教員個人評価項目一覧

教 育

産業技術学部

保健科学部

障害者高等教育研究支援センター

Ａ）教育活動の領域の評価項目
Ａ－１）教育の体制・組織への貢献
○教育体制の組織化･改善への貢献:A11
A111 研究科・先行・学部・学科等の組織化への貢献
A112 教育体制の策定・改善作業への貢献
Ａ－２）教育の実績（社会人･留学生教育を含む）
○学生募集（入試等）に関わる実績：A21
A211 入試問題作成，採点作業への貢献
A212 学生募集のための教育活動（高校，聾学校,親の会等での
大学説明,授業,講演,セミナー活動等）
○学部教育の実績（担当科目,実働単位数,卒論指導,セミナー等）：A22
A221 教養教育系科目担当（単位数,申告学生数,単位修得者数
等）
A222 専門教育系科目担当（単位数,申告学生数,単位修得者数
等）
A223 卒業研究指導学生数，卒業者数
A224 カリキュラムの新規作成・改善実績
A225 教材・教科書作成実績
A226 学部学生担任活動
A227 担当授業時間数
A228 低学力の学生に対する取り組み(補習の実施等)
○ 国家試験等対応の教育実績：A23
Ａ－３）教育の改善実績
○ 教育内容評価実績（シラバスの妥当性等）A31
○ 公開授業，授業研究会の実施:A32
○ 障害に配慮した教育方法への取り組み:A33
○ ＦＤの企画･運営，受講実績:A34
○ 学生評価実績(学生アンケート等):A35
○ ＧＰへの取り組み等:A36
Ａ－４）その他の教育実績
○ 国内外の他大学,公的,準公的機関における非常勤講師等：A41
○ 国内外の他大学博士審査員：A42
○ 国内外への講義配信：A43
○ 留学生教育（教育の実績：Ａ2 を除いた付加的な教育実績で
あり，受入れ状況に依存する）：A44
○ 工場・社会見学等（インターンシップ，ボランティア）の課
外教育指導：A45
○ 進路指導(就職，進学):A46

Ａ）教育活動の領域の評価項目
Ａ－１）教育の体制・組織への貢献
○教育体制の組織化･改善への貢献:A11
A111 研究科・先行・学部・学科等の組織化への貢献
A112 教育体制の策定・改善作業への貢献
Ａ－２）教育の実績（社会人･留学生教育を含む）
○学生募集（入試等）に関わる実績：A21
A211 入試問題作成，採点作業への貢献
A212 学生募集のための教育活動（高校，特別支援学校,親の
会等での大学説明,授業,講演,セミナー活動等）
A213 学生募集のための実践活動(高校,特別支援学校,親の
会等での学生募集活動等)
A214 大学センター試験への貢献
○学部教育の実績（担当科目,実働単位数,卒論指導,セミナー等）：A22
A221 教養教育系科目担当（単位数,申告学生数,単位修得者数
等）
A222 専門教育系科目担当（単位数,申告学生数,単位修得者数
等）
A223 卒業研究指導学生数，卒業者数
A224 カリキュラムの新規作成・改善実績
A225 教材・教科書作成実績
A226 学部学生担任活動
A227 担当授業時間数
A228 低学力の学生に対する取り組み(補習の実施等)
○ 国家試験等対応の教育実績：A23
Ａ－３）教育の改善実績
○ 教育内容評価実績（シラバスの妥当性等）A31
○ 授業公開，授業研究会の実施:A32
○ 障害に配慮した教育方法への取り組み:A33
○ 障害に配慮した生活指導への取り組み:A34
障害学生に対する生活指導（例えば、学生の障害に応じた相談
と適切な指導及び就職相談など）A34
○ 障害に配慮した生活指導への取り組み:A35
障害に関する環境整備（障害補償機器を含む）A35
○ ＦＤの企画･運営，受講実績:A36
○ 学生評価実績(学生アンケート等):A37
○ ＧＰへの取り組み等:A38
Ａ－４）その他の教育実績
○ 国内外の他大学,公的,準公的機関における非常勤講師等：

Ａ）教育活動の領域の評価項目
Ａ－１）教育・支援の体制・組織への貢献
○教育・支援体制の組織化･改善への貢献:A11
A111 支援センターとしての教育･支援体制の組織化への貢
献
A112 教育・支援体制の策定・改善作業への貢献
Ａ－２）教育・支援の実績（社会人･留学生教育を含む）
○学生募集（入試等）に関わる実績：A21
A211 入試問題作成，採点作業への貢献
A212 学生募集のための教育活動（高校，特別支援学校,親
の会等での大学説明,授業,講演,セミナー活動等）
○学部教育の実績：A22
A221 教養教育系科目担当
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A222 カリキュラムの新規作成・改善実績
A223 教材・教科書作成実績
A224 学部学生担任活動
A225 低学力の学生に対する取り組み(補習の実施等)
○ 学部教育の相談支援：A23
A231 障害補償技術に関する個別相談またはそれに関わる
検査の実施
A232 学生相談・支援活動
A233 課外活動・相談
A234 学生就職指導
○ 国家試験等対応の教育実績：A24
Ａ－３）教育の改善実績
○ 教育内容評価実績（シラバスの妥当性等）A31
○ 授業公開，授業研究会の実施:A32
○ 障害に配慮した教育方法への取り組み:A33
A331 障害に配慮した教育方法への取り組み
A332 教育・情報保障等のスキル習得
A333 教育・情報保障等のスキル指導
A334 教育・情報保障等のスキル研修会開催
○ ＦＤの企画･運営，受講実績:A34
○ 学生評価実績(学生アンケート等):A35
○ 情報補償に関する支援実績：A36
A361 手話、字幕、点字など情報保障支援の実施
A362 学内行事における情報保障支援の実施
A363 情報保障支援に関するコンサルテーション

研 究

Ｂ）学術・研究活動の領域の評価項目
Ｂ－１）学術・研究の体制への貢献
○ 学術分野，研究分野の創出への貢献(研究水準項目):B11
○ 学会・学術団体の学術研究活動への貢献:B12
○ 外部の研究所，センター等への貢献:B13
Ｂ－２）学術・研究の実績
○ 研究成果の公表（研究水準項目）:B21
B211 査読付き学術論文
B212 査読無し学術誌等への発表
B213 解説等学術文献
B214 専門書出版
B215 国際会議発表
B216 国内会議発表
B217 招待後援（基調，招待，選抜等）
B218 各種研究・調査報告書
B219 テクノレポート
B21a 招待･公募作品又は設計･企画
B21b 上記以外各種創作物,設計企画報告書:B21b
○ 技術の創出（研究水準項目）B22
B221 特許，実用新案等の出願，取得
B222 感覚障害に関する情報保障システムの構築
○ 評価業績（研究水準項目）:B23

A41
A364 情報保障のためのシステム開発の実施
○ 国内外の他大学博士審査員：A42
A365 情報保障のためのシステム運用実績
○ 国内外への講義配信：A43
○ ＧＰへの取り組み等:A37
○ 留学生教育（教育の実績：Ａ2 を除いた付加的な教育実績
A371 特色ＧＰや学生支援ＧＰ・教育支援に関わる概算要
であり，受入れ状況に依存する）：A44
求プロジェクトなどの申請
○ 病院・企業･社会見学等（インターンシップ，ボランティア）
A372 特色ＧＰや学生支援ＧＰ・教育支援に関わる概算要
の課外教育指導：A45
求プロジェクトなどの実施
○ 進路指導(就職，進学):A46
Ａ－４）その他の教育実績
Ａ－５）東西医学統合医療センター部門に関する項目 A:5（東西
○ 国内外の他大学,公的,準公的機関における非常勤講師
医学統合医療センター部門の教員のみ）
等：A41
○医療センターにて定期的に外来診療を行っている。A51
○ 国内外の他大学博士審査員：A42
○患者数増加につながるような診療上の工夫している。A52
○ 国内外への講義配信：A43
○専門外来等，診療内容の質の向上につとめている。A53
○ 留学生教育（教育の実績：Ａ2 を除いた付加的な教育実
○外部医療機関からの紹介患者の受け入れ。A54
績であり，受入れ状況に依存する）
：A44
○診療業務を学術活動に反映している。A55
○ 研修生・実習生の指導（教育の実績：Ａ2 を除いた付加
○鍼灸施術（又は医師）部門との連携。A56
的な教育実績であり，受入れ状況に依存する）: A45
○臨床実習での学生に対する臨床医学の指導。A57
○ 施設・社会見学等（インターンシップ，スポーツ大会，
ボランティア）の課外教育指導：A46
○ 進路指導(就職，進学):A47
○ 国際交流活動の支援: A48
A481 学生の国際交流活動の企画
A482 国際交流活動における引率
Ｂ）学術・研究活動の領域の評価項目
Ｂ）学術・研究活動の領域の評価項目
Ｂ－１）学術・研究の体制への貢献
Ｂ－１）学術・研究の体制への貢献
○ 学術分野，研究分野の創出への貢献(研究水準項
○ 学術分野，研究分野の創出への貢献(研究水準項目):B11
目):B11
○ 学会・学術団体の学術研究活動への貢献:B12
○ 学会・学術団体の学術研究活動への貢献:B12
○ 外部のセンター，研究所等への貢献:B13
○ 外部のセンター，研究所等の組織化への貢献:B13
Ｂ－２）学術・研究の実績
Ｂ－２）学術・研究の実績
○ 研究成果の公表（研究水準項目）:B21
○ 研究成果の公表（研究水準項目）:B21
B211 審査付き学術論文
B211 審査付き学術論文
B212 審査無し学術誌等への発表
B212 審査無し学術誌等への発表
B213 解説等学術文献
B213 解説等学術文献
B214 専門書出版
B214 専門書出版
B215 国際会議発表
B215 国際会議発表
B216 国内会議発表
B216 国内会議発表
B217 招待後援（基調，招待，選抜等）
B217 学会における招待後援（基調，招待，選抜等）
B218 各種研究・調査報告書
B218 各種研究・調査報告書
B219 テクノレポート
B219 テクノレポート
○ 技術の創出（研究水準項目）B22
B21a 招待･公募作品又は設計･企画
B221 特許，実用新案等の出願，取得
B222 感覚障害に関する情報保障システムの構築
B21b 上記以外各種創作物,設計企画報告書:B21b
○ 評価業績（研究水準項目）:B23
○ 技術の創出（研究水準項目）B22
B231 学位(修士)取得等の学歴
B221 特許，実用新案等の出願，取得
B232 褒賞等の受賞
B222 受賞等の報道機関を通じての発表
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B231 学位(博士)取得等の学歴
B232 褒賞等の受賞
B233 特別学会員・フェロー等の認定
○ 研究構想の創出（外部資金獲得等）:B24
B241 文部科学省科学研究費,他省庁研究助成金等
B242 学内教育研究等高度化推進事業
B243 産業技術学部研究等推進事業
B244 奨学寄付金,受託･共同研究
B245 寄付講座･研究部門開設への寄与
B246ＴＬＯ整備，特許料収入，工業所有権等
○ 研究成果の実用化（企業化，ベンチャー設立等）：B25
○ 研究支援（研究協力，研究支援センター等）実績：B26
B261 学内外共通基盤の整備
B262 学内外共通基盤の管理・運営
B263 学内外ルールの策定
B264 情報処理通信センター業務
○ 国内外の他大学，公的，準公的機関における研究歴：B27

社会貢献

B233 特別学会員・フェロー等の認定
○ 研究構想の創出（外部資金獲得等）:B24
B241 文部科学省科学研究費,他省庁研究助成金等
B242 学内教育研究等高度化推進事業
B243 保健科学部研究等推進事業
B244 奨学寄付金,受託･共同研究
B245 寄付講座･研究部門開設への寄与
B246ＴＬＯ整備，特許料収入，工業所有権等
○ 研究成果の実用化（企業化，ベンチャー設立等）：B25
○ 研究支援（研究協力，研究支援センター等）実績：B26
B261 学内外共通基盤の整備
B262 学内外共通基盤の管理・運営
B263 学内外ルールの策定
B264 情報処理通信センター業務
○ 国内外の他大学，公的，準公的機関における研究実績：
B27

B223 学内外情報保障基盤設備の設計、開発業務
○ 評価業績（研究水準項目）:B23
B231 学位取得等の学歴
B232 褒賞等の受賞
B233 特別学会員・フェロー等の認定
○ 研究構想の創出（外部資金獲得等）:B24
B241 文部科学省科学研究費,他省庁研究助成金等
B242 学内教育研究等高度化推進事業
B243 障害者高等教育研究支援センター等研究推進事業
B244 奨学寄付金,受託･共同研究
B245 寄付講座･研究部門開設への寄与
B246ＴＬＯ整備，特許料収入，工業所有権等
○ 研究成果の実用化（企業化，ベンチャー設立等）：B25
B251 研究成果の実用化（企業化，ベンチャー設立等）
B252 開発した機器・システムの実用化
○ 研究支援（研究協力，研究支援センター等）実績：B26
B261 学内外共通基盤の整備
B262 学内外共通基盤の管理・運営
B263 学内外ルールの策定
B264 情報処理通信センター業務
○ 国内外の他大学，公的，準公的機関における研究：B27

Ｃ）社会・国際貢献活動の領域の評価項目
Ｃ）社会・国際貢献活動の領域の評価項目
Ｃ－１）学術・研究の間接的な社会効果
Ｃ－１）学術・研究の間接的な社会効果
○ 共同研究者や博士研究員等を通して，新技術・製品の創出，
○ 共同研究者や博士研究員等を通して，新技術・製品の創
技術・製品の改善，知的財産の形成，生活基盤の強化，地
出，技術・製品の改善，知的財産の形成，生活基盤の強
域との連携・協力の推進，政策形成，国際社会等への間接
化，地域との連携・協力の推進，政策形成，国際社会等
的寄与：C11
への間接的寄与：C11

Ｃ）社会・国際貢献活動の領域の評価項目
Ｃ－１）他大学・教育機関に対する教育支援
○ 他大学・機関を対象とした教育活動：C11
C111 他大学・機関からの障害補償に関する相談対応
C112 他大学・機関におけるＦＤ・ＳＤ開催支援
C113 他大学・機関を対象とした情報保障支援活動（手話・
点字・字幕など）
C114 他大学・機関の支援体制充実を目指したネットワー
ク構築
○ 小・中・高校，特別支援学校等における教育支援: C12
C121 小・中・高校、特別支援学校教員からの相談対応
C122 小・中・高校、特別支援学校等における出張講義
C123 小・中・高校、特別支援学校の生徒を対象とした指
導
C124 小・中・高校、特別支援学校を対象とした情報保障
支援活動（手話・点字・字幕など）
○ 一般市民，障害者，障害教育関係者を対象とした教育
活動:C13
C131 一般市民,障害者,障害教育関係者を対象とした教育
支援活動
○ 企業の障害者雇用に関わる教育活動:C132
C132 一般の企業等を対象とした教育支援活動

Ｃ－２）学外審議会，委員会等，その他公的社会活動
○ 国，地方団体等における審議会，委員会委員：C21
○ 競争的資金に関する審査員，委員：C22
○ 大学評価学位授与機構，ＪＡＢＥＥ等の審査員：C23
○ 国内外の大学，公的，準公的機関の外部評価委員：C24
○ 国内外の権威ある団体の会員，委員：C25
Ｃ－３）学会・学術団体等
○ 学会等における会長，理事，代議員，各種委員等：C31
○ 学術誌の編集委員：C32
○ 学術誌の論文査読：C33
Ｃ－４）社会人教育等
○ 一般市民，障害者，障害教育関係者を対象とした教育活
動:C41
○ 高校，聾学校等における出張講義:C42
○ 啓蒙書の出版：C43

Ｃ－２）学外審議会，委員会等，その他公的社会活動
○ 国，地方団体等における審議会，委員会委員：C21
○ 競争的資金に関する審査員，委員：C22
○ 大学評価学位授与機構，ＪＡＢＥＥ，国家試験委員等の
審査員：C23
○ 国内外の大学，公的，準公的機関の外部評価委員：C24
○ 国内外の権威ある団体の会員，委員：C25
Ｃ－３）学会・学術団体等
○ 学会等における会長，理事，代議員，各種委員等：C31
○ 学術誌の編集委員：C32
○ 学術誌の論文査読：C33
Ｃ－４）社会人教育等
○ 一般市民，障害者，障害教育関係者を対象とした教育活
動:C41
○ 高校，特別支援学校等における出張講義:C42
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Ｃ－５）外部団体の学術集会・研究会・講演会等
○ 国際，国内会議の主催，委員，座長：C51
○ 公開講座，オープンキャンパスの開催：C52
○ 国際協力（ＪＩＣＡ，ＪＳＰＳ等）
：C53
○ 新聞その他メディアへの発表，発言：C54

○ 啓蒙書の出版：C43
Ｃ－５）外部団体の学術集会・研究会・講演会等
○ 国際，国内会議の主催，委員，座長：C51
○ 公開講座，オープンキャンパスの開催：C52
○ 国際協力（ＪＩＣＡ，ＪＳＰＳ等）
：C53
○ 新聞その他メディアへの発表，発言：C54

○ 障害者団体・ボランティア団体への支援・教育活動:
C133
C133 障害者団体・ボランティア団体等を対象とした教育支
援活動
○ 支援・啓発コンテンツの作成: C134
C134 支援・啓発コンテンツの作成
C135 障害補償のための機器・システム開発の実施
○ シンポジウム・ワークショップの企画: C136
Ｃ－２）学術･研究の間接的な社会効果
○ 新技術・製品の創出，技術･製品の改善，知的財産の形
成，生活基盤の強化，地域との連携･協力の推進，政策
形成，国際社会等への間接的寄与：C21
Ｃ－３）学外審議会，委員会等，その他公的社会活動
○ 国，地方団体等における審議会，委員会委員：C31
○ 競争的資金に関する審査員，委員：C32
○ 大学評価学位授与機構，ＪＡＢＥＥ等の審査員：C33
○ 国内外の大学，公的，準公的機関の外部評価委員：C34
○ 国内外の権威ある団体の会員，委員：C35
Ｃ－４）学会・学術団体等
○ 学会等における会長，理事，代議員，各種委員等：C41
○ 学術誌の編集委員：C42
○ 学術誌の論文査読：C43
Ｃ－５）外部団体の学術集会・研究会・講演会等
○ 国際，国内会議の主催，委員，座長：C51
○ 公開講座，オープンキャンパスの開催：C52
○ 国際協力（ＪＩＣＡ，ＪＳＰＳ等）
：C53
○ 新聞その他メディアへの発表，発言：C54

その他

Ｄ）組織運営･管理の領域の評価項目
Ｄ－１）活動実績（職名・機関等）
○ 学内組織運営管理：D11
D111 中期計画,年度計画策定及び推進業務
D112 大学広報活動業務
D113 入試運営管理業務
D114 学科・専攻運営管理業務
D115 部局運営管理業務
D116 大学運営管理業務
D117 各種委員会委員業務
D118 安全管理業務
○ 学生対応業務：D12
D121 学生相談･支援活動
D122 課外活動相談
D123 学生就職指導

Ｄ）組織運営･管理の領域の評価項目
Ｄ－１）活動実績（職名・機関等）
○ 学内組織運営管理：D11
D111 中期計画,年度計画策定及び推進業務
D112 大学広報活動業務
D113 入試運営管理業務
D114 学科・専攻運営管理業務
D115 部局運営管理業務
D116 大学運営管理業務
D117 各種委員会委員長，委員
D118 安全管理業務
○ 学生対応業務：D12
D121 学生相談･支援活動
D122 課外活動相談
D123 学生就職指導
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Ｄ）組織運営･管理の領域の評価項目
Ｄ－１）活動実績（職名・機関等）
○ 学内組織運営管理：D11
D111 中期計画,年度計画策定及び推進業務
D112 大学広報活動業務
D113 入試運営管理業務
D114 学科・専攻運営管理業務
D115 部局運営管理業務
D116 大学運営管理業務
D117 各種委員会委員長，委員
D118 安全管理業務
D119 学内外情報保障基盤設備の運用および運用のための
支援業務
D120 学内外情報保障基盤設備の改善業務
○ 各種資格（教員免許状等）の取得：D13

○ 各種資格（危険物取扱者免許状等）の取得：D13
○ 教員組織･後援会活動業務:D14
Ｄ141 労働組合幹事業務
Ｄ142 後援会支援業務
D143 懇親会幹事業務
Ｄ－２）資金運用管理実績
○ 予算運用管理：Ｄ21
○ 外部資金調達・運用管理：Ｄ22
D221 概算要求の申請
D222 外部資金調達・運用管理
Ｄ－３）人事管理実績
○ 教育スタッフ管理（ＴＡ等）：Ｄ31
○ 研究スタッフ管理（ＲＡ,研究支援員）：Ｄ32
○ 教員選考委員会業務：Ｄ33
○ 部局長等選挙管理委員会業務：Ｄ34
Ｄ－４その他本学及び学部等が必要に応じて設定する項目

○ 各種資格（危険物取扱者免許状等）の取得：D13
○ 教員組織･後援会活動業務:D14
Ｄ141 労働組合幹事業務
Ｄ142 後援会支援業務
D143 懇親会幹事業務
Ｄ－２）資金運用管理実績
○ 予算運用管理：Ｄ21
○ 外部資金調達・運用管理：Ｄ22
D221 概算要求の申請
D222 外部資金調達・運用管理
Ｄ－３）人事管理実績
○ 教育スタッフ管理（ＴＡ等）：Ｄ31
○ 研究スタッフ管理（ＲＡ,研究支援員）：Ｄ32
○ 教員選考委員会業務：Ｄ33
○ 部局長等選挙管理委員会業務：Ｄ34
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D131 各種資格(危険物取扱者免許状等)の取得
D132 各種資格(教員免許状等)の取得
○ 教員組織･後援会活動業務:D14
Ｄ141 労働組合幹事業務
Ｄ142 後援会支援業務
D143 懇親会幹事業務
Ｄ－２）資金運用管理実績
○ 予算運用管理：Ｄ21
○ 外部資金調達・運用管理：Ｄ22
D221 概算要求の申請
D222 外部資金調達・運用管理
Ｄ－３）人事管理実績
○ 教育スタッフ管理：Ｄ31
D311 非常勤講師管理
D312 教育スタッフ管理(ＴＡ・チュータ等)
○ 研究スタッフ管理（ＲＡ,研究支援員）：Ｄ32
○ 教員選考委員会業務：Ｄ33
○ 部局長等選挙管理委員会業務：Ｄ34
Ｄ－４その他本学及び学部等が必要に応じて設定する項目
○ 学外見学者への対応:Ｄ41
○ 自己啓発: Ｄ42
D42 聴覚障害者・視覚障害者に関する動向の把握

