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設立の経緯

本学は「日本の写真技術の振興に寄与する人材を世に送り出し、国家の発展に貢献するためには

写真教育を行う専門の学校が必要である」という理想を提唱していた小西本店（現在のコニカミノル

タ株式会社）創始者、六代目 杉浦六右衞門が他界した後、その理想と遺志を後継した七代目 杉浦

六右衞門が東京府豊多摩郡代々幡町幡ヶ谷（現東京都渋谷区本町）の地に、「小西写真専門学

校」(旧制)を創立しました。

1923（大正12）年 小西写真専門学校創立

1926（大正15）年 東京写真専門学校へ改称

1944(昭和19）年 東京写真工業専門学校へ改称

1950（昭和25）年 新学制により東京写真短期大学として発足（東京都中野区）

1966（昭和41）年 東京写真大学工学部開設 （神奈川県厚木市）

1977（昭和52）年 東京工芸大学に改称

1994（平成6）年 短期大学部を改組し芸術学部を開設

歴史

沿革
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「時勢ノ必要ニ應ズベキ寫眞術ノ實技家及研究家ヲ養成シ併セテ

一般社會ニ於ケル寫眞術ノ向上發達ヲ圗ル」

（時勢の必要に応ずべき写真術の実技家及び研究家を養成し併せて

一般社会における写真術の向上発達を図る）

建学の精神

１９２３年に設立された小西写真専門学校の建学の精神
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2023年に創立100周年を迎える東京工芸大学では、創立者や初代校長の思いと大学の歴史の中

で脈々と受け継がれてきた教育研究活動のエッセンスを汲み取り、現在の東京工芸大学の全員が

持っておくべき理念として、従来の大学の基本理念を再定義し、以下のとおり「東京工芸大学の理

念」を2020年2月、新たに制定した。

東京工芸大学は

●テクノロジーとアートの融合を推進し、新たな価値を創造します。

●常に学生の知識・教養・人格の向上に努めます。

●人々のために、社会の発展のために貢献します。

東京工芸大学の理念
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教育目標

本学は、「東京工芸大学の理念」に基づき、以下に揚げる人材を育成するために、

学生ひとりひとりの個性を尊重し、可能性を最大限に伸ばす教育をします。

●テクノロジーとアートの力で、社会の発展のために貢献できる人

●自分の専門分野以外の事柄についても好奇心を持って学び、社会や産業界の変革

にも柔軟に対応することができる人

●人々の多様性を理解し、高いコミュニケーション能力とリーダーシップを持つ人

●生涯にわたって学び続け、知識・教養を高めるとともに、人々のために貢献する意志

を持つ人

●本学で学んだこと、身につけたことを自身の言葉で明確に語ることができる人
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目的及び使命

◆大学

本大学は、教育基本法に則り、学校教育法に定める大学として、工学・芸術の理論と

応用を教授・研究するとともに、広い基礎的視野・認識と高度の専門知識・能力をもち、

広く社会において指導的役割を担い得る人間性・感性豊かな人材を育成する。

（大学学則-目的及び使命より）

◆大学院

東京工芸大学大学院は，工学と芸術学に関する学術の理論及び応用を研究し，その

深奥を究めて，文化の進展に寄与することを目的とする。

（大学院学則-目的より）
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■東京都中野区

芸術学部（７学科）

大学院芸術学研究科（１専攻）

学生数：学部生大学院生合わせて約2,800名

専任教員数：８５名

■神奈川県厚木市

工学部工学科（1学科）

大学院工学研究科（４専攻）

学生数：学部生大学院生合わせて約1,850名

専任教員数：６０名

中野キャンパス

厚木キャンパス
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芸術学部

工学部

■メディア工学専攻 ■工業化学専攻

■建築学・風工学専攻 ■電子情報工学専攻

■工学科

■機械コース ■電気電子コース ■情報コース

■化学・材料コース ■建築コース

■写真学科 ■映像学科 ■デザイン学科

■インタラクティブメディア学科 ■アニメーション学科

■ゲーム学科 ■マンガ学科 ■基礎教育

■ハイパーメディア研究センター ■ナノ科学研究センター

■風工学研究センター ■連携最先端技術研究センター

大学院芸術学研究科 ■メディアアート専攻

芸術別科 写真技術専修（募集停止中）

情報処理教育研究センター

図書館

東
京
工
芸
大
学

大学院工学研究科

学部

大学院

色の国際科学芸術研究センター

現在の東京工芸大学



東京工芸大学について

10

法人事務局

庶務課

学
校
法
人
東
京
工
芸
大
学

監事

評議員会

理事会

東
京
工
芸
大
学

大学事務局

法人事務部 総務・企画課

財務・経理課

教育研究情報課

IR推進室

厚木キャンパス事務部

中野キャンパス事務部

教務課

学生課

就職支援課

入試課

管理課

教育研究支援課
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大学運営会議

DO

報告 指示・指導・支援

内部質保証委員会（学長）

◆課題の抽出
◆改善活動の進捗の確認

◆専門的な調査と審議◆自己点検・評価報告書の作成

課題改善部会 教学マネジメント部会自己点検・評価委員会

各学部・研究科・各部門

◆改善計画の策定、実行、報告

PLAN DO

ACTION CHECK

PLAN DO

ACTION CHECK

内部質保証のための全学的な
方針・手続きに基づく教学マネ
ジメントに関わる目標・計画等
の設定

各学部・各研究科その他の組
織に対する教学マネジメント

教学マネジメントの適切性、有
効性の検証

検証結果を基にした改善・向
上のための行動計画の作成、
運用へ

運営・支援

点検・評価の結果報告

内部質保証システム
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本学の自己点検・評価について具体的な方策について審議をする委員会

【構成メンバー】

自己点検・評価委員長、自己点検・評価副委員長（工学部教員１人、芸術学部教員１
人）、大学事務局長、法人事務部長、厚木キャンパス事務部長、中野キャンパス事務
部長、ＩＲ推進室長

【役割】
（１）自己点検・評価項目の設定
（２）自己点検・評価に関する報告書の作成
（３）自己点検・評価に関する結果の公表
（４）評価作業の進捗状況及び評価結果の内部質保証委員会への報告

自己点検・評価委員会
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【役割】
（１）内部質保証に係る課題の抽出
（２）内部質保証に係る各部門の改善活動の進捗状況の確認と支援
（３）内部質保証に係る各部門の改善活動の評価
（４）その他内部質保証に係る改善活動

【構成メンバー】
学長、自己点検・評価委員長、自己点検・評価副委員長、大学事務局長、ＩＲ推進室長

改善課題の抽出、計画の妥当性、進捗状況の確認、評価、改善活動

【自己点検・評価の周期】

1年サイクルでPDCAを回している。

課題改善部会
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教学マネジメントの確立に向けた方策について、専門的な調査審議を行う。

【役割】

（１）「三つの方針」を通じた学修目標の具体化

（２）授業科目・教育課程の編成・実施

（３）学修成果・教育成果の把握・可視化

（４）教学マネジメントを支える基盤の整備

（５）情報の公表

【構成メンバー】

学長、工学部長及び芸術学部長、工学部教務部長及び芸術学部教務部長、大学事務
局長、厚木キャンパス教務課長及び中野キャンパス教務課長、ＩＲ推進室長

教学マネジメント部会
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内部質保証に係る体制を全学的に統括する組織

【役割】

（１）内部質保証に係る方針の策定

（２）内部質保証に必要な体制の整備及び手続

（３）内部質保証システムの検証

（４）各部門の内部質保証を実現するために必要な運営及び支援

（５）改善課題の抽出と課題解決方針の策定

（６）内部質保証結果の公表

【構成メンバー】

学長、自己点検・評価委員長、自己点検・評価副委員長、工学部長、芸術学部長、工
学研究科長、芸術学研究科長、工学部教務部長、芸術学部教務部長、大学事務局長、
法人事務部長、ほか

内部質保証委員会
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責任体制とプロセス
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自己点検・評価の主体 ：自己点検・評価委員会（自己点検・評価委員長）

自己点検・評価の種類 ：①自己点検・評価 ②外部評価 ③認証評価

自己点検・評価の周期 ：自己点検・評価と外部評価は２年、認証評価は７年

【近年の取り組み】

2015（平成27）年 自己点検・評価報告書2014・2015編纂

2016（平成28）年 全学報告会（自己点検・評価報告書2014・2015について）

2017（平成29）年 自己点検・評価報告書2016・2017編纂

2018（平成30）年 全学報告会（自己点検・評価報告書2016・2017について）

2019（令和1）年 自己点検・評価報告書2018・2019編纂

2020（令和2）年 認証評価用自己点検・評価報告書2020の編纂

2021（令和3）年 大学基準協会による認証評価

自己点検・評価の取り組み
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【評価項目など】

○評価項目は、大学基準協会の評価項目に準じている

○報告書の構成「現状説明」 「長所・特色」 「問題点」 「全体のまとめ」

【目的】

教育と研究の質の向上を図るため「東京工芸大学点検・評価規程」に基づき、自己点検・評

価委員会のもとで２年毎に自己点検・評価報告書の編纂を行っている。

【自己点検・評価委員会の役割】

○スケジュールの作成、依頼（５月）

○校正（７月～１１月）

○「長所と特色」、「問題点」、「全体」のまとめについて記載内容の検討

○内部質保証委員会の承認（１２月）

①自己点検・評価 （自己点検・評価報告書）
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【主な内容】

前年度に編纂した自己点検・評価報告書を基に報告会を開催 （６月～７月）

②外部評価 （全学報告会）

開会の挨拶 自己点検・評価委員長

報告１（大学全体） 学長

報告２（工学部） 工学部長

報告３（芸術学部） 芸術学部長

報告４（管理・運営） 大学事務局長

質疑応答

外部講評１（工学部） 外部講評者１（他大学の工学系教員）

外部講評２（芸術学部） 外部講評者２（他大学の芸術系教員）

質疑応答

閉会の挨拶 学長
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大学運営会議

DO

報告 指示・指導・支援

内部質保証委員会（学長）

◆課題の抽出
◆改善活動の進捗の確認

◆専門的な調査と審議◆自己点検・評価報告書の作成

課題改善部会 教学マネジメント部会自己点検・評価委員会

各学部・研究科・各部門

◆改善計画の策定、実行、報告

PLAN DO

ACTION CHECK

PLAN DO

ACTION CHECK

内部質保証のための全学的な
方針・手続きに基づく教学マネ
ジメントに関わる目標・計画等
の設定

各学部・各研究科その他の組
織に対する教学マネジメント

教学マネジメントの適切性、有
効性の検証

検証結果を基にした改善・向
上のための行動計画の作成、
運用へ

運営・支援

点検・評価の結果報告

内部質保証システム
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No 章 課題
担
当

改善計画（Ｐｌａｎ） 実行（Do) 評価（Check) 改善（Action) 備考
2021年度

継続／新規
改善計画(Plan)に対する課
題改善部会コメント<参考>

7

6

5

4

3

2

1

「内部質保証に係る課題」改善報告書
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自己点検・評価報告書の問題点

改善課題・改善勧告

第２次中期計画 実施計画

改革総合支援事業

課題の抽出

（課題改善部会）

改善課題

課題の抽出
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○学内で定期的に行う点検・評価

『「内部質保証に係る課題」改善報告書』というシートを用いて点検・評価を行っている。

課題改善部会

内部質保証委員会

学部・委員会・部署

課題の抽出

1 2

3 4

5 6

7 8 9

10 11

12 13

14

3月～4月 4月～5月 12月 1月 3月
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改善計画（Plan）

ルーブリック及び学修ポートフォリオの利用率100％を目指す。

個別に利用を促すこと以外の利用率アップの方策について
2021年度の教務委員会で検討する。

2020年度の改善（Action）での記述に「学生のルーブリック利
用率を把握するシステムは最終調整中で2021年度前期中に
運用開始予定。」とあります。このことについて改善計画に組
み入れて実施してください。
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評価（Check）と改善（Action）

個別に利用を促すこと以外の利用率アップの方策につい
て2021年度の教務委員会で検討する。

ルーブリック集計ツールを開発して運用できている。ルー
ブリックの使用率について調査し、教務委員会に報告し
た。

課題にある「利用率100%を目指す」に対して、今年度どの
程度まで利用率が上がったのか検証をお願いします
（100%であれば今年度で課題終了と判断できます）。

もし目標が達成できていないのであれば、問題点の抽出、
課題の検討をお願いします。

利用率は前期・通年科目で32.8%、後期科目で5.6%であっ
た。
利用率の向上を目指すことはルーブリック導入当初から
課題だったが、解決に至っていない。2022年度に向けて、
実施の必要性も含めた抜本的な見直しを検討する。

P

D

C

A
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【実行（D）】ルーブリックの活用は授業外学習の促進と密接に関わるため、授業外学習活性促進依頼と合わせて学生の

ルーブリック活用促進の取り組みについても依頼した。また、次年度の履修要項にルーブリックの仕組みと使い方をガ

イド的に記載して、学生への周知を図る。また、「卒業時における学修成果の自己評価に関するアンケート」結果につい

ては、次年度向けにカリキュラム変更やシラバスを修正する際の検討材料とする。

【評価（C)】 計画にある周知の結果としてルーブリックの活用がどれくらい向上したのか検証をお願いします。また、卒業時のアンケートは、

課題にある「学修達成度を客観的に評価する仕組み」とは言えないと考えます。アセスメント・ポリシーを踏まえ、より客観性のある仕組み

の構築に向けて検討をお願いします。

【課題】基礎系科目、スキル修得系科目を中心に学生自身が学習達成度を確認しながら効果的に学修ができるよう、ルーブリックを活用す

る。なお、芸術学部の特性やカリキュラムに合った学修達成度を客観的に評価する仕組みの構築を検討する。

【改善計画（P）】ルーブリックはシラバスからリンクするかたちで運用しているが、個々の科目の達成度を測定するツールとして学生への

ルーブリックの活用の周知を強化する。最終的な学修達成度評価のツールとしては「卒業時における学修成果の自己評価に関するアン

ケート」を活用する。

【改善（A）】在学生向けに実施している「学習成果の自己評価アンケート」にルーブリックの活用に係る設問を追記し、活用度合いを検証す

る。

【コメント】 計画にある「活用」をどのように「仕組みの構築」につなげるのか明確ではありません。実行(Do)においては、そうした点を踏まえ

て取り組みをお願いします。
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内部質保証に係る改善課題報告 （評価項目別）

評価項目 評価の視点 課題の抽出 成果 自己評価 担当教員等

1

理
念
・目
的

（１）大学の理念・目的を適切に設定して
いるか。また、それを踏まえ、学部・研究
科の目的を適切に設定しているか。

〇学部においては、学部、学科又は課程
ごとに、研究科においては、研究科又は
専攻ごとに設定する人材育成その他の教
育研究上の目的の設定とその内容

学長
学部長
研究科長

〇大学の理念・目的と学部・研究科の目
的の連関性

（２）大学の理念・目的及び学部・研究科
等の目的を学則又はこれに準ずる規則
等に適切に明示し、教職員及び学生に周
知し、社会に対して公表しているか。

〇学部においては、学部、学科又は課程
ごとに、研究科においては、研究科又は
専攻ごとに設定する人材育成その他の教
育研究上の目的の適切な明示

〇教職員、学生、社会に対する刊行物、
ウェブサイト等による大学の理念・目的、
学部・研究科の目的等の周知及び公表

（３）大学の理念・目的、各学部･研究科に
おける目的等を実現していくため、大学と
して将来を見据えた中・長期の計画その
他の諸施策を設定しているか。

〇将来を見据えた中・長期の計画その他
の諸施策の設定
・認証評価の結果等を踏まえた中・長期
の計画等の策定
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大
学
運
営
会
議

教
授
総
会

教務委員会

学生委員会

就職委員会

教務課

学生課

就職支援課

理
事
会
・
評
議
員
会 ・

・
・

組織運営

法人 大学
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理事長・学長

中期計画 中期計画実施計画

教授総会大学運営会議等

工学部長、芸術学部長

委員会・各部署

中期計画と内部質保証の関連

内部質保証委員会 課題改善部会

中期計画実施計画から抽出した課題
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今後に向けて１

●内部質保証システムの有効性の検証
・方針、規程は整備した。
・方針と規定に則った改善と向上のための活動を行っている。
・活動に対し検証を行い、改善している。

●学修成果の把握と可視化

・アンケートの実施と集計
・GPAや修得単位数等とのクロス集計
・教務や入試等各部署へ分析結果の提供
・内部質保証に係る会議における検討

⇒内部質保証システムの有効性について
検証方法の検討

⇒ディプロマ・ポリシーや教育目標に明示したことを可視化し、学修成果を把握すること
ができているか
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今後に向けて２

No 調査名称 目的 把握項目

1 新入生アンケート
学修目標及びカリキュラム内容の理解、入学の目的、卒業後の目
標等、新入生の入学式の本学への理解度、意欲を調査する。

入学時の大学での学びに対する意識、自身の
大学での目標やその先の将来像についてイ
メージできているか把握する

2 新入生基礎調査
基礎的な筆記試験により学生の入学時の基礎学力を把握する。結
果を英語、物理の習熟度別クラス分けに利用する。

数学、英語、国語、理科の基礎学力

3 GPSアカデミック
問題を解決するために必要な力を多面的に測定、分析する。学生
への動機づけ、大学教育の成果検証、キャリア教育などで活用す
る。

思考力、姿勢・態度、経験、学生意識調査など

4 授業評価アンケート
教育の質の向上を目的とし、学生による「授業評価アンケート」を
継続的に実施すると共にアンケート結果を学生・教員に公表し、授
業改善の一助とする。

授業への評価（授業計画、内容、説明の仕方
などの運営）

5 学生生活に関するアンケート
事前学習、事後学習時間、アルバイト時間等学生の日常生活に関
する調査を行う。
学生の授業以外の学修時間を把握する。

１日当たりの自習時間
予習復習を行っているか

6 卒業時アンケート
本学が提供している教育による学修成果を、卒業時点において学
生自身がどのように自己評価しているかを把握することにより、今
後のカリキュラム改善等の参考資料として役立てる。

DPに定めた学修目標を身につけているか

7 卒業生アンケート

本学が学生に提供している教育が卒業生からどのように評価され
ているかを検証するために実施する。得られた回答は、今後カリ
キュラム改善等の参考資料として役立てる。なお、継続的な検証を
行うため、本アンケートは４年ごとに実施する。

卒業後の進路、本学の教育が役立っているか、
カリキュラムが有用であったか等
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今後に向けて３

●学修成果の把握と可視化

・アンケートの実施と集計
・GPAや修得単位数等とのクロス集計

⇒芸術学部の学修成果の把握と可視化の手法の検討

1.メディア芸術を基盤とした各分野の専門的な知識を有している。
2.作品を制作するための各分野の専門的な技能を有している。
3.多様な人々、社会、文化に関する幅広い知識と教養を有している。
4.コミュニケーション力や論理的思考力等の汎用的な技能を有している。
5.リーダーシップやメンバーシップ等の社会で必要な態度を有している。
6.これまで修得した知識・技能・態度を総合して、新たな提案、表現ができる創造力を有
している。
7.自ら継続的に学び、自己を成長させる志向性を有している。
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自己点検・評価報告書の作成に際し準備した資料

1 自己点検・評価報告書 作成スケジュールと作成要領

2 自己点検・評価報告書の作成における留意事項

3 自己点検・評価報告書フォーマット

4 評価項目と執筆者一覧

5 評定一覧表 様式04

6 大学基礎データ 様式05

7 根拠資料の提出について

8 提出資料一覧 様式08-1-1

9 提出資料（ウェブ）URL一覧 様式08-1-2

10 自己点検・評価報告書（前回作成）

11 評価資料の準備チェックシート
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○留意事項の配布

○根拠資料の提出について

資料の名称 ウェブ 資料番号
キャンパスガイド第1章（建学の精神　基本理念　使命・目的） 1
大学ホームページ（建学の精神・基本理念） ○ 2

１　理念・目
的

資料の名称 資料番号 URL
大学ホームページ（建学の精神・基本理念） 2 https://www.t-kougei.ac.jp/guide/philosophy/１　理念・目

的

①報告書原稿への根拠資料の明記

（２）大学の理念・目的及び学部・研究科等の目的を学則又はこれに準ずる規則等に適切に明示し、教職員及び学生に周知し
、社会に対して公表しているか。

大学の理念・目的は、大学学則及び大学院学則で定めるとともに全教職員及び学生に配付するキャンパスガイド（ガイ
ドブック）（資料１）で周知しているほか、ホームページに掲載し（資料２）、社会に対し広く公表している。

（自己点検・評価報告書2019・2020 P4 抜粋（一部省略））

②提出資料一覧（様式08-1-1、様式08-1-2）に必要事項を入力
・提出資料一覧（様式08-1-1）

・提出資料（ウェブ）URL一覧（様式08-1-2）

自己点検・評価報告書の作成に際し準備した資料
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【事前相談を受けてから】

・大学全体の視点からの書き直し

・目的と効果を意識した書き直し

自己点検・評価報告書の確認の際に気を付けたこと

1 「評価の視点」に沿って記述しているか

2 根拠資料が適切に用意されているか

3 「現状説明」から「まとめ」までの間に矛盾はないか

4 第三者が読んでもわかる記述になってるか

5 事実の羅列に留まっていないか

6 古い記述が残っていないか

7 根拠資料と報告書に齟齬はないか

8 語句にばらつきがないか

9 過度な形容詞、副詞の使用はないか
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１．事前準備

① 実地調査のスケジュール案の作成（IR推進室）

② 質問事項への回答案の作成依頼 （IR推進室⇒各部署）

③ 質問事項への各部署の回答内容と根拠資料の検討（IR推進室）

④ 事前説明会の開催 （IR推進室）

⑤ 学長プレゼン内容の検討 （IR推進室⇔学長）

⑥ 学生インタビューの依頼 （IR推進室⇒各部署）

⑦ 施設見学（IR推進室⇒中野キャンパス庶務課）

実地調査に向けた準備

２．実地調査当日

①オンライン調査への準備

②会場の準備

自己点検・評価報告書、大学基礎データ、提出書類

大学案内、学生募集要項など
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これから評価を受ける方へ

●認証評価は改善と向上への良い機会

●内部質保証への学内意識の醸成

●担当者の苦労

●まとめ


