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基準７ 学生支援等 

 

（１）観点ごとの自己評価 

 

観点７－１－１： 授業科目や専門，専攻の選択の際のガイダンスが適切に実施されているか。 

 

【観点に係る状況】 

入学直後に四日間にわたる新入生オリエンテーションを実施し，学部第１年次入学生，第３年次編入学生，大学

院入学生及び留学生それぞれのグループに対して，教育理念を平明に説明し，授業の履修，学習に関する問題への

相談・助言など学生生活についてのガイダンスを実施している(資料1-2-1-1)。また，平成16年度においては，学

部学生が卒業時に到達すべき「学習・教育目標」に対する各授業科目の関与の程度，及び「学習・教育目標」を達

成するために必要な授業科目の流れを，各課程が設定してガイダンスを実施した（資料5-1-5-1）。 

新入生全員に対しては，履修ガイダンスに関するアンケート調査を実施した。その調査結果によると，大学の教

育理念，学習目標，履修方法について 85%以上の学生が理解できるとしており，ガイダンスの顕著な効果が認めら

れる（資料1-2-1-4）。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 授業科目や専門，専攻の選択の際のガイダンスについては，新入生に対するオリエンテーションなどを通して実

施している。履修ガイダンスに対する学生からのアンケート結果においても，大学の教育理念，学習目標，履修方

法などについて概ね内容が理解できているとの回答を得ており，適切な指導が行われている。 

 

観点７－１－２： 学習相談，助言（例えば，オフィスアワーの設定等が考えられる。）が適切に行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

 学習相談，助言などの学習支援相談がクラス担任制のもとで実行されている。学部４年次生や修士課程学生の場

合は，これに加えて，各課程及び各専攻の卒論・修論担当の指導教員が学習相談，助言を行っている。これらの学

習に関する支援については，「学生便覧」，「履修要覧」，大学ホームページなどで周知を図っている（資料7-1-2-1）。 

 平成16年度のシラバスから，授業についての学生の質問などを受け付けるオフィス・アワーの項目を設けるとと

もに，教員の居室番号，連絡先，メールアドレスなどもシラバス中に明記させている。これらの試みにより，学生

から教員への学習相談については，従来に増して活発に行われている（資料7-1-2-2）。 

演習科目，実験科目を中心として，ティーチング・アシスタント（ＴＡ）を配置し，学生の個別の質問に対応し

ている。授業評価アンケート調査結果によれば，ＴＡの学習支援について大半の学生が有用と認めている（資料

5-2-2-2）。 

 

資料7-1-2-1 ＊クラス担任要領 

資料7-1-2-2 ＊オフィス・アワーの実施状況（参考資料9-1 H16年度計画実施状況，中期計画27／H16年度計

画26） 

 

 【分析結果とその根拠理由】 

 クラス担任制により，各課程別（専攻別），学年別のクラスに対して学習支援を行うとともに，学部４年次生及び



豊橋技術科学大学 基準７ 

 - 59 -

大学院学生については，研究指導教員による学習指導を行っている。シラバスにオフィス・アワー，メールアドレ

ス等を明記したことから，教員への学習相談が従来に増して活発に行なわれ，本システムの導入については学生か

ら好評を得ている。ＴＡに関する学生の授業評価による結果では，その効果が概ね認められており，学習相談，助

言への取り組みは適切に行われている。 

 

観点７－１－３： 学習支援に関する学生のニーズが適切に把握されているか。 

 

【観点に係る状況】 

 授業時間外の自学・自習を含めた教育環境の現状について，学生に対するアンケート調査を平成16年度に実施し

ている（資料7-1-3-1）。 

 さらに，各年次・各課程からクラス代表者を選出したクラス代表者懇談会や，学生生活実態調査などにおいて，

学習支援等に関するニーズの把握に努めており，その内容は「学生生活実態調査報告書」により取りまとめられて

いるとともに，学生に配付されている(参考資料7-1)。 

 平成16年度に行った学生生活実態調査結果によれば，授業がわからないことにより大学生活に不満を持つ学部学

生の割合は 8.7％であり，学習支援増強の必要性が認められる。一方では，学生の予習・復習時間が少なく，学生

自身の努力も不足しているという結果を得た。また，アンケート調査を行うことにより授業，学習環境に関する設

備面等の要望を把握し，順次改善を実施している(資料7-1-3-2)。 

 

資料 7-1-3-1 ＊授業関連設備アンケート及び調査結果（参考資料 9-1 H16 年度計画実施状況，中期計画 40,41

／H16年度計画39，40） 

資料7-1-3-2 ＊学生生活の満足度結果及び自学・自習の調査結果（参考資料7-1 学生生活実態調査報告書P12，

P15～P18） 

 

参考資料7-1 学生生活実態調査報告書 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 教育関連設備に関するアンケート，学生生活実態調査などにより学生の学習支援に関するニーズを把握し，予習・

復習などの自主的な学習に対する指導，設備面の改善を行っている。 

 

観点７－１－４： 通信教育を実施している場合には，そのための学習支援，教育相談が適切に行われているか。 

 

【観点に係る状況】 該当なし 

 

【分析結果とその根拠理由】 該当なし 

 

観点７－１－５： 特別な支援を行うことが必要と考えられる者（例えば，留学生，社会人学生，障害を持つ学

生等が考えられる。）への学習支援が適切に行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

 留学生に対する支援として，学部，大学院の留学生に対する正課の日本語教育，年間270時間に及ぶ課外の日本
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語教育(補講)(資料 7-1-5-1)，チューター制度などにより留学生に対する学習支援，英語ホームページの公開，学

習相談などを実施している。平成16年度における修学に関する学習相談は55件であった(資料7-1-5-2)。平成16

年度に実施した留学生に対する授業評価アンケート調査結果から適切な学習支援が行われていると判断される（資

料7-1-5-3）。 

社会人学生に対する学習支援としては，社会人学生に対する授業等を実施することが可能な「サテライト・オフ

ィス」を豊橋駅前に設置している（資料7-1-5-4）。 

障害を持つ学生の学習支援として，平成16年度においては，留学生チュータに準じて，障害者チュータ制度を導

入することが決定された（資料7-1-5-5）。また，休講情報や，補講情報をホームページ上に公開し，一般学生を含

めた学生の学習支援を充実させている。社会人学生や障害を持つ学生から，現在までのところ学生相談等で学習支

援に関する不満は出ておらず，学習支援が適切に行われていると判断される。 

 

資料7-1-5-1 ＊留学生センターの活動（参考資料7-2 「留学生センター年報第２号」P1～P17，P31） 

資料7-1-5-2 ＊留学生相談制度・チューター制度の充実のための検討 

（参考資料9-1 H16年度計画実施状況，中期計画52／H16年度計画54）

＊チューター業務の整備に関する検討会議録抜粋 

＊留学生用ホームページ充実のための取り組み 

（参考資料9-1 H16年度計画実施状況，中期計画51／H16年度計画53）

＊留学生センターホームページ 

資料7-1-5-3 ＊英語特別コース（大学院）授業評価アンケート調査票及びアンケート調査結果 

（参考資料9-1 H16年度計画実施状況，中期計画18／H16年度計画17）

資料7-1-5-4 ＊社会人学生に対する修学支援充実のための取り組み 

（参考資料9-1 H16年度計画実施状況，中期計画54／H16年度計画56）

資料7-1-5-5 ＊施設バリアフリー化推進計画について（障害を持つ学生の修学支援の取り組み） 

（参考資料9-1 H16年度計画実施状況，中期計画55／H16年度計画57）

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

留学生センターにおける日本語の補講，チューター制度などにより留学生に対する学習支援が行われている。社

会人学生に対しては，豊橋駅前に授業が可能な「サテライト・オフィス」を設置した。障害を持つ学生については，

チュータ制度の導入など，鋭意取り組んでおり，学習支援は適切に行われている。 

 

観点７－２－１： 自主的学習環境（例えば，自習室，グループ討論室，情報機器室等が考えられる。）が十分に

整備され，効果的に利用されているか。 

 

【観点に係る状況】 

法人化以降，講義棟全体に対する空調設備，無線LANの整備等の教育環境改善が実施済みである。また，一般講

義棟にWeb教育教室を設け，登録者が自由に使用できる環境整備を行った(資料7-1-3-1，5-1-5-2)。その他，附属

図書館，語学センター，情報メディア基盤センターにおいても，自主的学習環境が整備されており，授業で使用し

ていない場合は自由に利用することができる。特に，附属図書館は週末を含めて24時間利用可能な態勢を採用して

いる。平成16年度の年間入館者数を見ると，9：00から17：00の通常時間の入館者が約9万人であるのに対し，



豊橋技術科学大学 基準７ 

 - 61 -

夜間，深夜の入館者数は約2.5万人に及び，自習場所として図書館は有効に利用されている（資料7-2-1-1）。 

 平成16年度に行った教育設備アンケート調査結果により，今後は附属図書館，語学センター，情報メディア基盤

センター等の教育関連施設も含めた総合的な利用状況を調査・検討することとしている。また，学生生活実態調査

結果によると，自習場所は図書館，研究室および他の学内施設としている学生の割合は40-90%であり，学年が進む

に従って研究室の利用率が高まる（資料7-1-3-2）。 

 

資料7-2-1-1 ＊平成16年度附属図書館入館者状況 

 

 【分析結果とその根拠理由】 

講義棟全体に対する空調設備，無線LANは，ほぼ完備し，自学・自習場所の確保の面からは大きな効果が認めら

れた。自習場所として図書館，Web 教育教室は有効に利用されている。語学センター，マルチメディアセンターな

どの学内施設の効果的な利用法については，検討の余地がある。 

 

観点７－２－２： 学生のサークル活動や自治活動等の課外活動が円滑に行われるよう支援が適切に行われてい

るか。 

 

【観点に係る状況】 

 学生の課外活動及び学友会等の学生の組織的活動の支援に対しては，学生生活委員会がその支援に当たっている。

平成16年度からは，学長と学友会等との意見交換会及び学生生活委員会と課外活動団体との意見交換会を開催する

など，学生からの要望等の積極的把握に努めている（資料 7-2-2-1）。また，同窓会会長を経営協議会委員に加え，

学生の諸活動に対する支援の在り方について検討を行っている（資料7-2-2-2）。平成16 年度における同窓会から

の学生活動援助金は，対前年度10 万円増となっている（資料7-2-2-3）。しかし，これは，まだまだ十分な支援と

は言えず，サークル活動の活性化を図るためにも，今後さらなる支援の検討が必要である。 

課外活動に関する情報は，新入生ガイダンス及び学生便覧により学生に周知され，これらの情報はホームページ

にも公開されている。公認のサークルに対しては，責任教員が決められており支援が行われている。また，定期的

に学生に対し，学生生活実態調査を行い，学生の要望を分析している（参考資料7-1，7-3）。 

 

資料7-2-2-1 ＊学生の生活支援充実のための取組について 

（参考資料9-1 H16年度計画実施状況，中期計画46／H16年度計画47）

資料 7-2-2-2 ＊大学と同窓会との意見交換会の状況（参考資料 9-1 H16 年度計画実施状況，中期計画 47／H16

年度計画48） 

資料7-2-2-3 ＊同窓会から課外活動団体等への援助実績（平成10年度～平成16年度） 

 

参考資料7-3 ＊平成16年度課外活動サークルリーダーズ合宿研修報告書 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 課外活動団体等との情報・意見交換会を定期的に実施することにより，学生からの要望等を聴取するとともに，

大学と同窓会との連携を強化し，学生の諸活動に関する支援を行っている。しかし，これは，まだまだ十分な支援

とは言えず，サークル活動の活性化を図るためにも，今後さらなる支援の検討が必要である。 
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観点７－３－１： 学生の健康相談，生活相談，進路相談，各種ハラスメントの相談等のために，必要な相談・

助言体制（例えば，保健センター，学生相談室，就職支援室の設置等が考えられる。）が整備さ

れ，機能しているか。 

 

【観点に係る状況】 

 学生の修学面に限らず，学生生活のあらゆる事項について，指導・相談・助言を行う体制として，クラス担任及

び指導教員による相談体制を整備している（資料7-1-2-1）。体育・保健センターは，学校医による健康相談，カウ

ンセラーによる学生相談を行っている。また，平成16年度に「何でも相談窓口」を設置し，各種ハラスメントに対

する相談についても学生が相談できる体制を整備し，産業医をハラスメント相談員に加えるなど相談体制を拡充し

ている（資料7-3-1-1）。さらに，ハラスメントに関する調査・分析を行っている（資料7-3-1-2）。 

就職関係では，学生課に就職担当職員を置くとともに，各系には就職担当教員を配置している。各種就職情報が

ホームページからも閲覧ができるようにするとともに，学生の職業意識の形成に資するための就職ガイダンスを実

施しており，平成16年度からは開催回数を増やしている。なお，国立大学としては全国最高位の就職率が達成され

ていることから就職支援活動は十分成果をあげていると判断される（資料7-3-1-3）。 

資料7-3-1-1 ＊「何でも相談窓口」の設置状況 

（参考資料9-1 H16年度計画実施状況，中期計画44／H16年度計画45）

       ＊各種ハラスメントの予防，相談体制の整備状況 

（参考資料9-1 H16年度計画実施状況，中期計画45／H16年度計画46）

資料7-3-1-2 ＊ハラスメントに関するアンケート調査結果（参考資料7-1 学生生活実態調査報告書P41，P42）

資料7-3-1-3 ＊就職相談等の体制整備について，職業ガイダンスの開催状況 

（参考資料9-1 H16年度計画実施状況，中期計画49,50／H16年度計画50,51）

 

【分析結果とその根拠理由】 

 各種相談，助言，支援体制が整備され，より連携した体制強化が図られており，学生からも十分に利用されてい

る。また，各種ハラスメントについて，学生に対するアンケート調査を実施している。就職支援については，就職

担当教員を置くとともに，学生からの要望に応えた就職講座を実施し，就職活動支援体制の整備・充実を図ってい

る。以上のことから，相談・助言，支援体制は整備され，機能している。 

 

観点７－３－２： 特別な支援を行うことが必要と考えられる者（例えば，留学生，障害を持つ学生等が考えら

れる。）への生活支援等が適切に行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

 留学生センターに修学・生活相談担当の教員を配置するとともに，学部学生には２年間，修士学生については１

年間のチューターを配属している。留学生相談室を整備し，留学生が気軽に相談できる体制を整えた。留学生の経

済的負担の軽減を目的として，平成15年度に留学生後援会を発足させ，民間宿舎への入居保証体制の強化と留学生

総合補償制度の活用などを推進している（資料7-3-2-1）。また，留学生ホームページ及び留学生センターホームペ

ージにおいては，学内の修学，生活上の情報のみならず，学外におけるイベント情報や日本の文化・風習を紹介す

る項目を設け，情報の提供を図っている（資料7-1-5-2）。障害を持つ学生への生活支援等についても，チューター

制度を導入することが決定されている。身体に障害を持つ学生への修学支援に係るバリアフリー対策については，
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スロープの増設，身障者用トイレの設置など，積極的に取り組んでいる（資料7-1-5-5）。 

資料7-3-2-1 ＊留学生後援会の活動状況（参考資料9-1 H16年度計画実施状況，中期計画53／H16年度計画55）

 

【分析結果とその根拠理由】 

 外国人留学生の生活面における様々な支援は，留学生相談担当教員，チューターなどにより行われている。また，

留学生後援会などによる支援体制の充実が図られている。バリアフリー化など障害を持つ学生に対する生活支援も

行われており，特別な支援を行うことが必要と考えられる者についての生活支援等が適切に行われている。 

 

観点７－３－３： 生活支援等に関する学生のニーズが適切に把握されているか。 

 

【観点に係る状況】 

 「何でも相談窓口」を学生課に設置し，多様化する学生の相談について対処している。また，学生の課外活動や

キャンパスライフを支援するため，大学と課外活動団体等との情報・意見交換会を行うなど，学生の要望の把握に

組織的に取り組んでいる（資料7-2-2-1）。 

 定期的に学生に対する学生生活実態調査を行い，生活面に関する学生の状況を調査・分析するなど学生のニーズ

の把握について組織的に対応している（参考資料7-1）。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 「何でも相談窓口」の設置，大学と課外活動団体，学友会との意見交換会を定期的に行うことで多様化する学生

のニーズについて，情報収集する機会を増やしている。また，学生生活実態調査により学生の生活面の要望を分析

しており，学生の生活支援等に関するニーズの把握は適切に行われている。 

 

観点７－３－４： 学生の経済面の援助（例えば，奨学金（給付，貸与），授業料免除等が考えられる。）が適切

に行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

 日本学生支援機構をはじめとして各種奨学金規則に基づき，奨学金が支給されている。特に本学独自の「豊橋奨

学金制度」を昭和58年度より設け，毎年数名の学生に対する経済的援助を実施している。入学料免除，授業料免除

については，本学の選考基準等（資料 7-3-4-1）に基づき選考が行われている。各種奨学金制度の周知方法につい

ては，各種ガイダンスを行うほか，ホームページ上でも閲覧ができるようにし，希望学生に対しては，メールによ

る情報提供を行うようにしている。平成16年度においては，約4割の学生が奨学金の貸与，もしくは給付を受けて

いる（資料7-3-4-2）。授業料免除については，法人化後の免除者数の減を抑えるため，全額免除者の困窮に配慮し

て，全額免除と半額免除者の免除実施額は，全免７：半免３，免除者数の比率を７：６で実施することとした。 

 学生の宿舎としては，学生宿舎Ａ～Ｄ棟（学部男子学生），学生宿舎国際棟（大学院学生・留学生・学部女子学生），

国際交流会館（外国人留学生及び外国人研究者）があり，平成 16 年度においては，希望者の約４割にあたる 499

名に対して学生宿舎を提供している。 

 

資料7-3-4-1 ＊授業料免除，入学料免除規則関係 

資料7-3-4-2 ＊奨学金受給状況，私費外国人留学生受給状況 
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【分析結果とその根拠理由】 

 日本学生支援機構，豊橋奨学金制度など各種奨学金制度に対する申請を推奨し，約４割の学生が奨学金の貸与，

もしくは給付を受けている。授業料の免除については，法人化に伴い免除額の総額が減額されたため，免除額の比

率，全額，半額の免除者数の比率を調整し，免除者数の減を抑え，経済困窮学生への支援機会増大を図っている。

学生宿舎については，希望学生の約4割，499 名に対して宿舎を提供しており，学生の経済面の援助については，

多面的に多くの支援がなされている。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

 本学独自の「豊橋奨学金制度」を昭和58年度より設け，毎年数名の学生に対する経済的援助を実施している。多

様な学習履歴を持つ学生に対して，4 日間に渡る新入生ガイダンスを実施するなど，授業の履修，学生生活につい

てきめ細かいガイダンスを実施している。また，クラス担任制，ティーチング・アシスタント，オフィス・アワー

の設定，留学生，身体障害者に対するチューター制度，留学生に対する日本語の補講など多面的な学習支援がなさ

れている。図書館の24時間開館，講義室のすべてに空調設備，無線LANを設置していること，Web教育教室などの

情報機器の利用可能な施設の整備など学生の自学自習に適した支援が実行されている。 

 

【改善を要する点】 

学生のサークル活動活性化のため，サークル活動，課外活動支援が必要である。また，就職活動，キャリア

支援，生活相談など支援組織の充実を計る必要がある。 

 

（３）基準７の自己評価の概要 

 学生の修学支援に関しては，新入生に対するオリエンテーションなどにより，授業科目や専門，専攻の選択，大

学の教育理念，学習目標，履修方法などについて適切な指導が行われている。また，担任制により，各課程別（専

攻別），学年別のクラスに対して学習支援を行うとともに，学部4年次生及び大学院学生については研究指導教員に

よる学習指導を行っている。 

講義に関する学習相談に関しては，シラバスにオフィス・アワー，メールアドレス等を明記し，学生による教員

への相談などが活発に行われている。さらに，TAなどを活用することにより，学習支援の補助が適切に行われてい

る。また，学生の学習支援に関するニーズを把握するため，教育関連設備に関するアンケート調査，学生生活実態

調査などを実施し，予習・復習などの自主的な学習に対する指導体制，設備面の改善などを行っている。特に，講

義棟全体に対する空調設備，無線LANは，ほぼ完備し，図書館，Web教育教室は自習場所として有効に利用されて

いるほか，語学センター，情報メディア基盤センターなどの学内施設も，自学自習の場として利用されている。 

留学生に対する学習支援については，留学生センターにおける日本語の補講，チューター制度による支援を行っ

ている。外国人留学生の生活面における様々な支援は，留学生相談担当教員，チューターなどにより行われている。 

また，留学生後援会支援基金制度を設け，経済的な支援体制の充実も図っている。社会人学生に対しては，豊橋

駅前に授業が可能な「サテライト・オフィス」を設置した。 

障害を持つ学生については，チュータ制度の導入など，鋭意取り組んでおり，学習支援は適切に行うとともに，

身障者用トイレの設置など，バリアフリー化対策を積極的に進めている。 

 学生生活支援については，「何でも相談窓口」の設置，大学と課外活動団体，学友会との意見交換会を定期的に行

うことで多様化する学生のニーズについて，情報収集する機会を増やしている。また，学生生活実態調査により学
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生の生活面の要望を分析しており，学生の生活支援等に関するニーズの把握は適切に行われている。課外活動への

支援は，課外活動団体等との情報・意見交換会を定期的に実施することにより，学生からの要望等を聴取するとと

もに，大学と同窓会との連携を強化し，学生の諸活動に関する支援を行っている。 

就職支援については，就職担当教員を置くとともに，学生からの要望に応えた就職講座を実施し，就職活動支援

体制の整備・充実を図っている。以上のことから，相談・助言，支援体制は整備され，機能している。 

 学生の経済面に対する支援については，日本学生支援機構など各種奨学金制度に対する申請を推奨し，約４割の

学生が奨学金の貸与，もしくは給付を受けている。授業料の免除については，ほぼ前年並みの人数を確保している。 

 学生宿舎については，希望学生の約4割，499名に対して宿舎を提供している。 

 


