
本事業の内容 

 

平成２７年度 「大学教育再生加速プログラム」 選定取組 

大学等名：文化学園大学 
テーマ ：テーマⅣ（長期学外学修プログラム（ギャップイヤー）） 

「梅春学期」の新設とその展開 
－ファッション分野における「グローバル創造力」を持った人材育成のためのプログラム－ 

本事業の概要 
 ファッション産業を取り巻く環境に対応するためには、「グローバル創造力」を持った人材の育成が必要であり、そのためには入学後早期段階
での教育が重要である。本事業の目的は、体系的に中長期の学外学修プログラムを提供し、グローバル人材育成に寄与することにある。 
 このプログラムを導入するために学事暦を検討し、後期試験終了後（2月中旬）から春期休暇（3月中旬）までの１カ月余を「梅春学期」として新
設した。この梅春学期を中心として国内外での長期学外研修プログラムを導入することにより、学生がグローバル創造力を養い、3年次以降の学
外学修プログラムがより効果の高いものになるようにする。 
 

 

【事業の成果】 
27年度 
（実績値） 

28年度 
（実績値） 

31年度 
（目標値） 

長期学外学修プログラムに 
参加する学生の割合 

0.5% 1.37% 5.37% 

学生の授業外学修時間 設定なし 設定なし 
調査・ 

実態把握 

学生が企画する活動数 1件 2件 5件 

 
●１・２年次 長期学外学修プログラム● 
  
 ①海外学修プログラム 
   １）ファッションワークショップ 
    ２）グローバルファッション授業体験 
 ②国内学修プログラム 
   １）伝統・文化企業インターンシップ 
 
 

 
●３年次 長期学外学修プログラム● 

  
 ①ファッションクリエイション分野 
       １）海外ファッションショー企画参加 
    ２）海外ファッションショー・文化体験 
 ②ファッションマネジメント分野 
   １）海外インターンシップ 
    ２）国内インターンシップ 
            

 
●グローバル創造力● 

 
 ①コミュニケーション力 
   １）語学力 
       ２）デザイン表現力 
 ②伝統・文化理解力 
 ③グローバルキャリア 
        デザイン志向 
 

【期待される事業による効果】 
 ファッション分野だけではなく、デザインやク
リエティブ分野にも適用可能であり、学内外に
波及効果が期待できる。本事業はクリエイティ
ブ分野のグローバル市場の活性化を担うもの
である。 
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別添資料





大学等名：文化学園大学





テーマ：テーマⅣ　長期学外学修プログラム（ギャップイヤー）

































【該当する調書の箇所：p.4】



長期学外学修プログラムに参加する学生数割合

(長期学外学修プログラム 平成28年度報告書より抜粋)

		年次

		科目名

		参加学生数



		１・２年次科目

		和紙と漆でものづくり　※1

		4 



		

		製造現場で考える日本の服づくり

		3 



		

		オーストラリア・シドニー研修

		5 



		３年次科目

		グローバルファッションマネジメント実習

		13 



		※1：造形学部の学生4名を含む　　　　　　　　　　　　　　　　　合計

		25 







長期学外学修プログラムを経た学生の成績評価

　TOEICテストを、3年次の秋のインターンシップ修了者と同時に本年度(平成２９年度)

後期に実施予定のため、効果測定結果は現段階では不明である。



退学率

(学校法人基礎調査票「学年別中途退学者数等」より抜粋)

		中途退学理由調べ

（複数回答可）

		人数



		1．修学意欲の低下

		1



		2．進路変更

（他の教育機関への入学・転学・編入学）

		34



		3．進路変更（就職）

		10



		4．経済的困窮

		43



		5．学力不足

		



		6．身体疾患

		3



		7．心神耗弱

		4



		8．海外留学

		2



		9．その他

		11





		学校名

		文化学園大学



		研究科・学部（科）名

		服装学部・現代文化学部



		人数

		男

		女

		計



		中途退学者数

		1年（修士・博士）

		3

		35

		38



		

		2年（修士・博士）

		8

		18

		26



		

		3年（修士・博士）

		2

		22

		24



		

		4年（修士・博士）

		2

		18

		20



		

		5年（修士・博士）

		

		

		



		

		6年（博士）

		

		

		



		

		計

		15

		93

		108





平成27年度



		中途退学理由調べ

（複数回答可）

		人数



		1．修学意欲の低下

		1



		2．進路変更

（他の教育機関への入学・転学・編入学）

		37



		3．進路変更（就職）

		9



		4．経済的困窮

		39



		5．学力不足

		



		6．身体疾患

		3



		7．心神耗弱

		2



		8．海外留学

		



		9．その他

		9





平成28年度

		学校名

		文化学園大学



		研究科・学部（科）名

		服装学部・現代文化学部



		人数

		男

		女

		計



		中途退学者数

		1年（修士・博士）

		1

		25

		26



		

		2年（修士・博士）

		13

		24

		37



		

		3年（修士・博士）

		5

		13

		18



		

		4年（修士・博士）

		4

		15

		19



		

		5年（修士・博士）

		

		

		



		

		6年（博士）

		

		

		



		

		計

		23

		77

		100













学生の授業外学修時間

(2016学生生活調査結果報告書より抜粋)







進路決定の割合

(学校法人基礎調査票「卒業者数及び卒業生進路状況」より抜粋)

平成27年度

		研究科・学部(科)名

		服装学部・現代文化学部



		人数

		男

		女

		計



		進路別卒業者数

		進学者

		大学院研究科

		4

		11

		15



		

		

		専修学校・外国の学校等の入学者

		

		12

		14



		

		就職者

		正規の職員・従業員、自営業主等

		22

		344

		366



		

		

		正規の職員等でない者

		4

		48

		52



		

		一時的な仕事に就いた者

		5

		46

		51



		

		上記以外の者

		4

		93

		97



		

		計

		41

		554

		595



		

		上記、進学者のうち就職している者（再掲）

		

		

		



		就職希望者数

		28

		434

		462







平成28年度

		研究科・学部(科)名

		服装学部・現代文化学部



		人数

		男

		女

		計



		進路別卒業者数

		進学者

		大学院研究科

		1

		23

		24



		

		

		専修学校・外国の学校等の入学者

		

		6

		6



		

		就職者

		正規の職員・従業員、自営業主等

		24

		331

		355



		

		

		正規の職員等でない者

		2

		23

		25



		

		一時的な仕事に就いた者

		2

		37

		39



		

		上記以外の者

		13

		127

		140



		

		計

		41

		538

		579



		

		上記、進学者のうち就職している者（再掲）

		

		

		



		就職希望者数

		28

		392

		420







学生が企画する活動数

平成27年度

(本学Webサイトより)













平成28年度

		プロジェクト名

		実施期間

		活動内容

		経費内訳



		ｼﾞｭｴﾘｰ・ﾒﾀﾙﾜｰｸｺｰｽ３年

修了作品展

		2017/1/27

~1/29

		３年次に取り組んだ作品を中心にクラス全員参加で学外会場に展示。

		展示会場費

82,080円

（3日間）



		伊豆の国市「まちあるきマップコンテスト」

		2016/11/6

~11/7

		伊豆の国市が主催する「まちあるきマップコンテスト」に応募する。マップ制作にあたり、現地フィールドワークを実施。

		交通費

53,920円

（7名分）





 (学生チャレンジプロジェクト助成金採用団体一覧(2016年度10月募集)より抜粋)

【該当する調書の箇所：p.5】

国際的ファッションショー入賞者数

(本学Webサイト等より)

平成27年度





























▲「iD国際新生デザイナー賞」(ニュージーランド)　 ▲「2015年度 Tokyo新人デザイナー

　　入選　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ファッション大賞」(アマチュア部門)(日本) 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秀作賞

















▲「装苑賞」(日本)佳作1位　　　▲「装苑賞」(日本)イトキン賞

























▲武漢国際ファッションコンテスト(中国)最佳工芸賞(日本語で佳作に相当)



平成28年度



▲「武漢国際ファッションコンテスト」(中国)　 　　 ▲オレンジラベル・プロジェクト(イギリス）

　銀賞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　1位　　　　　　　　2位	

TOEIC（700点以上）











海外就職者数

(コース・クラス別進路状況名簿【卒業生】より抜粋)

平成27年度

		企業名

		業種

		職種

		勤務地



		㈱ユニクロ

		アパレル（衣服等製造・卸売・小売）

		販売職

		外国（韓国）



		常州華利達服装集団有限公司

		繊維工業（アパレル除く）

		総合職

		外国（中国）



		楚和听香

		アパレル（衣服等製造・卸売・小売）

		服飾ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ

		外国（中国）



		島精榮栄（上海）貿易有限公司

		卸売業（商社等）

		その他のｵﾍﾟﾚｰﾀｰ

		外国（中国）



		柳橋集団有限公司

		アパレル（衣服等製造・卸売・小売）

		総合職

		外国（中国）



		杭州浮間舟渡時装有限公司

		アパレル（衣服等製造・卸売・小売）

		服飾ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ

		外国（中国）







平成28年度

		企業名

		業種

		職種

		勤務地



		㈱99PERCENT IS

		アパレル（衣服等製造・卸売・小売）

		総合職

		外国（韓国）



		㈱ユニクロ

		アパレル（衣服等製造・卸売・小売）

		総合職

		外国（韓国）



		KOHKAEW CHAROENTHA

		卸売業（商社等）

		総合職

		外国（タイ）



		米国三越㈱

		小売業(百貨店/スーパー/無店舗販売等)

		飲食店ｻｰﾋﾞｽ

		外国（米国）







別－5
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（学事課作成資料より）


平成26年度


学部学　　科2015.22015.92016.22016.22016.72016.92017.22017.2


※　1全学生※　2※　1※　3全学生※　2※　1


服装造形433


ファッションクリエイション010


スコア平均490640408


最高575895475


最低285410330


服装社会202217314


ファッション社会12300


スコア平均429.3501635.6443533


最高720770955650690


最低280295480240335


デザイン・造形221


000


スコア平均407.5355690


最高430400690


最低385310690


建築・インテリア2


0


スコア平均345


最高385


最低305


国際文化・観光1158151234


0010000


スコア平均356389444311485470311


最高635450710520485485650


最低190345280190485455170


国際ファッション文化7134109136


11002


スコア平均322487.5375319312


最高830805450620765


最低155280290170165


応用健康心理6124


000


スコア平均244257240


最高340355315


最低165180195


88363913617420174


12403002


スコア平均321438479313635.6453.8516310


最高830805895620955650690765


最低155280280170480240330165


受験対象　※　1　現代文化学部　1年次のみ


受験対象　※　2　全学生　（現代文化学部　1年次除く）


受験対象　※　3　服装学部服装社会学科　グローバルマネジメントコース　3年次のみ


700点以上(人)


受験者数(人)


合　　　　計


700点以上(人)


700点以上(人)


700点以上(人)


700点以上(人)


700点以上(人)


受験者数(人)


受験者数(人)


受験者数(人)


造


形


学


部


服


装


学


部


現


代


文


化


学


部


700点以上(人)


700点以上(人)


受験者数(人)


受験対象


実施時期


平成27年度平成28年度


受験者数(人)


受験者数(人)


受験者数(人)
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様式２



		（１）大学改革の加速　【１ページ以内】

進捗状況を具体的に説明してください。



		事業の実施により、大学全体の改革が加速されたか。【大学改革の加速】



		学校法人文化学園は、中期計画において「グローバリゼーション」「クリエイション」「イノベーション」を３つの柱として掲げており、本AP事業は、本学における「グローバリゼーション」推進の中心的な事業として位置付けている。

本学は、創設当時から外国人留学生が多く、常時学生数の10％を超える外国人留学生を擁しており、特に大学院では学生の大半が外国人留学生である。日本人学生で海外に留学しようとする学生は必ずしも多くないが、本学の多くの学生が学ぶファッション領域では、今後市場の拡大が望めるのは海外であり、卒業後海外に出て行く要員の養成のためにも、また大学での学修の動機づけのためにも、学部入学後の早い時期に、本事業により、我が国の文化を学び、海外で学ぶ経験を有することは大きな意義を有すると考えている。

本事業に参加する学生の数は、学生総数の数％に留まるが、そうした学生が事業参加後、一緒に授業を受ける外国人留学生や、他の学生と新たな気持ちで交流する中で、他の学生にも波及効果の及ぶこと、そして好循環の生じることが期待される。

本事業は、平成28年度で試行的段階を終え、平成29年度から本格的実施に入るが、国内の学習プログラムに参加した学生の中には、海外留学することを目的として、その前に我が国の文化を知ることを意図して参加する者も現れており、本事業の趣旨は学生に浸透しつつあると考えている。

本事業に関与する教員は、本事業の趣旨を理解して、その推進に積極的に取り組んでいる。これら教員の間では、海外で本学の学生を受け入れてくれる提携校や、提携校の紹介によるインターン先、国内で本学の学生を受け入れてくれる各種機関との折衝を通じて、また、提携校の学生を受け入れてくれる国内企業を開拓する中で、学外に目を向ける姿勢や、学外の色々な状況や要請に対応する感性が育成されつつあり、こうした姿勢や経験は、今後の産学・地域との連携にも大きく資するものと考えている。

大学全体としても、グローバリゼーションを具体的な形をもって推進しようとする機運が醸成されつつあり、教員・職員の採用に当たっては、海外での教育研究経験や就業経験、外国語能力が望ましい条件として認識されつつある。また、学生の外国語能力の向上を全学的な課題とする意識が、教員の間で共有化されてきており、平成28年度より、5学科が入学前教育プログラムにおいて外国語科目を導入した。外国語の主体的な学習奨励のため、外部の試験で高得点を得た場合に単位として認める措置は、従来は一部の学科でのみ認められていたが、平成29年度からは、対象とする試験の範囲を広げた上で、全学的に導入された。

本学がAP事業に採択され、本事業関係者だけでなく、「全学FD委員会」の委員が各AP拠点校や各採択大学での成果発表会の通知を受け、参加するようになったことも、APの対象としている諸課題に関する教職員の意識の高まりに貢献している。本学では、教育の質的保証について検討するため、平成28年度に教職員による検討会を立ち上げたが、この検討会より、学修成果の可視化のため、「ラーニング・ポートフォリオ」の導入が提案されたところ、全学科の賛同が得られ、平成30年度から実施する方向で、現在全学科において試行が行われている。

このように、本事業の実施により、本学の改革は加速されつつあるものと考えている。





		（２）事業の具体的な取組の進捗状況　【４ページ以内】


各進捗状況を具体的に説明してください。



		①評価要項別紙２に示すテーマ別評価の観点に則して、取組は着実に進捗しているか。【取組の進捗状況】



		・学生が国内外問わず多様な体験活動に参加しやすくなるよう、４学期制の導入等、学事暦を工夫あるいは見直しを行っているか。【学事暦の工夫】

平成28年度より、後期試験終了後(2月中旬)から春期休暇(3月中旬)までの約1か月を「梅春学期」として新設し、1年次及び2年次を中心に集中的な学外学修プログラム(梅春学期科目)を提供している。

・より多くの学生に機会を提供しているか。【対象学生数】

試験的実施となった平成28年度は服装学部と現代文化学部の1年次及び2年次学生を対象とする梅春学期科目として「オーストラリア・シドニー研修」(オーストラリア・シドニー)、「製造の現場で考える日本の服づくり」(岩手県久慈市)、「和紙と漆でものづくり」(長野県飯山市)の3科目を開講し、12名の学生が参加した。

このうち、「和紙と漆でものづくり」(長野県飯山市)には造形学部の学生4名から履修の希望があった。当初の対象学生には含まれていなかったが、本事業を全学的に拡大していくという目的に合致していたため、履修を認めた。

平成29年5月に「服装学部・現代文化学部USR推進室」に造形学部を取り込み「文化学園大学USR推進室」に改組し全学組織へ拡充させたことをうけて、平成29年度開講の梅春学期科目より造形学部の学生も履修対象に含めたことで、1年次及び2年次学生全員が同科目を履修することを可能とした。

また、平成29年度の梅春学期科目は開講科目数を増やし、国内11科目と海外7科目の合計18科目とすることで、学生が多様な選択肢から自発的に履修科目を選択できるようになった。


3年次学生を対象とする「インターンシッププログラム」として「グローバルファッションマネジメント実習」を開講している。現在は服装学部ファッション社会学科グローバルファッションマネジメントコースの在籍学生のみを対象とする科目として開講しているが、カリキュラム変更に伴い、平成30年度入学生よりコース制を撤廃するため、科目の履修対象学生をファッション社会学科の3年次学生すべてに広げることが可能となった。


さらに、平成29年度より、3年次学生を対象とする「ニューヨークパターン研修」を開講し、ファッションデザインを学ぶ学生が履修できる「インターンシッププログラム」の強化を図った。

以上の通り、より多くの学生に履修の機会を提供できるよう段階的な取り組みを進めている。


・入学直後等の時期を中心に、できるだけ低年次かつ教育的効果の高い時期に実施しているか。【体験活動時期】

梅春学期科目は1年次及び2年次学生を対象とするものであり、グローバル化が進展する状況に対する気づきを学生にあたえることを目的に開講している。


また、3年次学生を対象とする「インターンシッププログラム」では卒業後のキャリアデザインに直接つながる3年次後期に実施しており、「グローバル創造力」を涵養するという本事業の目的に合致した教育効果の高い時期に実施している。

・１か月以上のまとまった期間であって、教育的効果の高い期間を設定しているか。【体験活動期間】

気付きを促す梅春学期科目は、4週間のプログラムであり、1，2年次を対象に開講している。3年次学生を対象とする「インターンシッププログラム」では4週間および8週間のプログラムを学生に提供している。また、「インターンシッププログラム」は卒業後のキャリアデザインをより身近にかつ真剣に考えられるよう、就職活動直前の3年次の秋に企業研修を中心とするプログラムとして提供している。


・体系的な教育課程上の位置付けが明確であるか。また、その活動によって身に付けることができる能力は明確になっているか。【教育課程上の位置付けと修得能力の明確性】


本学のプログラムでは1年次および2年次を対象としてグローバル化が進展する状況への「気づき」を与えることを目的としている。さらに、3年次学生を対象とするインターンシッププログラムでは、グローバル化への「気づき」をきっかけに、卒業後のキャリアデザイン構築の土台となる「グローバル創造力」の涵養を進めるものと位置付けている。平成29年度よりルーブリックの評価基準を用いて、教育効果の把握を行っていく予定であり、これに併せて身につけることができる能力を示していきたい。

・「留学」や「インターンシップ」、「ボランティア」、「フィールドワーク」等、学生が学外の多様な体験活動に参加しているか。【活動の多様性】

平成29年度梅春学期科目のうち国内で実施する科目では、企業でのインターンシップを中心としながら、マーケットリサーチなどの「フィールドワーク」を実施する。また、例えば、「ファクトリーブランド（東京・山梨）」では工場での研修と店頭での研修を予定しており、多様な体験を得る機会を学生に提供している。

また、海外で実施する平成29年度梅春学期科目では「インターンシップ」を中心とする科目と語学研修やワークショップを中心とする科目を開講しており、学生自身が主体的に選択できるようにしている。


3年次学生を対象とするプログラムでは企業での「インターンシップ」が中心となるが、語学力の向上を重視する学生には語学研修の機会を提供し、個々の学生にあわせてより効果的な教育効果が得られるよう工夫を行っている。

・学生が自ら活動先を開拓、活動内容を企画するなど、学生の主体性を重視しているか。【活動内容における学生の主体性】

学生の主体性や自主性は重視している。3年次学生向けの「インターンシッププログラム」である「グローバルファッションマネジメント実習」では参加学生による海外のインターンシップ先の自己開拓を奨励しており、平成29年度は2名が自己開拓した海外企業でのインターンシップを実施予定である。

また、試験的実施を行った平成28年度梅春科目「和紙と漆でものづくり」(長野県飯山市)の履修学生4名のうち、2名は平成29年度より海外に留学している。この2名は留学することを念頭に日本の伝統文化を学ぶために同科目を履修したと参加の動機を述べており、主体的な学びのための機会として機能していると考えられる。


・学生の活動資金はアルバイト等で調達し、一部を外部資金等により支援するマッチング方式を取り入れるなど、教育的観点を含んでいるか。【活動資金のマッチングファンド】

学生の活動資金はアルバイト等により調達されている。

・事前・事後指導が効果的なものであるか。【事前・事後指導】

事前・事後教育は徹底して行っている。梅春学期科目ではオリエンテーションを複数回実施し、学生自身に学びに対する「動機づけ」を自覚させ、さらに、報告書の執筆や次年度に実施するオリエンテーションでの体験報告を通して、学びの「ふりかえり」が可能となるように工夫している。

・教育効果の把握と非常時の対応体制、学生の活動先との緊密な連携体制を構築し、運営しているか。【運営体制】

海外でのプログラム実施については、現地の高等教育機関による受け入れというかたちで実施しており、受け入れ先の提携校とは協定書(Agreement) や覚書(MOU)を交わしている。さらに受け入れ先となる提携校での担当教員の特定や緊急時の対応が含まれており、緊密な連携体制を構築し、運営している。また、国内でのプログラム実施の際にも、覚書等を交わし、さらに非常時の対応についても担当教員が受け入れ先企業と繰り返し確認を行い、緊密な連携体制を構築している。


・学生の活動先（地方公共団体、企業等）との関係性において、互恵的な協働体制を構築しているか。【活動先との協働】

海外提携校からは例年、インターンシップの学生の受入れや、本学でのスタディーツアーを実施している。提携校の学生の来日は、本学が派遣する学生との交流の機会としても機能しており、互恵的な協働体制を構築しているといえる。

国内プログラムの実施地域の一つである長野県飯山市とは昭和37年に本学の研修施設を開設して以来のつながりがある。平成19年に飯山市と本学との連携事業として開設した「いいやま匠(たくみ)大学」以降より親密な協働を開始し、平成26年には「地域文化の興隆」、「地域産業の振興」、「まちづくり」、「人材育成」、「教育及び学術研究」などに寄与することを目的とする「飯山市と文化学園との連携に関する協定書」を締結した。同協定書の目的達成のために飯山市と一般社団法人信州いいやま観光局と本学の3者による「飯山市における地域資源の魅力発信事業に関する覚書」も交換し、強固に互恵的な協働体制を構築している。





		②必須指標及び独自の事業目標に対する達成度はどうか。【目標に対する達成度】



		テーマにおける必須指標

27年度

28年度

29年度


30年度


31年度


実績


目標

実績

目標


目標


目標


長期学外学修プログラムに参加する学生数割合

0.5%

2.16%

1.37%

3.17%

4.28%

5.37%

長期学外学修プログラムを経た学生の成績評価

未実施

未実施

未実施

100

112

130

退学率

4.9%

3.40%

4.57%

3.00%

2.76%

2.50%

学生の授業外学修時間

――

――

――

指標や測定方法の検討を実施

――

調査を実施

進路決定の割合

83.7%

77.1%

77.5%

80.0%

85.2%

90.0%

学生が企画する活動数

1

2

2

3

4

5

・長期学外学修プログラムに参加する学生数割合


試験的実施となった平成28年度は3年次学外学修プログラムと梅春学期科目で4科目を開講し25名が参加した。このうち梅春学期科目を履修した4名は実施対象学部ではない造形学部の学生であったため、上記の表においてはこの4名を除外した数値となっている。しかしながら、学生から履修の希望があったこと、また、本事業を全学的に拡大するという目的にかなっていることから履修を認めた。


本格的な実施となる平成29年度はより多くの学生が履修できるように梅春学期科目の開講科目数を国内11科目(定員55名)・海外7科目(定員53)の合計18科目(定員108)と大幅に増やした。また、3年次学外学修プログラムとして「グローバルファッションマネジメント実習」のほかに新たに「ニューヨークパターン研修」を開講し、対象学生を増やすことで参加学生の増加をはかった。


以上のように、平成29年度の数値目標を上回る定員数とすることで、目標達成と事業拡大に向けた準備を整えた。今後は、平成30年度以降のさらなる事業拡大に向けた交渉・準備を新規提携校との交渉・準備を行っていく。

・長期学外学修プログラムを経た学生の成績評価

効果測定はTOEIC試験の結果によって行う。長期学外学修プログラムのうち梅春学期科目は実施期間が2～3月であるため、平成29年度後期に3年次学外学修プログラム参加学生とあわせて実施する。

・退学率


退学理由としては、経済的困窮が最多であり、次いで進路変更となっている。

経済的困窮に対しては、既に開始している「文化学園大学・文化学園大学短期大学部奨学金」・「GPAによる学業成績優秀者奨励金」に加え、平成28年度後期より「文化学園大学・文化学園大学短期大学部紫友会奨学金」の給付を開始したこと等、学生の学業継続に資する取組を継続的に行っている。

進路変更に対しては、アドミッションズ・オフィス入試のプレゼンテーション・面談内容について、受験生が自身の適性を確認できるよう課題設定の多様化等の見直しを行い、入学時点でのミスマッチを最小化していく等の方策に取り組んでいる。また、平成29年度より新入学生に対して、大学における学びの目的を深める「自己探求プログラム」を実施し、さらに、全学ＳＤ委員会にて、休学・退学事由等に関して継続して分析し、対策を講じていくと共に、担任・副担任と事務局との連携をより強化し、手厚くフォローしていく。

・学生の授業外学修時間

本学では、実習と課題が多く、授業外学修時間はある程度確保されていると考えているため、余り詳細な調査は実施していないが、「2016年度文化学園大学学生生活調査」における平成28年度の学習時間は下記のとおりである。


　服装学部：2時間～3時間未満(23.4％)、1時間～2時間未満(39.3％)、1時間未満(23.4％)

　現代文化学部：2時間～3時間未満(12.8％)、1時間～2時間未満(50.9％)、1時間未満(29.3％)

・進路決定の割合

現代文化学部の３学科うち２学科については、１学年の定員が３０名と少数の募集であり、かつ卒業者数に対する就職希望者数が服装学部と比較して、低くなっている。要因としては留学生比率の高さが考えられる。

また、留学資金確保や将来的に専門職等を目指す者はアルバイトからの雇用で職に就く状況も見られるため、進路決定者数の中に一時的な仕事に就いた者も含めている。

現在、１年次からキャリア形成教育科目を開講しており、これらの科目群を通じ自身の将来設計について見つめ直す機会の提供と指導を行っていく。さらには、学園就職支援室（旧：就職相談室）が実施している就職講座や学内合同セミナー等でも、引き続き指導を行っていく。

・学生が企画した活動数

平成27年度は、グローバルファッションマネジメントコースの学生が「Q-proj.」というファッション関連商品を販売するポップアップショップの企画・運営を行った。この企画では学生自らが参加企業等の募集活動を行なった。

平成28年度より「学生チャレンジプロジェクト助成金制度」を開始し、学部学科の特性を活かした本学のブランド向上・ボランティア活動・学内マナー等に資する学生主体の取組について募集を行い、2件を採択した。

　平成29年度前期は、「美味しい日本・面白い日本」と題したファッションデザイナーのコシノジュンコ氏の講演会と、ファッション関連商品を販売するポップアップショップをグローバルファッションマネジメントコースの学生が企画し、講演者の選定依頼、ショップの出展者の募集など運営全体を学生自身が行った。また、3年次学生向けの「インターンシッププログラム」である「グローバルファッションマネジメント演習」では2名の学生が海外インターシップ企業を自己開拓し、後期に実施予定となっている。

各大学等の任意の指標

27年度

28年度

29年度


30年度


31年度


実績


目標

実績


目標


目標


目標


国際的ファッションショー入賞者数

0.26%

0.34%

0.21%

0.34%

0.42%

0.49%

TOEIC（700点以上）

0.22%

0.74%

0.23%

0.98%

1.22%

1.46%

海外就職者数

1.0%

0.5%

0.69%

0.68%

1.04%

1.37%

・国際的ファッションショー入賞者数

　国内団体主催では、Tokyo新人デザイナーファッション大賞（アマチュア部門）、装苑賞、海外団体主催では、iD国際新生デザイナー賞（ニュージーランド）、オレンジラベル・プロジェクト（イギリス）等に入賞・入選している。

　その他、中華人民共和国湖北省の武漢で行われた、武漢国際ファッションコンテストにおいて、本学服装学部の授業として実施しているファッションショーの１シーンが、銀賞や最佳工芸賞（日本語で佳作に相当）を受賞するなどの実績を上げている。

今後は、国内ファッションコンテストに入賞する学生は多数いることから、そのような学生に対し国際ファッションコンテストへの参加を促すなどを検討していく。

・TOEIC(700点以上)

　TOEIC学内試験を年2回実施しているが、服装学部6名、現代文化学部4名が700点以上のスコアを記録している。これらの学生に対しては、スコアアップへのモチベーション維持を促すとともに、今回残念ながら700点に届かなかった学生についても、継続的にフォローを行っていく。

　なお、現代文化学部の学生以外は、受験について必修化していないため、受験者数をベースに考えた場合700点以上を記録した者は、215名中5名となり、割合は2.3%となる。

・海外就職者数


平成27年度及び平成28年度は、下記のとおりである。


海外での就職者数の主な業種として、アパレル業界やファッション誌等ファッション関連業種を想定していたが、本年度から造形学部も加わることによって、他業種へも拡がりをみせることが期待される。

　・中華人民共和国：5名、・タイ：1名、・大韓民国：3名、・アメリカ：1名



		（３）事業の実施体制　【３ページ以内】


各進捗状況を具体的に説明してください。



		①学内の組織的な実施体制が整備されているか（学長を中心とした体制の整備、ＦＤ・ＳＤの実施体制の整備、学内への周知徹底を含む）。【学内の実施体制】



		【体制の整備】について

『長期学外学修プログラム(ギャップイヤー)』推進組織図





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※赤字の者：「APプログラム推進協議会」及び「AP対応ワーキンググループ」を兼務

本事業の目的を達成するために、平成27年9月に議決機関であるAPプログラム推進協議会を設置するとともに、推進・実行機関である「服装学部USR推進室」を「服装学部・現代文化学部USR推進室」に改組して人員を増加し、さらにプログラム担当教員からなり、個別科目の設計や実施等、教育プログラムの意思決定を担う実行機関としてAP対応ワーキンググループを設置した。上の図に赤字で示すように、複数の教職員を『APプログラム推進協議会』と『AP対応ワーキンググループ』『AP担当者連絡会』の兼務とすることで、課題や成果などの情報伝達が漏れなく行われる体制を構築している。

APプログラム推進協議会を設置したことで、教育プログラムに関する意思決定を円滑に進められるようになり、AP対応ワーキンググループを設置したことで、より円滑かつ効率的に本プログラムの計画を遂行できるようになった。

平成27年10月にTOEIC800点以上のスタッフを人材派遣会社に依頼し、10月から「服装学部・現代文化学部USR推進室」の事務スタッフとして雇用した。これにより、本事業推進にかかわる事務作業や海外の現地教員らとの連絡などが円滑に行われ、本事業を推進することが可能となった。また、平成27年11月に本事業の推進体制整備のためにファッションマネジメント分野の教員公募を行い、平成28年4月より雇用することが決定し、本事業の推進体制を整えた。

平成28年7月にAP担当者会議を設置した。AP担当者会議を設置したことで、平成28年度の試験的実施を通して得られた成果や課題を平成29年度以降に開講する梅春学期科目の担当教員と共有することができ、今後の円滑な事業拡大の土台を構築した。平成29年1月、AP担当者会議に学事課職員と教務課職員を加えてAP担当者連絡会として改組し、プログラムの運用の協議や科目の評価基準、内容についての検討を円滑かつ迅速に実施する体制を整えた。


平成29年5月に「服装学部・現代文化学部USR推進室」に造形学部を取り込み「文化学園大学USR推進室」に改組し全学組織へ拡充を行ったことで、全学的な取り組みとして拡大する土台を構築した。

【ＦＤ・ＳＤの実施体制の整備】

全学ＦＤ委員会および全学ＳＤ委員会を設置しており、実施体制は整備されている。

梅春学期科目を中心に「ルーブリック」の活用を試験的に実施し、試行から得られた結果・課題を検討したうえで、全学的に展開していく。

【学内への周知徹底】

全学合同教授会や学部協議会、各学科の学科会議において取り組みの成果報告を行っている。

そのほか、本プログラムの周知を図る目的で平成27年度から毎年1月に3年次学外学修プログラムインターンシップ報告会を実施し、それらをもとにインターンシップの報告書も作成している。さらに、平成28年度からは、梅春学期科目の履修者による報告を報告書に含めることで、本事業の実施状況を学内外に周知できる状況を整えた。

また、参加する学生を募集するポスターの掲示やパンフレットの配布、複数回の梅春学期科目のオリエンテーションを実施するなど、学生に対する周知できる状況も整えた。






		②取組の自己評価が適切に実施できる体制が整備されているか。【評価体制の整備】



		平成27年度より長期学外学修プログラムの参加学生による報告書を発行することで、成果を可視化している。

また、全学合同教授会や学部協議会、各学科の学科会議やAPプログラム推進協議会において随時、取り組み全体の成果を報告し、課題等の明確化とその対応策の検討を行っている。個別の科目については、科目担当教員や事務職員を中心とするAP担当者連絡会で、それぞれの科目で見つかった成果や課題等を共有した上で、相互に評価を行っている。





		③客観的なエビデンスに基づいたＰＤＣＡサイクルが機能しているか。【ＰＤＣＡサイクル】



		本事業においてはプログラムの担当教員からなるAP対応ワーキンググループを実行機関として設置している。さらに、プログラムの運用の協議や科目の評価基準、内容についての検討を円滑かつ迅速に実施する体制を整える目的で、担当教員と学事課職員、教務課職員からなるAP担当者連絡会を平成29年1月に設置した。


これにより、AP担当者連絡会がプログラムや科目内容を計画し、AP対応ワーキンググループによる実施、そこで得られた成果や課題をAP担当者連絡会やAPプログラム推進協議会で精査し、プログラム運営や科目内容を修正する、というPDCAサイクルの体制を整え、機能させている。

　平成29年度のプログラム運営では、参加学生数や学生報告書等のエビデンスを踏まえ、AP担当者連絡会において履修登録期間の延長や科目説明オリエンテーションの実施回数の増加、詳細なプログラムパンフレットの配布などを決定し、AP担当者連絡会で実施した。さらに、AP対応ワーキンググループでは、「ルーブリック」の有効な活用などの適切な評価基準の設定を行うとともに、平成28年度に試験的実施を行った科目の成果をAPプログラム推進協議会に報告し、その評価を踏まえたプログラム内容の修正を行っている。





		（４）事業の実施計画・継続性　【４ページ以内】

各進捗状況を具体的に説明してください。



		①各年度の計画に基づき、着実に事業が実施されているか。また、今後の見通しはどうか。【計画の実施状況・見通し】



		・平成27年度実施状況


ファッション分野における「グローバル創造力」を養成することを目的とする本事業において、平成28年度は試験的実施と本格的実施のための準備期間として位置づけた。その準備内容として「①カリキュラム化に関する準備」と「②プログラム実施のための準備」、「③本事業の運営組織の整備」を行った。


・平成27年度成果


「①カリキュラム化に関する準備」として、平成28年度開講のコラボレーション科目に本事業関係の科目を3つ設置し、開講することとした。さらに、平成29年度以降の単位化に向けた議論を進めた。「②プログラム実施のための準備」として、海外では、平成27年度より実施している海外インターンシップの提携先や協力校を基点としながら、平成28年度の試験的実施についての検討を進めた結果、平成28年度はシドニーのRaffles College of Design and Commerceと行うこととなった。また、新たにWhitehouse Institute of Designと提携を締結した。国内学外研修のために候補先を選定した結果として、平成28年度は長野県飯山市、岩手県久慈市の企業等と梅春学期のプログラムについての合意に達した。平成29年度以降の実施・実現のために新潟県、山形県などの企業と交渉を継続することとした。「③本事業の運営組織の整備」として、専任教員を公募し、平成28年度より雇用することとした。さらに事務スタッフを雇用して、運営組織体制を強化し、効率的な編成、整備を行った。

・平成28年度実施状況


平成28年度は試験的実施期間とカリキュラム充実にむけた準備期間と位置付けた。その準備として、「①カリキュラム化に関する準備」と「②プログラム実施のための試験的実施と本格的実施のための準備」を行った。

・平成28年度成果


「①カリキュラム化に関する準備」として梅春学期の海外学修プログラムおよび国内学修プログラムをコラボレーション科目として開講することを決定した。「②プログラム実施のための試験的実施と本格的実施のための準備」として、海外学修プログラム(シドニー）、国内学修プログラム(飯山、岩手）を実施した。また、平成29年度の開講科目を海外7科目、国内11科目と大幅に増加させることを決定し、本格的実施に向けた準備を整えた。

【今後の見通し】


・平成29年度

平成29年度は、梅春学期の海外・国内学修プログラムが、学部学科や年次を超えて履修できるコラボレーション科目として単位化され、本格的に実施される年度である。このため、プログラムを質的にも量的にも拡大した。海外学修プログラムは平成28年度のシドニーに加えて、ブリスベン、ニューヨーク、ハワイ、イタリア、香港と６か所で開講する。国内学修プログラムでは、昨年度の飯山、岩手の２か所から新潟２か所、山形、千葉、山梨、神奈川、東京を加えてそれぞれの地域の産業や企業の特性を取り入れた多彩な企画内容で開講する。3年次に実施している「グローバルファッションマネジメント実習（企業実習）」についても、単位数を４単位とした。また、平成30年度以降に向けて、国内海外ともに新規受け入れ先の開拓と交渉を行うこととしている。

　学内での周知徹底を図るため、ポスターで告知し、4月のオリエンテーションでパンフレットを配布、説明会を実施した。さらに、プログラムの成果を発表する場として11月に国際シンポジウムを開催する。また、外部機関の評価を受けるためにファッションビジネス学会での報告を行う。

・平成30年度

平成30年度は「①プログラムの評価と見直し」および「②プログラムの拡大」を行う。

平成29年度の本格実施を受け、時期、方法、提携先、カリキュラム、単位数等の全般的な見直しとプログラムの評価を行い、修正を行う。さらに、本プログラムの実施をファッションビジネス学会等で報告し、外部からの評価を受ける。

平成31年度以降の拡大に向けて、引き続き海外での受け入れ学生増加のための交渉を行う。さらに、首都圏を中心とした企業でのインターンシップ先の開拓も実施する。

また、参加学生増加のための周知を、配布物等を通じて強化していく。

・平成31年度


平成31年度は本プログラムの成果分析を行う。各学外研修先へのフォローアップのためのヒヤリング、参加学生に対する意識調査を実施し、「グローバル創造力」の構成要素である、語学力やデザイン力を中心とする「コミュニケーション力」、「伝統文化理解力」、「グローバルキャリアデザイン指向」に対してどのように効果があったかを測定する。

また、「プログラムの評価と見直し」を平成30年度に引き続き行い、「ファッション」だけではなく「デザイン」にも領域を拡大することで、全学的プログラムとして拡げる可能性を目指す。

外部評価を受けるために、21カ国の48のファッション学校が所属する国際ファッション工科大学連盟(IFFTI)の年次総会での報告を実施する。さらに、学外広報活動用の報告書を作成し、産業界へ配布することによって認知度を高める。






		②学内体制、専門人材の配置や学外との連携体制、ＦＤ・ＳＤの実施等の面から、補助期間終了後も継続的かつ発展的に事業が実施されることが十分見込めるものとなっているか。【体制的な継続性】



		学内体制としては、本事業に関する主たる審議・決定機関である「APプログラム推進協議会」は、大学の常設委員会である「国際交流委員会」とほぼ同じ構成となっており、補助期間終了後は「国際交流委員会」として、大学の国際交流を推進していく体制にある。

また、本事業に携わる教員の組織である「AP対応ワーキンググループ」が置かれる「文化学園大学USR推進室」は、独自の予算を有する恒久的な機関であり、補助期間終了後も組織として存続することになっている。

専門人材についても、本事業で採用した教員以外に、海外との折衝を担当できる教員を新たに１名採用している。また、法人の国際交流全体を総括する「国際交流センター」の職員に「APプログラム推進協議会」に加わってもらうことにより、補助期間終了後も必要があればセンターの人材に対応してもらう体制を整えている。

国内外の学外研修提供者とは良好な信頼関係を築きつつあり、補助期間中に足繁く通わなくても対応可能な体制を築けると考えている。

　さらに、FD・SDについては、体制が確立しており、グローバル化は本学の一つの課題であるという意識は全教職員に共有されている。

このように、体制的な継続性は確保されていると考える。






		③資金計画の面から、補助期間中、事業規模を縮小せず計画を遂行することが見込める内容・進捗となっているか。また、補助期間終了後も継続的かつ発展的に事業が実施されることが十分見込めるものとなっているか。【資金的な継続性】



		　補助期間中については、服装学部・現代文化学部ＵＳＲ推進室を、全学的組織である文化学園大学ＵＳＲ推進室へ組織変更したことにより、平成31年度を目処としていた全学的展開を、今年度（平成29年度）から実施することが可能となった。

　このことによって、今後ＡＰ対象科目として、造形学部所属の教員が担当することができ、ファッション分野以外の内容を盛り込んだ、多様で魅力的な科目を開講することが可能となる。


　それに伴い、全学的に履修者の増加が見込まれ、現在ＡＰ対象科目を受講していない他の学生に対しても好影響を与えることができ、更に履修者が増加するという好循環が期待される。


　また、従来服装学部・現代文化学部の学生で按分していた費用について、造形学部の学生を加えたグループで実施する学外学修の取組を検討しており、個人負担分の緩和が期待される。


　補助期間終了後についても、文化学園大学ＵＳＲ推進室を中心として、事業規模を維持することとしており、科目の再編等をはじめ継続的かつ発展的に事業を実施していく。


　現在、海外の提携校等との折衝のための出張旅費に多くの経費を要しているが、補助期間中に提携校である海外等の高等教育機関と信頼関係を強固なものとし、危機管理等を含む実施体制・実施内容及びルートを確立させ、補助期間終了後までに状況の変化にはバリエーションで対応できるようなモデル事業を数パターン構築する。

　以上のような実施体制・内容やルートの整備によって、事業規模を維持しながら現在支出している教員に係る出張経費等を削減し、最小限の支出で最大限の効果を出せるよう運営していく。


　また、本事業のために雇用している教員と事務スタッフについては、補助期間中に内部化するか代替えできる人材の採用を図る予定である。







		（５）事業成果の普及　【１ページ以内】


進捗状況を具体的に説明してください。



		先駆的なモデルとなり、取組を波及させる手法及び計画を進めているか。【波及効果】



		本事業の取り組みの成果はシンポジウムの開催、ファッションビジネス学会等での成果発表、報告書の発行によって学外への波及を図っていく。

平成27年度より継続的に本プログラムの参加学生による報告書を発行しており、平成29年度以降は、報告書を関係教育機関に配布することを計画している。


平成28年度の試験的実施を踏まえ、平成29年11月4日(土)、本学文化祭期間中に国際シンポジウムを開催する。オーストラリア・シドニーでの受け入れ校であるRaffles College of Design and Commerceの担当教員、長野県飯山市観光局の担当者、梅春学期科目の参加学生、3年次のインターンシッププログラムの参加学生が登壇し、本学の長期学外学修プログラムの紹介とパネルディスカッションを実施する。文化祭期間中に開催することで、高校教員やファッションに関心を持つ多くの人たちに本プログラムの取組内容を周知し、波及のきっかけとする。

また、11月にはファッションビジネス学会において試験的実施をもとにした成果発表を行い、ファッション教育の関係者への周知を図る。

プログラムの評価と見直しを実施する平成30年度は、平成29年度の本格実施を受け、取組の成果や課題を検討し、その報告をファッションビジネス学会等で行う。

平成31年度は本プログラムの成果分析とプログラムの評価と見直しを実施する。その成果を21カ国の48のファッション学校が所属する国際ファッション工科大学連盟(IFFTI)の年次総会で報告し、さらに、学外広報活動用の報告書を作成し、産業界へ配布することによって本事業の波及を進めていく。








		（６）各経費の明細（対象年度：テーマⅠ～Ⅲ：平成２６～２８年度　テーマⅣ：平成２７及び２８年度テーマⅤ：平成２８年度、各年度２ページ以内）



		取組内容に照らし、経費執行の適切性はどうか。【経費執行の適切性】



		１）平成２６年度の実施状況

補助対象経費別内訳表（平成２６年度実績報告書「費目別収支決算書」の「補助事業に要した補助対象経費の額等」及び「補助対象経費別内訳対比表」の「実支出額」より転載）



		経費区分

金額（円）

実支出額

該当なし

合計








		２）平成２７年度の実施状況

補助対象経費別内訳表（平成２７年度実績報告書「費目別収支決算書」の「補助事業に要した補助対象経費の額等」及び「補助対象経費別内訳対比表」の「実支出額」より転載）



		経費区分

金額（円）

実支出額

物品費

人件費・謝金

旅費

その他

31,067


2,395,479


3,466,097


1,378,740

【消耗品費】31,067円


事務用消耗品一式　　　　　　　　　　　　　　31,067円

【人件費】2,395,479円

事務員（派遣）1人（10月～3月）　　　　　2,395,479円

【旅費（うち国内旅費）】473,232円

国内プログラム打ち合わせ旅費(飯山:12,2,3月、3回×2人)


160,430円

国内プログラム打ち合わせ旅費(新潟:2月、1回×1人)


27,520円

国内プログラム打ち合わせ旅費(岡山:12月、1回×1人)


51,060円

国内プログラム打ち合わせ旅費(岩手･山形:3月、2回×2人)


159,128円

外国出張における成田空港往復交通費　他（のべ14回）


43,835円


成田空港使用料・保安料（8回）              20,880円


羽田空港使用料（1回）                    　2,570円


海外インターンシップ見送りの際の国内交通費（2名）


7,809円

【旅費（うち外国旅費）】2,992,865円

海外研修プログラム交渉及び打ち合わせ(豪州:11,2月、


2回×2人)　　　　　　　　　　　　　　　 1,395,627円


海外研修プログラム交渉及び打ち合わせ(豪州:2月、


1回×1人)　　　　　　　　　　　　　　　　 334,351円


海外研修プログラム交渉及び打ち合わせ(豪州:11月、


1回×1人)　　　　　　　　　　　　　　　　 515,796円


海外研修プログラム交渉及び打ち合わせ(香港:11月、


1回×1人)　　　　　　　　　　　　　　　　 173,497円


海外研修プログラム交渉及び打ち合わせ(米国:3月、


1回×2人)　　　　　　　　　　　　　　　　 573,594円


【印刷製本費】736,020円


プログラムパンフレット(学内用)（2,000部） 　96,660円


プログラム報告書（500部）　 　　　　　　　 462,240円


ポスター(学内用)（40枚）　　　　　　　　　 177,120円


【その他(諸経費)(うち委託費以外)】59,520円


航空券発行手数料（11回）　　　　　　　　　　47,520円


航空券ETAS代行手数料（2回） 　　　　　　　　2,000円


航空券復路便変更手数料（1回） 　　　　　　　10,000円


【その他(諸経費)(うち委託費)】583,200円


広報用ウェブサイト構築委託　　　　　　　　 583,200円

合計


7,271,383







		３）平成２８年度の実施状況

補助対象経費別内訳表（平成２８年度実績報告書「費目別収支決算書」の「補助事業に要した補助対象経費の額等」及び「補助対象経費別内訳対比表」の「実支出額」より転載）



		経費区分

金額（円）

実支出額

物品費


人件費・謝金


旅費


その他

149,600


10,419,259


4,933,743


1,094,962

【消耗品費】149,600円

事務用消耗品(ファイル・記録用メディア等)　　13,363円

ワークショップ使用教材　　　　　　　　　　 113,037円

ポスター印刷代（シンポジウム用:1部、学内用:40部）


23,200円

【人件費】10,297,821円

任期制助教1人（4月～3月）　　　　　　 5,577,351円

事務員(派遣)1人（4月～3月）　　　　　  4,720,470円

【謝金】121,438円

ワークショップ講師謝金(豪州：2月)　　　　　121,438円

【旅費(うち国内旅費)】500,865円

国内学修プログラム学生引率及び打ち合わせ(飯山:2月、


3回×1人)　　　　　　　　　　　　　　　　　88,320円

国内学修プログラム打ち合わせ(新潟:11月、2回×1人)


48,690円

国内学修プログラム打ち合わせ(岩手:9月、1回×1人)


33,870円

国内学修プログラム学生引率(岩手:2月、1回×2人)


157,232円

国内学修プログラム移動車チャーター費(岩手:2月、5日間)


20,000円

首都圏企業研修交渉交通費（山梨:2月,神奈川:3月、


1回×2人）　　　　　　　　　　　　　　　　 11,926円

海外出張国内空港往復交通費（12回）　　　　　53,337円

空港使用料（羽田・成田）（11回） 　　　　　　28,890円

APプログラムに関するシンポジウム参加の際の出張旅費


(新潟:12月) （1回×2人） 　　　　　　　　　58,600円

【旅費(うち外国旅費)】4,432,878円

海外インターンシップ打ち合わせ(豪州:5月、1回×2人)


857,885円

海外インターンシップ打合せ状況確認(香港・豪州:11月、


1回×3人)　　　　　　　　　　　　　　　　　765,992円

海外提携校ファッションワークショップ開催、学生引率、

打合せ(豪州・シンガポール:3月、1回×3人)  894,653円

海外学修プログラム拡大交渉(米国:9月、1回×2人)


990,419円

海外学修プログラム次年度打ち合わせ(米国:2月、


1回×2人)　　　　　　　　　　　　　　　　 923,929円

【印刷製本費】259,200円


APプログラム報告書印刷代（400部）　　　　 259,200円


【通信運搬費】40,840円


資料送付等通信運搬費（720円,40,000円,120円）

40,840円


【その他(諸経費)(うち委託費以外)】87,204円


航空券発券手数料（4，320円×11,6,480円×1）54,000円


ETAS代行手数料（5回） 　　　　　　　　　　 10,800円


航空保険料（3回） 　　　　　　　　　　　　　 1,800円


NY研修に係るファッションショー入場料（1回×2人）


8,204円


収入印紙（2枚） 　　　　　　　　　　　　　　　 400円


コラボレーション科目引率(飯山)の際の施設利用料


12,000円


【その他(諸経費)(うち委託費)】707,718円


広報用ウェブサイト運営委託費（4月～3月）　518,400円


ポスター・パンフレットデザイン料　　　　　 189,318円


合計


16,597,564







		（７）選定時に付された留意事項及びフォローアップ報告書への対応【①：２ページ以内、②：４ページ以内】

各進捗状況を具体的に説明してください。



		①選定時の「事業の改善のための意見等」において付された留意事項（平成２６年度選定校については選定結果通知の別紙）への対応を適切に行っているか。【選定時に付された留意事項への対応】



		【選定時に付された留意事項】

		【対応状況】



		・未達成の申請要件については、平成30年度3月までに必ず達成させること。（遅くとも、平成29年度中に全学的な意思決定されること。実施は平成30年度当初からでもよい。）

・学生等が海外で活動する場合は、安全確保に十分配慮すること。特に学生が海外に渡航・滞在する場合は、海外渡航先の危険情報に留意すること。

・不正等を未然に防止するため、補助金の管理・監査については遺漏のないように実施すること。特に補助金の執行に係る事務を適切に遂行するため、大学の事務局が計画的に経費の管理を行うこと。

・学内のガバナンス体制を確立し、本事業の全学的な普及及び成果の活用に努めること。また、他の大学等や学生を含め、広く情報提供するとともに、国内大学における長期学外学修の取組を先導する大学等として成果の波及に取り組むこと。

・学生を多面的に評価すること。

・学生の評価方法の開発においては、既存のポートフォリオを活用した、自国の文化に対する理解度を評価する方法の開発についても検討すること。

・本事業のためにカリキュラムの改革を重点化して行う必要がある。それと併せて成績評価についてもFD活動と関連づけて取り組むことが求められる。


・グローバル化に対応できる学生を学内で事前に教育指導する点については、現状での計画では学生への動機づけの機会が1年次のオリエンテーションしか想定されていないように見受けられるなど、十分な対応がはかられているとは言い難いことから、一層の検討・改善が求められる。


・人件費を計上しているが、補助期間終了後、自立的に事業を継続するため、学内予算の組換えやポストの再配置などにより、継続的かつ安定的に事業を実施すること。




		・未達成の申請要件については、平成29年度入学試験より、対応済みである。

・平成26年度よりすでに8週間程度の海外インターンシッププログラムがスタートしており、リスク対応マニュアルを作成している。また、現地高等教育機関が本学学生の受入を行っており、さらにこれら現地提携校との協定には緊急時対応も含まれており、細心の注意を払った対策をとっている。平成27年度からはマニュアルを配布した上でリスクマネジメントの説明を行い、さらに最終確認のオリエンテーションにおいても再度説明を実施し、周知徹底を図っている。

・補助金の執行にあたっては、教員から提出される購入申請書等を事務局ＡＰ担当が当年度予算と照らし合わせ、執行の可否を決定している。また、購入した物品については、全て事務局ＡＰ担当が検収を行っている。

・本事業の全学的体制を整えるにあたり、AP推進協議会を設置するとともに「服装学部USR推進室」を「服装学部・現代文化学部USR推進室」に改組し、AP対応ワーキンググループを設置した。さらに、平成29年度には「服装学部・現代文化学部USR推進室」に造形学部を組み込み、「文化学園大学USR推進室」に改組し全学組織へ拡充を行った。

また、本事業の1・2年次学外学修プログラムをカリキュラム化するにあたって、学部横断的に履修可能な「コラボレーション科目」に組み込み、大学全体で取り組むことを可能にした。大学としての情報発信力を高め学外に積極的に情報を公表していくために、本プログラムのホームページを開設した。

・学生評価には「グローバル創造力」という視点で評価をしていく。そこでは、コミュニケーション力として語学力だけではなくデザイン表現力の要素を取り入れることにしている。さらに伝統・文化理解力も評価することにしており、多面的な評価を実施する予定である。今後、ルーブリックを導入し具体的な評価尺度等を検討する予定である。

・ルーブリックを採用し、多面的な評価と併せてグローバル環境に適した「自国文化に対する理解度」を評価する方法の開発を担当教員らによって進めている。

・現在、ファッションやデザイン分野を取り巻く環境に合わせたカリキュラム改革が進行中であり、服装学部では平成30年度から新たなカリキュラムを採用する予定となっている。カリキュラム改革と併せて、「グローバル創造力」のための多面的な評価方法が浸透するためにFD活動のなかに取り入れていく予定である。


・学生への動機づけの機会を1年次のオリエンテーションのみならず、学生による報告会やキャリアデザイン関連科目、さらに2年次のコース選択などにおいて実施し、学外学修の重要性が浸透されるように工夫している。

・補助期間終了後も、発展的に事業を継続できるよう、全学的に体制強化を行うこととしている。





		②フォローアップ報告書への対応を適切に行っているか（平成２６及び２７年度選定校対象）。【フォローアップ報告書への対応】



		【フォローアップ報告書における課題（今後対応状況の確認を必要とする点）】

		【対応状況】



		・現状では、各学部と学科で明確な3ポリシーが設けられているが、目指すべき改革の方向性や人材育成像を踏まえ、組織的な3ポリシー点検体制の構築が必要である。また、シラバスについては、組織全体としてのチェック体制も必須であり、カリキュラムと連動した取組が必要である。学生を多面的に評価するための基準の設定・運用については、現段階では不明瞭である。

・「グローバル創造力」の視点からの学生の多面的評価、自国文化に対する理解度を評価する方法の開発及び成績評価とFDの関連については、デザイン表現力の要素導入、担当教員間での検討、FD活動への取組も検討されているが、具体的な内容提示及び実施例の報告が必要である。また、自律的な事業継続のための体制についても継続検討が望まれる。

・現段階では、長期学外学修プログラムに参加する学生数は、1・2年次学外学修プログラムが未開講のため、3年次学外学修プログラム実績のみであるが、今後の参加学生数の増加に向けた取組が必要である。海外での就職者数については、職種についての検討が必要である。また、学生が企画した活動数については、その内容や評価体制について確認する必要がある。

・AP推進協議会、「服装学部・現代文化学部USR推進室」の設置や海外現地教員との連絡の円滑性も重視した人材派遣会社からの雇用も行われているが、AP対応ワーキンググループの活動内容や活動実績が不明瞭であり、学内との連携体制による推進体制の構成が一部不十分である。また、AP推進協議会との実施体制に関する記述が不足しており、改善が望まれる。

・消耗品費、旅費及びその他経費に関しては、平成27年度経費区分計画より、経費区分及び明細が大きく変更されている部分があり、国内旅費に関しては、一部地域を除いて概ね事業計画内で進捗しているが、外国旅費に関しては、計画予定より支出が過多な部分も見受けられる。全体的な予算執行及び見積り積算を含めて、今後確認する必要がある。

・GPA評価だけでは学生を多面的に評価する指標にはならず、また、客観的な成績評価基準としてのインパクトや実効性に改善の余地がある。3年次後期の海外インターンシップなどの受講資格や学生の学修意欲との関連に対する明確な運用・対応について確認する必要がある。情報公開については、その波及効果を含め、学内外に対する広報活動に期待したい。



		・学長をはじめ事務局長、各学部長、各研究科長、主任教授の協力を得て、平成29年度に新たな「3つのポリシー」を教授会の審議を経て決定し、公表済である。今後も上記メンバーを中心とした点検体制を継続していく。

シラバスのチェック体制については、「シラバス調整に関するW.G.」を設置し、授業内容の重複、欠落の確認等カリキュラムと連動し取り組んでいる。

　平成29年度から、学生の多様な学びを可視化することを目的に、いくつかの科目では「ラーニング・ポートフォリオ」を試験的に導入している。「ルーブリック」の活用等を含め、試行から得られた結果・課題を検討し、本学独自の評価方法として標準化したうえで、全学的に展開していく。

・平成29年度から、学生の多様な学びを可視化することを目的に、いくつかの科目では「ラーニング・ポートフォリオ」を試験的に導入している。「ルーブリック」の活用等を含め、試行から得られた結果・課題を検討し、本学独自の評価方法として標準化したうえで、全学的に展開していく。

また、平成31年度までに全学ＦＤ委員会が主催する「全学ＦＤ・ＳＤ研修会」での評価方法等の検討、「FD教職員による授業見学ウィーク」へのＡＰ対象科目の設定等ＦＤ活動との連携を図っていく。

　自律的な事業継続のための体制については、文化学園大学ＵＳＲ推進室を事務組織へ組み入れる等、事業継続を視野に入れた検討を進めていく。

・本格的実施となる平成29年度は開講科目数を国内海外合計18科目(定員108名)に増やし、参加学生数の増加を図った。

業種については、アパレル業界やファッション誌等ファッション関連業種を想定しているが、同じ産業であっても、それぞれの国によって「就職の仕方」「キャリアパス」「市場の状況」は異なり、また、国内でもビジネスを専攻した学生がデザイナーとなって成功している事例もあり一概に言えないことから、職種については限定する考えはない。

学生が企画した活動数については、平成28年度後期より「学生チャレンジプロジェクト助成金制度」を創設し、学部・学科の専門性を活かし本学のブランドを向上する活動等について、学生支援委員会にて審査・採択している。また、全学合同教授会や学部協議会、APプログラム推進協議会においても報告を行っている。

・AP対応ワーキンググループは科目担当教員からなり、個別科目の設計や実施等、教育プログラムの意思決定を担当している。さらに、担当教員のほかに学事課や教務課の職員を加え、本事業の成果や課題を全学的に検討する機関として、「AP担当者連絡会」を設置し、円滑かつ迅速な実施体制を整えた。

　また、複数の教職員を「APプログラム推進協議会」と「AP担当者連絡会」の兼務とすることで、課題や成果などの情報伝達が漏れなく行われる体制を構築している。

・平成28年度は、受入企業・学校の開拓等を前倒しで進めたため、外国旅費が支出過多となっているが、平成29年度については、より詳細に予算使用計画を作成し、執行していく。

・平成29年度から、学生の多様な学びを可視化することを目的に、いくつかの科目では「ラーニング・ポートフォリオ」を試験的に導入している。「ルーブリック」の活用等を含め、試行から得られた結果・課題を検討し、本学独自の評価方法として標準化したうえで、全学的に展開していく。

また、3年次後期の海外インターンシップなどの受講資格や学生の学修意欲との関連に対する明確な運用・対応については、現在、グローバルファッションマネジメントコースで設定している受講資格（語学力、成績等）について、標準化し他学科の科目への運用・対応を検討していく。





		【フォローアップ報告書における現地視察での指導・助言】

		【対応状況】



		該当なし




		





		（８）選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組〔加点要素〕　【１ページ以内】


進捗状況を具体的に説明してください。



		選定されたテーマの取組を中核に、これまでのＡＰ選定大学等における取組実績も参考にしながら、入口（入学）から出口（卒業）まで質保証の伴った大学教育を実現する視点からの総合的な取組を着実に行っているか。【選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組】



		本AP事業は、学生の主体的な学習を促すことにより、グローバルに活躍できるファッション人材の育成を図るもので、本学における「グローバリゼーション」推進の中心的な事業として位置付けており、本件事業を中核として、次のような総合的な大学改革を進めている。

1 高大接続改革・入試改革

高大接続改革の趣旨を考慮し、平成28年度に各学部・学科のアドミッションポリシーを全面的に見直し、平成29年度当初から、改訂版を公表している。

本学のアドミッションポリシーは、本学では、高等学校で学習しない専門分野を初歩から教授していることを前提として、当該分野に関する関心と意欲と感性を重視して、入学者を選考しようとするものとなっている。これに則り、入学者の選定においては、面接・プレゼンテーションと高校の調査書等に比重を置いたAO入試を中心として、総合的な判定を実施している。

平成29年度入試からは、AO2期の試験日を12月初めから10月末に早めるとともに、3月に実施する入試にもAO型の入試を導入し、AO志望者の本学受験をより容易にした。平成30年度入試からは、全国的なコンテストでの入賞者に対し、面接において、受賞作品のプレゼンテーションとファッションに対する思いの開陳を求めて、調査書等と合せて総合的に判定する、新たな入試を導入する。一般入試等においても、平成29年度入試からは、入学願書に本学の志望理由を記入する欄を設け、より総合的な判定を行っている。

　附属高校には平成24年度から教員を派遣して講座を実施している。また、より多くの高校生に鑑賞の機会を与え、本学の教育の理解を得るため、平成28年度からは、服装学部服装造形学科のファッションショーを従来の4月から6月に移動した。

2 カリキュラム改革

初年度教育の一環として、他者との交流の中で自己理解を深める1日間の体験的プログラムを平成27年度から試行的に導入し、平成29年度からは、4月に、全学科の新入生を対象として実施している。

外国語科目については、平成28年度より、5学科で入学前教育プログラムに導入した。また、本件事業の一環として、海外での語学研修の機会を充実するとともに、平成29年度より、外国語の主体的な学習奨励のため、外部の試験で高得点を得た場合に単位として認める措置を導入した。

アクティブラーニングに関しては、入学定員ベースでは本学の78％が実技系の学科であり、カリキュラムの大半が演習・実習で組まれ、日々の課題に加えて、正課としてのファッションショー等を通じて、学生自身が主体的に学ぶ環境にある。比較的講義の多い残る3学科でも、地域や企業との連携プロジェクトや少人数のゼミ等を積極的に取り入れている。

服装学部では、3年間の検討の末、平成30年度の入学生から新たなカリキュラムを導入する。従来のコース制を改め、学生の将来の志向に合わせて、様々な科目を履修することが可能な制度に改めるとともに、比較的座学の多いファッション社会学科では、低学年に小人数の「基礎ゼミ」を導入する予定である。

　平成28年度に、教育の質的保証について検討するため、教職員による検討会を立ち上げたが、この検討会の提案により、学修成果の可視化のため、「ラーニング・ポートフォリオ」を導入することとなり、現在全学科において試行が行われている。

3 出口に関わる改革

キャリア教育に関しては、服装学部と造形学部では、3年次に「コースセミナー」として校外活動を行ってきたが、平成29年度入学生から後者の在り方を全面的に見直し、よりよくキャリア教育に資するものに改める予定である。

インターンシップについては、専門分野において一定の知識を身につけた3年次を中心に、専門分野において代表的な企業で2～3週間の就業経験を持ち、自己の思い描いてきた業種・職種の適性を知る機会として、学生の約4分の1が活用しており、多くの学生の参加を得るべく、席数の確保に努めている。

ディプロマポリシーについては、平成28年度における3つのポリシーの見直しに際しては、他のポリシーの基盤として位置づけて最初に検討して、全面的に改定し、ホームページで公開している。

就職を支援する事務局の部署については、本年7月、併設の専門学校である文化服装学院のキャリア支援室と統合し、学園内のリソースを結集して「学園就職支援室」とする発令が行われた。本年度の後期から一つのオフィスで執務する予定で、諸般の準備を行っている。



		（９）テーマ別幹事校の取組〔加点要素〕　【１ページ以内】


進捗状況を具体的に説明してください。



		テーマ別幹事校として、ＡＰ全体としての成果の普及に積極的に取り組んでいるか。【テーマ別幹事校の取組】



		該当なし







事業推進代表者　　学長　濱田　勝宏





委員長：濱田　学長、　副委員長　遠藤事務局長　永富学部長


副委員長：遠藤事務局長











APプログラム推進協議会（APプログラム議決機関）





(国内担当)


河本、田島、小林、田中（直）、栗山、平良木、大橋、寺嶋、亀谷、鎌倉、工藤、若月





（海外担当）


古御堂、須山、田島、柳田、工藤、深沢





室長：濱田学長、　副室長：松田主任教授





文化学園大学USR推進室　ＡＰ対応ワーキンググループ（プログラム担当教員の実行機関）





AP担当者連絡会





（メンバー）・A P 対応ワーキンググループ　（活動内容）・プログラムの円滑な運用を協議


		  ・学事課　職員　　　　　　　　　　　　　 ・科目の評価基準、内容についての協議


		　・教務課　職員


　　　　





(広報担当)


工藤





〔服装学部〕　〔現代文化学部〕　〔造形学部〕　〔教務部〕   〔国際交流ｾﾝﾀｰ〕〔学園就職支援室〕


永富学部長　   青柳学部長　　　 堀尾学部長　　円谷教務部長　柿島所長　　　 吉田副室長


松田主任教授　 古御堂主任教授　 白井准教授　　二茅教務課長　Scott Sutcliffe


河本教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高野学事課長


須山准教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔事務局〕


工藤助教　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エドワーズ沙織


　　　 　　　　                                       　　　　　　　　　　（USR推進室）�














文化学園大学USR推進室（A P プログラム推進・実行機関）





事業推進責任者　　服装学部学部長　永富　彰子








（テーマ：Ⅳ、大学等名：文化学園大学）


- 20 -



