
 

 

 

 



 

2016 年 11 月 11 日 

丸善 大学経営トップセミナー2016 参加者アンケート報告 

 

丸善 大学経営トップセミナー事務局 

 

１．セミナー概要 

開催日：2016 年 11 月 2 日（水） 13：00～17：30 

会 場：損保ジャパン日本興亜日本橋ホール 東京都中央区日本橋 2-2-10 

テーマ：「2030 年の大学の在り方を考える」 

演 題： 

講演① 国際教養大学の挑戦 －２１世紀世界の大学潮流の中で－」 

           国際教養大学理事長・学長 鈴木 典比古 様 

講演② 「18 歳人口 100 万人割れ時代 ～千葉工業大学の挑戦～」 

           千葉工業大学学長 小宮 一仁 様 

講演③ 「今後の大学改革の方向性 ～２０３０年の大学のあり方を展望して～」 

           文部科学省大臣官房審議官 義本 博司 様 

参加者：137 名 

     [内訳] 

お役職 人数 ％ 

理事長 13 名 9.5% 

常務・専務・副理事・理事 24 名 17.5% 

学長 28 名 20.4% 

副学長 1 名 0.7% 

事務局長 6 名 4.4% 

その他 65 名 47.4% 

合計 137 名 100.0% 
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２．アンケート結果 

（１）講演内容に関する感想 

   ３つの講演とも「大変参考になった」「参考になった」を合わせて回答者の 80％を超えており、好評だ

ったと評価できる。 

小宮氏の講演は「大変参考になった」が回答者の 53.2％を占め、最も評価が高かった。 

 

【回答者内訳】 

お役職 人数 ％ 

理事長 9 名 9.6%

常務・専務・副理事・理事 16 名 17.0%

学長 17 名 18.1%

事務局長 4 名 4.3%

その他 48 名 51.1%

合計 94 名 100.0%

【回答数（人）】 

講演者 
大変参考

になった 
参考になった 普通

一部しか参考に

ならなかった

参考になら

なかった 
計

①鈴木氏 33 43 14 4 0 94

②小宮氏 50 35 7 2 0 94

③義本氏 35 40 15 2 0 92

 

 

【回答比率（％）】 
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小宮氏講演について 

 

◆クロス集計    

  
大変参考に

なった 
参考になった 普通 

一部しか参考に

ならなかった 

参考にならな

かった 
計 

理事長 7 2 0 0 0 9

常務・専務・副

理事・理事 
7 7 1 1 0 16

学長 8 6 3 0 0 17

事務局長 2 1 1 0 0 4

その他 26 19 2 1 0 48

合計 50 35 7 2 0 94

 

◆コメント    
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- エネルギッシュですね。[その他] 

- 大学の改革についてよく理解できました。[その他] 

- 内容がとても具体的でゴールを明確にして大学経営を進められていると感じまし

た。ユーモアを交えてとても聞きやすい話し方であっという間の 60 分館でした。貴

重な講演ありがとうございました。[その他] 

- 学校教育法改正前からその素地があったものと推測しました。[理事長] 

- 千葉工業大学が受験生を増やし、退学者を減らしたご経験をお話しいただき大変

参考になりました。[常務・専務・副理事・理事] 

- 千葉工業大学における学生確保方策、学部・学科の再編等の取り組みが大変参

考になった。[常務・専務・副理事・理事] 

- 見える化が熱心に教育をすすめるベースになっているんですね。先生方の意欲

にもアプローチする改革に学ばされます。[常務・専務・副理事・理事] 

- 教育改革の実践方法が参考になりました。[その他] 

- 学生教育を向上させるための教員の教育力向上評価の工夫についての話が大

変参考になった。研究を教育に使うという考え方に感心した。[理事長] 

- 工業大学の特色、課題など文系ではない話が聞けて新鮮でした。[その他] 

- 熱量の高い講演をいただき、当方の胸も熱くなりました。人を突き動かすのはパッ

ションだと再確認しました。志願者の急増、大変羨ましく思いました。[事務局長] 

- 内部保留があるのは羨ましいですね。[理事長] 

- 高い退学率の改善の具体的な取組が大変参考になりました。[その他] 

- 学生募集戦略「教育」と「大学認知」[学長] 

- 理工系を抱えている大学にとって、単科大学の事例ではありましたが大変参考に

なりました。[その他] 



 

大変参考に

なった 

（つづき） 

 

 

 

- 今現在、構想中のものが聞けて良かった。[学長] 

- エネルギッシュな学長先生の取り組みに大いに学ぶべき。[その他] 

- 学長のリーダーシップが良く分かった。全てに分析に基づく戦略を模索し学内を

統合させて目的達成させている手法は参考になった。[常務・専務・副理事・理事]

- 工業大学の成功例ということで、大変参考になった。[学長] 

- 日頃から注目しており大変参考になりました。[その他] 

- 勉強になりました。なぜＣＩＴが躍進しているかがよくわかりました。[理事長] 

参考になっ

た 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ご自身の方針が明確に示され、若手育成者登用など大学ガバナンス強化（デー

タを示して）を進める例として有効であった。[常務・専務・副理事・理事] 

- トップの動きが組織の活性化に貢献するということがよく分かった。[学長] 

- 工学系、大学学部の生き残り（2030 年を見据えた上での）のための努力・工夫。

[常務・専務・副理事・理事] 

- 資料が多く、的を絞って説明して欲しかった。[その他] 

- 学長のリーダーシップについて参考になった。[常務・専務・副理事・理事] 

- 大規模大学の進め方の一つを教えていただきました。私共の所はなかなかそのま

ま、ということには課題があります。[学長] 

- 学長の改革力によってこれだけ大学が変わっていくのを聞いて、特に教育に関す

る具体的で変化を推進できたことに感銘を受け、参考になった。[その他] 

- 研究成果の発表や設備投資を広報することで学生募集につながる良い例であっ

た。[その他] 

- 本学は社会学科系学部のみのため。ただし、共通的に取り組むべき内容もあり、

参考になりました。[その他] 

- いくつかのユニークな取組は参考になる。[その他] 

普通 - 特に目新しい話はなかったが、全てうまく回っているという印象。[常務・専務・副理

事・理事] 

- 規模が違いすぎた。[学長] 

一部しか参

考 に な ら な

かった 

- 大学紹介に終始していた。[その他] 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

講演配布資料 
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丸善 大学経営トップセミナー２０１６

１８歳人口１００万人割れ時代

～千葉工業大学の取組～

千葉工業大学
学長 小宮 一仁

講演内容：

・自己紹介

・日本の大学が置かれている現状

・千葉工大のご紹介

・千葉工大の取り組み

・改革の意義

昭和36年8月
ハワイ生まれ。

昭和36年11月
東京生まれ。

２０３１年までの１８歳人口動態と４年生大学進学者数予測
（ベネッセコーポレーションHPより）

2016年 2019年

日本の大学の場合少子化社会がさらに厳しくのしかかる！

千葉工業大学の特色

私立工業大学として、
・長い歴史を有し、

・規模の大きい（多様
な）、
大学です。

千葉工業大学 (CIT)

昭和17年（1942年）、東京町田に創立された旧制大学。

74年の歴史を有する、東京工業大学に次ぎ日本で２番目に
長い歴史のある工業大学。

学生数160名（航空工学科、冶金学科、工業経営学科（機械
学科））でスタート。

創設年 （参考）国立大学 私立大学

1919 東京大学
京都大学
東北大学
九州大学

1920 早稲田大学

1922 旅順工科大学（廃校）

1924 北海道大学

1929 大阪大学
東京工業大学

1939 慶應義塾大学

1941 京城帝国大学（廃校）

1942 名古屋大学 千葉工業大学

1943 台北帝国大学（廃校）

創立時に予科３年・本科３年の設置が認可された私立大工学部
＊大学名は現在のもの

平成28年5月1日現在、5学部、3研究科、
学生数：学部9,235人、大学院528人
女子学生の割合：

学部全体：13.1%
学部１年生：14.3%
学部２年生：13.4%
学部３年生：13.2%
学部４年制：11.2%
大学院全体：13.4%

工学部改編（平成28年4月）

工学部（６学科） 工学部（６学科）
機械サイエンス学科 機械工学科、機械電子創生工学科、電気電子工学科、
電気電子情報工学科 情報通信システム工学科、先端材料工学科、応用化学科

建築都市環境学科 創造工学部（３学科）
デザイン科学科 建築学科、都市環境工学科、デザイン科学科

生命環境科学科 先進工学部（３学科）
未来ロボティクス学科 未来ロボティクス学科、知能メディア工学科、生命科学科

情報科学部（２学科） 情報科学部（２学科）
社会システム科学部（３学科） 社会システム科学部（３学科）
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学部・学科構成 H28.4工学部改編
工学部
機械サイエンス学科
電気電子情報工学科
生命環境科学科
建築都市環境学科
デザイン科学科
未来ロボティクス学科

情報科学部
情報工学科
情報ネットワーク学科

社会システム科学部
経営情報科学科
プロジェクトマネジメント学科
金融・経営リスク科学科

工学部
機械工学科
機械電子創成工学科
電気電子工学科
情報通信システム工学科
先端材料工学科
応用化学科

創造工学部
建築学科
都市環境工学科
デザイン科学科

先進工学科
未来ロボティクス学科
生命科学科
知能メディア工学科

3学部11学科→5学部17学科

大学院
工学研究科博士後期課程
・工学専攻
情報科学研究科博士後期課程
・情報科学専攻
社会ｼｽﾃﾑ科学研究科博士後期課程
・マネジメント工学専攻
工学研究科博士前期課程
・機械サイエンス専攻
・電気電子情報工学専攻
・建築都市環境学専攻
・デザイン科学専攻
・未来ロボティクス専攻
情報科学研究科博士前期課程
・情報科学専攻
社会ｼｽﾃﾑ科学研究科博士前期課程
・マネジメント工学専攻

キャンパス

新習志野キャンパス

津田沼キャンパス

東京スカイツリータウン®キャンパス

茜浜運動施設
（新習志野ｷｬﾝﾊﾟｽに隣接）

桑蓬寮（男子寮）と椿寮（女子寮）と国際寮

キャンパス内の学寮に新入生の15%以上が居住

男子寮室内

女子寮室内

コモンスペース

自習室

食堂

ランドリー
多目的室

大風呂

入試委員長
小宮

学長
小宮
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千葉工業大学 志願者数推移入試志願者数（学部）

NASA（アメリカ航空宇宙局）との共同究.
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建学の精神：世界文化に技術で貢献する

教育目標

師弟同行、師弟共生の教育を以て、
・広く世界に知識を求める好学心を持つ人材の育成、
・自ら学び、自ら思索し創造する人材の育成、
・自由闊達、機智縦横な人材の育成、
・善隣及び協力をつくり上げていく人材の育成、
・高度な専門知識と豊かな教養を持つ、

学理及び技術に優秀な人材の育成、
を目指す。

千葉工業大学教育目標
（平成25年3月25日学長制定）

教育振興基本計画にある重視すべき考え方
（平成25年6月14日閣議決定）

師弟同行、師弟共生の教育を以て、

・広く世界に知識を求める好学心を持つ人材
の育成、

若い段階で海外に出て外から日本を見る機
会を増加させること。

・自ら学び、自ら思索し創造する人材の育成、 主体的に学び・考え・行動する力を鍛えること。

・自由闊達、機智縦横な人材の育成、 既存の枠、常識にとらわれない、多くの価値
観から生まれる高い志を持って切磋琢磨する
場を構築すること。

・善隣及び協力をつくり上げていく人材の育成、 異能の人達の融合を生み出す環境を構築す
ること。

・高度な専門知識と豊かな教養を持つ、学理
及び技術に優秀な人材の育成、

優れた能力と多様な個性を伸ばす環境を醸
成すること。
人権尊重、社会貢献の意識の向上。

を目指す。

教育（改革・改善が必要だったこと）

・カリキュラムの体系化、スリム化
・初年次教育、キャリア教育、モチベーションと就業力の向上
・高い退学率・留年率の改善
・ファカルティディベロップメントの充実
・英語力強化
・優秀な学生の大学院進学促進
・産業界・研究と連携した教育等

・教育研究経費の配分方見直し、重点配分
・教育ポスドク新設等教育支援強化
・自己点検、倫理規定、PDCAサイクル、AP、CP、DP
・FDの充実、学科改編（主体性・多様性・協働性UP）

質保障のためにFDの充実を図る
・授業評価アンケートの改革（教員の教育力評価に活用）
・ベストティーチャー賞表彰
・FDフォーラムの開催

（外部講師講演＋教員発表（優秀発表には賞金））
・グッドレクチャー賞表彰
・FD講演会の開催（学部講師講演＋ディスカッション）
・教育法に関するセミナー開催（外部専門家による授業）等

（例）FDフォーラム

本学教員 ：本日は学内のFDフォーラムでした。（中略） 発表では、たくさん
の先生に議論頂いて勉強になりました。

他大学教員 ： 本学より遥かに進んでいますね．こういう取り組みを大学はど

の程度サポートしてくれるのでしょうか．個人の努力だけで進めているので
しょうか．

本学教員 ：千葉工大はかなり各先生のFDの取り組みが熱心です。昨日も
休日なのに約半数以上の先生がFDフォーラム(講演会)に出席、発表も自由
応募ですがたくさんの発表がありました。内容もかなり面白いです。発表会
は、ワイン片手に行い、入賞者には賞金(研究費じゃなくボーナスで！)でま
す。その点でもかなりユニーク。また、もし予算的に措置が必要なら学内競争
的資金は比較的取りやすいです。私は個人でやりましたが、グループで取り
組んでらっしゃる先生もいらっしゃいます。学長やFD委員の先生もそうです
が、事務も真剣なのでいい雰囲気です。

他大学教員：良い感じですね。素敵

教育改革の成果

３年間で退学者が２４５名減少
（退学率が全国ワースト２から全国平均未満に改善）

学部卒業生の就職状況（平成27年3月卒業生）

内定率：87.4%（前々年度比13.6%増）
進路決定率：96.2%（前々年度比4.0%増）
就職率：95.3%（前々年度比5.8%増）

研究推進プラン
2009年5月8日研究支援体制検討委員会答申

（委員長 小宮一仁）
１．まえがき

２．科学研究費補助金の獲得推進
（１）科学研究費補助金採択者に対する研究時間の積極的確保
（２）科学研究費補助金採択者に対する研究費不足分の補助
（３）科学研究費補助金応募者に対する優遇措置
（４）科学研究費補助金採択者の新規申請に対する援助
（５）科学研究費補助金応募促進のための新たな支援体制の確立

３．若手教員に対する研究支援
（１）若手教員の研究スタートアップ支援
（２）若手教員の研究ステップアップ支援
（３）大学院教員資格審査基準における教育・研究年数の短縮
（４）教育センター所属の若手教員の研究支援
（５）若手教員の異分野交流および学外交流の推進

４．次代の若手研究者・若手教員の自立支援
（１）次代の若手研究者・若手教員を育成するための全学的な支援
（２）リサーチアシスタントおよびポスドク制度の充実

５．あとがき

学長就任後、学内の研究助成の競争化を促進。
学内研究助成を公募制にして重点化。

（例）戦略的研究推進準備プロジェクトを新設

大規模競争的資金獲得が期待できる研究チームを助成。

補助期間上限：３年間
補助額上限：1000万円
他、海外研究者招聘や実験室等施設に対する援助を実施。

補助額2733万円に対し、３年間の科研費獲得額5320万円。

NASA（アメリカ航空宇宙局）との共同究.
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受託研究費・共同研究費等獲得額ランキング（2015）

私大ランキング 医学部を有する私立大学を除くランキング
私立大順位 総合順位 大学名 獲得額（百万円

1 8 慶應義塾大学 7,189
2 11 早稲田大学 3,667
3 23 東京理科大学 1,365
4 26 立命館大学 1,279
5 38 東海大学 973
6 40 近畿大学 889
7 50 明治大学 687
8 51 日本大学 659
9 58 北里大学 583
10 62 同志社大学 539
11 63 中央大学 520
12 64 豊田工業大学 518
13 69 中部大学 470
14 71 千葉工業大学 442
15 73 東京女子医科大学 408
16 76 関西大学 384
17 79 金沢工業大学 357
18 81 芝浦工業大学 348
19 86 産業医科大学 283
20 88 久留米大学 281
21 90 上智大学 274
22 92 福岡大学 258
23 93 東京都市大学 251
24 97 東京農業大学 237
25 98 関西学院大学 220
26 99 日本医科大学 214
27 100 名城大学 213
28 101 埼玉医科大学 213
29 102 国際大学 212
30 103 関西医科大学 209
31 106 工学院大学 202
32 107 藤田保健衛生大学 201
33 108 東京電機大学 200
34 109 法政大学 197
35 110 大同大学 194
36 112 青山学院大学 187
37 113 龍谷大学 182
38 117 岩手医科大学 171
39 119 酪農学園大学 169
40 120 神奈川大学 154

私立大順位（除く医学部） 総合順位 大学名 獲得額（百万円）
1 11 早稲田大学 3,667
2 23 東京理科大学 1,365
3 26 立命館大学 1,279
4 50 明治大学 687
5 62 同志社大学 539
6 63 中央大学 520
7 64 豊田工業大学 518
8 69 中部大学 470
9 71 千葉工業大学 442
10 76 関西大学 384
11 79 金沢工業大学 357
12 81 芝浦工業大学 348
13 90 上智大学 274
14 93 東京都市大学 251
15 97 東京農業大学 237
16 98 関西学院大学 220
17 100 名城大学 213
18 106 工学院大学 202
19 108 東京電機大学 200
20 109 法政大学 197
21 110 大同大学 194
22 112 青山学院大学 187
23 113 龍谷大学 182
24 119 酪農学園大学 169
25 120 神奈川大学 154

ランキング 国内大学順位 大学名 国公私立別 医学部の有無 ランキング 国内大学順位 大学名 国公私立別 医学部の有無

39 1 東京大学 国立 有 千葉工業大学 私立
91 2 京都大学 国立 有 中央大学 私立

201‐250 3 東北大学 国立 有 同志社大学 私立
大阪大学 国立 有 岐阜大学 国立 有
東京工業大学 国立 群馬大学 国立 有

301‐350 6 名古屋大学 国立 有 法政大学 私立
九州大学 国立 有 岩手大学 国立
豊田工業大学 私立 関西大学 私立
北海道大学 国立 有 関西学院大学 私立
東京医科歯科大学 国立 有 九州工業大学 国立
首都大学東京 公立 明治大学 私立
筑波大学 国立 有 長岡技術科学大学 国立

501‐600 13 広島大学 国立 有 大分大学 国立 有
千葉大学 国立 有 大阪府立大学 公立
愛媛大学 国立 有 立命館大学 私立
東京慈恵会医科大学 私立 有 埼玉医科大学 私立 有
順天堂大学 私立 有 埼玉大学 国立
金沢大学 国立 有 芝浦工業大学 私立
慶応義塾大学 私立 有 島根大学 国立 有
近畿大学 私立 有 静岡大学 国立
神戸大学 国立 有 昭和大学 私立 有
高知大学 国立 有 上智大学 私立
熊本大学 国立 有 東海大学 私立 有
長崎大学 国立 有 東京都市大学 私立
名古屋市立大学 公立 有 東京電機大学 私立
名古屋工業大学 国立 東京海洋大学 国立
新潟大学 国立 有 鳥取大学 国立 有
岡山大学 国立 有 富山大学 国立 有
大阪市立大学 公立 有 宇都宮大学 国立
信州大学 国立 有 山口大学 国立 有
徳島大学 国立 有 横浜国立大学 国立
東京農工大学 国立
東京理科大学 私立
豊橋技術科学大 国立
早稲田大学 私立
山形大学 国立 有
山梨大学 国立 有
横浜市立大学 公立 有

601‐800 14

801-980 39

251‐300 4

351‐400 7

401‐500 9

 
THE世界ランキング 国内大学順位 国内私立大学順位 大学名 

351 - 400 7 1 豊田工業大学 

601‐800 14 2 

東京慈恵会医科大学 
順天堂大学 
慶応義塾大学 
近畿大学 
東京理科大学 
早稲田大学 

801 - 980 39 8 

千葉工業大学 
中央大学 
同志社大学 
法政大学 
関西大学 
関西学院大学 
明治大学 
立命館大学 
埼玉医科大学 
芝浦工業大学 
昭和大学 
上智大学 
東海大学 
東京都市大学 
東京電機大学 

THE世界大学ランキングにランクインした日本の私立大学

福島第一原子力発電所事故現場に、千葉工業大学が開発した
ロボットが投入され、建屋全階の被害状況の調査・撮影に成功。

RNAの研究プロジェクト

RNAの構造を解析するNMR分光装置

この１０年間に研究に携わった卒業生のうち7名が(独)理化学研究所
に就職。研究を続行。

エイズウイルスのRNAの
立体構造解明に貢献。
遺伝子レベルの製薬へ。

英科学誌ネイチャー・ジオサイエンス誌掲載
恐竜絶滅の原因解明 （平成26年3月10日号）
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鯨生態観測衛星 

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』  

鯨生態観測衛星（くじらせいたいかんそくえいせい、英:Whale Ecology Observation 

Satellite - WEOS）は千葉工業大学の小型衛星。鯨の生態を地球規模で観測するこ

とが目的。愛称は観太くん。日本初の大学衛星だった。 

2002年１２月打上げ

衛星観測カメラ“メテオ”打ち上げ

2014年10月

2015年６月

衛星観測カメラ打ち上げ、３度目の挑戦

２０１６年３月に３度目の打ち上げ決定。

・三度目の正直？

・二度あることは三度ある？

お陰様で、成功しました。
（国際宇宙ステーション（ISS)のメテオが捉えた火球の映像）

国際化推進プラン

千葉工業大学のグローバル化ビジョン（国際化の方針）

千葉工業大学は、グローバル社会を生き抜くことができる人材の育成を積極
的に行うために、千葉工業大学のクローバル化ビジョン（国際化の方針）を定
めました。今後も計画的に、質の高い留学プログラムや国際交流を実現し、
大学のグローバル化を推進してまいりますので、御理解・御支援を賜ります
ようお願い申しあげます。

千葉工業大学のグローバル化ビジョン（国際化の方針）
１．本学学生の海外留学を促進する。
２．実効のある英語教育の充実をはかる。
３．海外大学等との連携を推進する。
４．外国人留学生の受入れを推進し、本学学生との交流を促進する。
５．本学が所在する地域の地方自治体等のグローバル化への貢献を行う。

平成26年8月1日
千葉工業大学
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ロボカップ世界大会二連覇達成

蛯原さん
（平成27年度学長賞、修士課程修了）

大学院修士課程在学中に、
米国電気電子学会（IEEE)に
第一著者として論文を複数発表、
同学会から
Outstanding Paper Award及び
Student Travel Grantを受賞。

重要なことは…
高校の担任（団）が大学を想起してくれるか、くれないかである。
“ブランド戦略”の意義

１番：東京大学
２番：早稲田大学
３番：千葉工業大学

・環境・価値観の急激な変化？⇒
教員・職員（＋その他の人々）の意識改革は？
→教職協働
→教員が教えたいことを教えるのではなく、
学生が学びたいことを教える

→教育のための研究

・人は経験の動物？⇒
初めてコンピュータに触れたのは何歳の時ですか？

・グローバル化された世界？⇒
人の行き来は値段が高いが、情報の行き来は安い？

・理系は文系を兼ねる？

千葉工業大学役職教員の年齢（2016年11月2日現在）
括弧内は役職教員就任時の年齢

・学長＝５４歳（５０歳）
・図書館長＝５８歳（５６歳）
・副学長（教学及び国際交流担当）＝４７歳（４３歳）
・副学長（入試及び就職担当）＝４７歳（４３歳）
・副学長（地域貢献担当）＝６０歳（５６歳）
・附属研究所長＝５５歳（５１歳）
・学長補佐（コンプライアンス担当）＝４９歳（４５歳）
・工学部長＝５５歳（５１歳）
・創造工学部長＝５３歳（５３歳）
・先進工学部長＝５５歳（５５歳）
・情報科学部長＝４９歳（４５歳）
・社会システム科学部長兼同大学院研究科長＝５９歳（５７歳）
・大学院工学研究科長＝５１歳（４９歳）
・大学院情報科学研究科長＝６２歳（６０歳）

※学長以外の役職教員、委員会委員長は全て学長が指名。

ご静聴ありがとうございました。
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