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学校法人片柳学園

大学案内（最新のもの）
【資料 F-2】

東京工科大学

大学案内 2015

東京工科大学

大学院案内

大学学則、大学院学則
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東京工科大学学則
東京工科大学大学院学則
学生募集要項、入学者選抜要綱（最新のもの）
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2014 年度

公募推薦入学募集要項

2014 年度

外国人留学生募集要項
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編入学一般選抜募集要項

平成 26 年度

一般入試・社会人入試募集要項（大学院）

平成 26 年度

学内推薦入試

募集要項（大学院）

学生便覧、履修要項
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学生便覧
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学生便覧
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大学院学生便覧

平成 26 年度（2014 年度）
平成 26 年度（2014 年度）

平成 26 年度（2014 年度）

各学部シラバス、大学院シラバス
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基準 1．使命・目的等
基準項目
コード

該当する資料名及び該当ページ

1-1．使命・目的及び教育目的の明確性

備考

基礎資料【資料 F-2】、

1-2．使命・目的及び教育目的の適切性

【資料 F-3】、
【資料 F-5】
をエビデンスとする。

1-3．使命・目的及び教育目的の有効性
【資料 1-3-1】

理念とミッション

【資料 1-3-2】

大学の理念と運営

【資料 1-3-3】

東京工科大学－実学主義を掲げて－

【資料 1-3-4】

ホームページ

【資料 1-3-5】

アドミッションポリシー

【資料 1-3-6】

カリキュラムポリシー

【資料 1-3-7】

ディプロマポリシー

【資料 1-3-8】

東京工科大学組織図

東京工科大学基本理念

基準 2．学修と教授
基準項目
コード

該当する資料名及び該当ページ

2-1．学生の受入れ
【資料 2-1-1】

進学説明会

【資料 2-1-2】

進学相談会

【資料 2-1-3】

高等学校訪問実行数

【資料 2-1-4】

高等学校出張授業

【資料 2-1-5】

オープンキャンパス集計表
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【資料 2-1-6】

大学院の教育指針

【資料 2-1-7】

2014 入試ＮＡＶＩ[入試ナビゲーション]

2-2．教育課程及び教授方法
【資料 2-2-1】
【資料 2-2-2】

基礎教育の指針(2009)
教養教育の指針－東京工科大学国際教養スタンダードに向け
て－2014

【資料 2-2-3】

授業点検シート

【資料 2-2-4】

平成 25 年度全学教職員会テーマ

【資料 2-2-5】

教授法に関する報告書

2-3．学修及び授業の支援
【資料 2-3-1】

「フレッシャーズゼミ」シラバス

【資料 2-3-2】

アドバイザー面談実施状況

【資料 2-3-3】

ＴＡ業務報告書書式

【資料 2-3-4】

学習支援センター報告書

【資料 2-3-5】

自習教室開放のアナウンス

2-4．単位認定、卒業・修了認定等
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既修得単位の認定に関する細則

【資料 2-4-2】

研究・プロジェクト科目のガイドライン

2-5．キャリアガイダンス
【資料 2-5-1】

「社会人基礎科目」シラバス

【資料 2-5-2】

各実習の履修者数及びプログラム

【資料 2-5-3】

自己成長ファイル（総称）

【資料 2-5-4】

対策・実践講座・セミナー関連資料

【資料 2-5-5】

就業力支援プログラム

2-6．教育目的の達成状況の評価とフィードバック
【資料 2-6-1】

授業評価アンケート

【資料 2-6-2】

授業自己点検票（教養学環教員用）

2-7．学生サービス
【資料 2-7-1】

東京工科大学自然災害における学費減免規程

【資料 2-7-2】

ホームページ

【資料 2-7-3】

在学生調査

【資料 2-7-4】

学生の成長支援に向けて

BBC 質問・要望への回答

2-8．教員の配置・職能開発等
【資料 2-8-1】

東京工科大学教員採用選考規程

【資料 2-8-2】

東京工科大学人事委員会規程

【資料 2-8-3】

東京工科大学教員の昇任に関する規程

【資料 2-8-4】

海外研修報告書

【資料 2-8-5】

学外集中実技・ゴルフ、スキー実施要項
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【資料 2-8-6】

アンケート票

2-9．教育環境の整備
【資料 2-9-1】

履修者数一覧表

基準 3．経営・管理と財務
基準項目
コード

備考

該当する資料名及び該当ページ

3-1．経営の規律と誠実性
【資料 3-1-1】

学園案内
KATAYANAGI INSTITUTE EDUCATES THE FUTURE CREATIVE LEADER.

【資料 3-1-2】

東京工科大学行動規範

【資料 3-1-3】

学校法人片柳学園労働安全衛生管理規程

【資料 3-1-4】

安全のてびき 2014 東京工科大学八王子キャンパス、
蒲田キャンパス

【資料 3-1-5】

東京工科大学安全管理規程

【資料 3-1-6】

東京工科大学化学物質管理規程

【資料 3-1-7】

東京工科大学高圧ガス管理規程

【資料 3-1-8】

東京工科大学遺伝子組換え実験実施規程

【資料 3-1-9】

東京工科大学動物実験実施規程

【資料 3-1-10】

東京工科大学産業廃棄物の処理に関する規程

【資料 3-1-11】

消防計画書

【資料 3-1-12】

災害対応マニュアル

【資料 3-1-13】

学校法人片柳学園ハラスメントの防止に関する規程

【資料 3-1-14】

東京工科大学ハラスメント防止委員会規程

【資料 3-1-15】

学校法人片柳学園公益通報者保護規程

【資料 3-1-16】

ホームページ

東京工科大学情報公開

【資料 3-1-17】

東京工科大学

学報

【資料 3-1-18】

学内者専用ホームページ

平成 25 年度 7 月号発行号
東京工科大学報

3-2．理事会の機能
【資料 3-2-1】

東京工科大学学長に関する規程

【資料 3-2-2】

東京工科大学学長候補者選考に関する細則
【資料 1-3-2】、【資料

3-3. 大学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップ

1-3-8】をエビデンスと
する。

3-4．コミュニケーションとガバナンス
【資料 3-4-1】

法人全体の組織図

3-5．業務執行体制の機能性
【資料 3-5-1】

平成 26 年度重点方針と課題

【資料 3-5-2】

新入職員研修スケジュール
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【資料 3-5-3】

考課者（管理職）研修の実施について

3-6．財務基盤と収支
【資料 3-6-1】

平成 21(2009)年度～平成 25(2013)年度

【資料 3-6-2】

平成 26(2014)年度

決算書

予算書・補正予算書

3-7．会計
【資料 3-7-1】

経理規程・経理規程施行細則

【資料 3-7-2】

平成 25(2013)年度

監事監査報告書

【資料 3-7-3】

平成 25(2013)年度

独立監査人の監査報告書

基準 4．自己点検・評価
基準項目
コード

備考

該当する資料名及び該当ページ

【資料 1-3-2】、【資料
4-1. 自己点検・評価の適切性

2-2-2】をエビデンスと
する。

4-2．自己点検・評価の誠実性
【資料 4-2-1】

ホームページ

東京工科大学

大学機関別認証評価

4-3．自己点検・評価の有効性
【資料 4-3-1】

平成 25 年度第 2 回教育力強化委員会資料

基準 A．研究成果の社会還元
基準項目
コード

該当する資料名及び該当ページ

備考

A-1．建学の精神・理念に基づく研究体制の整備と成果の社会還元

該当資料なし

A-2．応用生物学部の研究とその成果の社会還元

該当資料なし

A-3．コンピュータサイエンス学部が独自に行っている研究とその成果の社会貢献

該当資料なし

A-4．先端的教育による社会貢献
【資料 A-4-1】

アメリカ・カナダにおける高等教育調査報告

【資料 A-4-2】

コーオプ実習試行状況及び受入企業

【資料 A-4-3】

サイエンスキャンプ 2014 募集要項

【資料 A−4−4】

インターンシップの推進に当たっての基本的考え方

A-5．メディア学部における産学官(公)連携による協働研究とその成果の社会還元
【資料 A-5-1】

プレスリリース

SmartMart について(2013.8)

【資料 A-5-2】

プレスリリース

DSJ2013 について(2013.6)

【資料 A−5−3】

プレスリリース

エリアワンセグについて(2012.10)

A-6．メディア学部と海外の大学等との協働研究とその成果の社会貢献

該当資料なし

A-7．メディア学部の研究成果の社会福祉分野への応用

該当資料なし

A-8．医療保健学部における産学官(公)連携による協働研究とその成果の社会還元

該当資料なし

A-9．デザイン学部における産学官(公)連携による協働研究とその成果の社会還元

該当資料なし

A-10．デザイン学部が独自に行っている研究とその成果の社会貢献

該当資料なし

104

東京工科大学

A-11．応用生物学部が行っている化粧品産業への研究情報の提供

該当資料なし

A-12．教養学環の教育プログラムとその成果の社会還元

該当資料なし

A-13．大学院バイオ・情報メディア研究科による研究を通じた社会貢献
【資料 A-13-1】

ホームページ

FK (Fine Kernel Toolkit)

【資料 A−13−2】

ホームページ

FK Performer

A-14．大学院バイオ・情報メディア研究科による国際学術交流面での社会貢献

※必要に応じて、記入欄を追加・削除すること。
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