業生産学科 
（新規） 
 
 
 
 
２）応用生物科学科 
（新規） 
 
 
 
 
３）食品栄養学科 
（新規） 
 
 
 
 
４）食農ビジネス学科 
（新規） 
 
 
 
 
 
（６）科目等履修生 
科目等履修は、全ての学部・学科において

実施しており、年１回、学生募集を行ってい

る。各学期前に事前相談を受け付け、履修科

目が確定した段階で出願をさせ、受け入れ学

部の教授会で審査を行い入学となる。また、

受け入れ人数については特に定めておらず、

教育上、支障のない範囲で受講を認めること

としている。出願資格は次の各項に該当する

者とする。 
a. 高等学校を卒業した者又はそれと同等以

上の学歴を有する者 
【外国人留学生の場合】 
b. 外国人留学生の場合は外国籍を有し、外国

における学校教育において 12 年以上の課

程を修了した者又はそれと同等以上の学

歴を有する者 
c. 講義は日本語で行うので、十分な日本語能
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力（特に聴き取る能力）を有する者 
講義は日本語で行うことから、科目等履修

を希望する外国人留学生（他大学等に在籍す

る外国人留学生を想定）が出願する場合、十

分な日本語能力（特に聴き取る能力）を有す

る必要があり、日本語能力を出願資格として

設定している。農学分野は、国際的な通用性

が高い分野であることから、本学部において

も科目等履修を希望する外国人留学生への受

け入れを広く求めていく。 
 

力（特に聴き取る能力）を有する者 
（新規） 

  ※食農ビジネス学科の外国人留学生入試「生物」は「数学」で実施予定。（附帯事項の遵守事項

への対応） 
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（改善事項）農学部 食農ビジネス学科 

６．＜バリアフリーへの配慮＞ 

農学部に新設される８号館において、多目的トイレが１階にしか確認できないため、バリ 

アフリーの観点から複数階にも多目的トイレを設けることが望ましい。【４学科共通】 

 

（対応） 

今般新設する 8号館（農学部棟）の多目的トイレの整備計画について、以下において説明する。 

 

本大学では、身体の障がいや様々な問題を抱える学生・教職員・来校者への対応として、ハード・

ソフトの両面から全学的に整備している。今般新たに建設する枚方キャンパス 8号館においても、建

物全体においてバリアフリー対応を図っている。設計の段階においても、多目的トイレの配置につい

て 8 号館の全ての階（3階建て）に設置することを想定した検討を行ったが、当該館内において収容

する学生数、通常の便房・便器数、トイレ部分の面積占有率、トイレの使用頻度を総合的に検証した

結果、1階に多目的トイレを 1室のみ設置する、との判断に至った。なお、建築法令上の基準は満た

している。 

以上の判断により、8 号館に設置する多目的トイレは 1 階に 1カ所のみとなるが、キャンパス内の

他の校舎内にも多目的トイレを設置し、いずれの校舎においても利用が可能となっている。 

本大学においては、身体の障がいやセクシュアルマイノリティなど、個別に抱える様々な状況にお

いて支援や配慮が必要な学生の受け入れについても大学内の環境において可能な限り柔軟に対応し

ている。本学部への学生においても、これまでの本大学での対応に即して行っていく。主な事例とし

ては以下のとおり。 

①施設面での対応： 

枚方キャンパス内においては各校舎（1・2号館を除く 3～8号館）1階に多目的トイレを設置し、

バリアフリー化を推進している。 

②入学前の対応： 

本大学への出願前までに、本人（保護者等同伴）からの希望・要請に応じて、本大学での学修が

可能かどうか現場見学またはヒアリングなどにより、入試時を含む入学後の受け入れ環境や対応

について個別に確認を行っている。 

③入学後の対応： 

車椅子使用者など身体に障がいがある学生に対しては、所属学部・教務部・学生部など関係部署

間においてその情報を把握し、教室間の移動や多目的トイレやエレベータの位置などを考慮した

対応を図っている。     など 

 

（新旧対照表） 

設置の趣旨等を記載した書類（ｐ.69） 

新 旧 
7. 施設・設備等の整備計画 
（２）校舎等施設の整備計画 

農学部食品栄養学科では、8 号館（農学部棟）

に栄養士養成課程または管理栄養士養成課程

7. 施設・設備等の整備計画 
（２）校舎等施設の整備計画 

農学部食品栄養学科では、8 号館（農学部棟）

に栄養士養成課程または管理栄養士養成課程
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として必要な、給食経営管理実習室、実習食

堂、調理実習室、食品加工実習室、栄養教育

実習室、臨床栄養実習室などの管理栄養士学

校指定規則に準拠した専用教室を整備する。 
（バリアフリー対応） 
本大学においては、身体の障がいやセクシ

ュアルマイノリティなど、個別に抱える様々

な状況において支援や配慮が必要な学生の受

け入れについても大学内の環境において可能

な限り柔軟に対応している。本学部への学生

においても、これまでの本大学での対応に即

して行っていく。主な事例としては以下のと

おり。 

①施設面での対応： 

枚方キャンパス内においては各校舎（1・2

号館を除く 3～8 号館）1 階に多目的トイレ

を設置し、バリアフリー化を推進している。 

②入学前の対応： 

本大学への出願前までに、本人（保護者等

同伴）からの希望・要請に応じて、本大学

での学修が可能かどうか現場見学またはヒ

アリングなどにより、入試時を含む入学後

の受け入れ環境や対応について個別に確認

を行っている。 

③入学後の対応： 

車椅子使用者など身体に障がいがある学生

に対しては、所属学部・教務部・学生部な

ど関係部署間においてその情報を把握し、

教室間の移動や多目的トイレやエレベータ

の位置などを考慮した対応を図っている。 

                など 
 

として必要な、給食経営管理実習室、実習食

堂、調理実習室、食品加工実習室、栄養教育

実習室、臨床栄養実習室などの管理栄養士学

校指定規則に準拠した専用教室を整備する。 
（新規） 
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（是正事項）農学部 食農ビジネス学科 

７．＜既設学科の専任教員数が設置基準を満たしていない＞ 

専任教員数について、大学設置基準の規定を満たしていないため、適切に改めること。 

【４学科共通】 

 

（対応） 

既設の経済学部経済学科について、申請時点（平成 30 年度）の専任教員数 19 人（内、教授 7 人）

と記載していた。これは、平成 30 年度途中に急遽、教授 1 人の退職が発生したことに伴い、教授 7

人と記載したものである。本大学では、退職の報告を受けた後、速やかに当該学部の教員人事採用に

係る対応を図った。その結果、昇格及び新規採用等により、平成 31 年度（4 月 1 日時点）において

専任教員 20 人（内、教授 8 人）となり、大学設置基準において必要な専任教員数 16 人、教授数 8

人の基準を満たしたことから、本申請書類において改める。 

 

（新旧対照表） 

基本計画書（ｐ.2） 

新 旧 
教員組織の概要 既設分 

 

経済学部経済学科 

専任教員数 20 人 

内、教授数  8 人 

 

教員組織の概要 既設分 

 

経済学部経済学科 

専任教員数 19 人 

内、教授数  7 人 

 

 
 

以 上 
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