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審査方法

大 学 教 育 等 推 進 事 業 委 員 会

審 査 部 会

※申請状況に応じ審査部会を複数設けて審査を行うことができる。

【日本学術振興会（以下、ＪＳＰＳ）における審査体制】

大学・短期大学・高等専門学校からの申請取組を審査
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５月６日（木）～１７日（月） 大学等からの申請受付（郵送のみの受付）

書面審査、合議審査

７月下旬 ヒアリング、合議審査

大学教育等推進事業委員会（審査結果のとりまとめ）

＜ＪＳＰＳ＞

＜文部科学省＞

文部科学省（選定取組の決定）

審 査 部 会

審査結果の報告

審査部会委員・書面審査委員
による審査

【審査の流れ】
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（１）時間の配分

◆取組担当者等からの取組の内容についての説明 １０分

◆質疑応答 １２分

※ 時間厳守

（２）説明者

説明者：申請した取組について責任をもって説明できる者

出席者：取組担当者、大学等の教育活動に関し責任を有する者（学長、

理事、副学長等）、事務担当者等、５名以内。

（３）説明

ヒアリング対象校は、申請書または申請書を基に別途定める書式で作成

された資料により説明を行う。（詳細は別途通知）

※ ヒアリング審査時は、申請書の内容をより具体的に説明

【ヒアリングの進め方】



○提出期間（郵送のみの受付）

提出期間：平成２２年５月６日（木）～１７日（月）必着

※期間外、期限後の受付は一切不可

○提出書類等の差し替え・訂正不可。

○提出書類等の内容に不備がある場合は「要件違反」となる。

○提出書類等
１．文部科学大臣宛公文書及び（別紙） 公文書１枚及び（別紙）１部

２．申請書（印刷原稿用） １部

３．申請書（審査用） ８部

４．申請カード １部

５．ＣＤ－ＲＷ １枚

６．申請内容チェックシート １枚
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○所定の様式の改変（項目の順番の入れ替え等）不可。
※(様式○)【○ページ以内】［申請書類等作成・提出についてP.○参照］の記述

は削除しないこと。

○Ａ４版縦型、１１ポイント、横書約４０行×約４０文字程度＠１ページ

○白黒（写真・画像も含めカラー不可）

○ページ番号：全様式にわたって通して付すこと。

○片面印刷 １部、両面印刷・穴あけ・製本 ８部

ＣＤ－ＲＷ（１枚）
※Word形式及びPDF形式の２種類を保存

PDFファイルはWordから直接変換すること（スキャナ等による変換は不可）
ファイル名は『整理番号（大学等名）』（整理番号は半角、それ以外は全角）
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○（様式１）について
「整理番号」
下記の通り整理番号を付すこと。
※『申請書類等作成・提出について』P.９「整理番号の記入について」

３ ― １ ２ ３ ４ ５
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科学研究費補助金における機関番号を入力
※https://www-kaken.jsps.go.jp/kaken1/kikanList.do
参照

１：国立
２：公立
３：私立
のいずれかの番号を入力



「設置者名」
・国立大学等 ⇒ 国立大学法人等の名称を記入。
・公立大学等 ⇒ 地方公共団体又は公立大学法人等の名称を記入。
・私立大学等 ⇒ 学校法人の名称を記入。

「取組期間」
２年から３年の財政支援期間の範囲内で、取組を行う年度を記入。

（例）取組期間３年の場合：平成２２年度～２４年度

「取組名称」
２０文字以内（全角入力）。
※別に副題（サブタイトル）を添えるのは可。

「取組学部等」
大 学：取組を実施する学部（複数学部も可）の具体的名称。
短期大学：取組を実施する学科（複数学科も可）の具体的名称。
高等専門学校：取組を実施する学科（複数学科も可）の具体的名称。
※ 大学等全体での取組の場合は、「全学」と記載すること。
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「事項」
申請する取組が該当する事項を、メニューより３つ以内で選択。
※その他を選択した場合は、「（ ）」に具体的な内容を記入。

「キーワード」
事項で選択した内容を踏まえ、取組内容のキーワードを５つ以内で記入。

「取組担当者」
申請する取組において中心的な役割を果たしている方で、申請書
記載の内容について責任をもって対応できる方の氏名及び連絡先
等を記入。

「事務担当者」
申請する取組について責任をもって対応できる事務担当者（役
職等不問）の氏名及び連絡先等を記入。

「取組の概要」
申請する取組の全体像を上記「キーワード」（キーワードには必ず下線

を付すこと）を盛り込み、１ページ以内で記入。
ページ数を増やさない範囲で、図表等の組み込み可。

※ 選定された取組については、選定理由とともに「取組の概要」
を公表予定。
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○（様式２）１ 取組について

◎５つの設問項目について８ページ以内で記入。

（１）取組の趣旨・目的
以下の内容を踏まえ具体的に記入。
・取組の目的が学士力の確保や教育力向上を図るものとなっている
か。（各大学等において「三つの方針」（卒業認定・学位授与、
カリキュラム編成、入学者受入のポリシー）を明確にし、それを
基に行われる取組となっているか。

・「どのような能力をどの程度身につけさせるか」という学習成果
の明確化又は明確化に向けた計画がなされているか。

（２）取組の達成目標
以下の内容を踏まえ具体的に記入。
・取組の達成目標が明確にされ、各大学等の現状と課題に照らし妥
当なものとなっているか。（何をどこまで引き上げるかなど、何
が改善されるのか明らかであるか。）

※数値化が可能なものは、できるだけで数値で示す
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（３）取組の具体的内容・実施体制等
以下の内容を踏まえ具体的に記入。

・計画されている内容や方法が、取組の目的や目標の達成のために
妥当かつ有効なものとなっているか。

・目標の達成に必要な実施体制（マネジメント体制、教職員の体制、
各大学等の支援体制等）の整備又は整備の計画が具体的になされ
ており、取組を推進するために効果的なものとなっているか。

・取組の内容が他大学等に対する大きな波及効果の見込まれるもの
であるか。

（４）取組の評価体制・評価方法・評価結果の反映
以下の内容を踏まえ具体的に記入。

・取組に対して、組織として評価を適切に実施する体制等の整備又
は整備の計画がなされているか。

・取組期間終了時における評価体制等が具体的に計画されているか。
・取組の達成目標に対する達成度や成果・効果を測る方法や指標が
具体的に設定されているか。

・評価結果を取組の改善に結びつけるシステムとなっているか。
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（５）取組の実施計画等
以下の内容を踏まえ具体的に記入。

・計画されている実施のスケジュールや各年次の実施計画が、取
組の目的や目標の達成のための具体的かつ妥当なものとなって
いるか。

・各大学等の現状や実績などから、取組の実現可能性があると認
められるか。

・取組期間終了時における、取組の実施を踏まえた展開について
具体的に示されているか。

※ （様式２）に盛り込むことができない表等については、
（様式４）を活用してください。



○（様式３）「４ 大学・短期大学・高等専門学校の
基礎情報」について

（１）大学・短期大学・高等専門学校の規模

◎平成２２年５月１日現在のデータに基づいて記入すること。
①「大学等名」－大学等名を記入（設置者名は不要）。

②「学部又は学科名」
大学：学部名をすべて記入。
短期大学、高等専門学校：学科名をすべて記入。

※ 教養教育科目、外国語科目等を担当する独立の教育研究組織がある場合、
適宜記入。

※ 取組を実施する学部等は、表中の「学部名又は学科名」左欄に○印を記入。
全学的な取組の場合は「全学」と上詰めで記入すること。

③「収容定員数」、「入学者数」、「在学者数」、「専任教員数」
学部（短期大学、高等専門学校の場合は学科）毎にそれぞれ記入。
※ 後に合計を記入。また、教養教育科目、外国語科目等を担当する独立した

組織がある場合は、「専任教員数」のみ記入すること。
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（２）取組の対象となる学生数等の割合
◎平成２２年５月１日現在のデータに基づいて実数を記入。

※％表示の欄は、小数点第１位（小数点第２位を四捨五入）まで記入すること。

（３）取組の実施期間中の組織改編等の予定と影響の有無
◎取組を実施する学部等に組織改編等の予定のある場合、
・取組の実施期間中の組織改編等の予定及びその年度（大学・学部

等の改廃）を記入すること。
・申請取組への影響の有無についても記入すること。

◎取組の実施期間中の組織改編の予定がない場合、
・「なし」と記入すること。

（４）大学等における情報提供の方法・体制（取組の内容、成果等に
関するものを含む）
◎下記の項目に従い、具体的に記入すること。

①大学情報
・教育内容・方法、入試・学位授与等、財務・経営状況、自己点検・

評価の結果等に関する情報
②取組の内容、経過、成果等に関する情報提供に関する方法及び体制
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（５）積極的な情報提供が必要と考えられる情報の公表状況

◎下記の各項目について、ｗｅbサイトや刊行物等により情報を公表して
いる場合は、公表状況記入欄に○を記入。

１．教育課程を通じて修得が期待される知識・技能の体系

２．学修の成果に係る評価や卒業判定に当たっての基準

○（様式４）「３ データ、資料等」について

４ページ以内で記入すること。
「１ 取組について」等で記述した内容を示すデータや資料を取り

まとめ、出典を付して記入又は貼付すること。

※審査委員が読みやすいよう、４０字×４０行程度が望ましい。
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○（様式５）「４ 過去の選定状況」について

平成２１年度以前に本申請と関連性のある経費措置を受けているか
どうかについて記入。
※共同申請時は、主となる大学等だけでなく、共同申請する全ての

大学等も（様式５）をそれぞれ作成してください。
※該当するものが無い場合、「該当なし」と記入。

「大学等名」

「プログラム名」
・本申請と関連性のある事業名称を記入。（共同申請を含む）

「（選定取組の概要）」

選定された取組の全体像を４００字以内で簡潔に記述。

「（選定取組と今回の申請との相違点について）」
６００字以内で簡潔に記述。
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○（様式５）「５ 『大学生の就業力育成支援事業』
申請取組との相違点」について

本年度「大学生の就業力育成支援事業」に申請を予定している
大学のみ記入。
※共同申請時は、主となる大学等だけでなく、共同申請する全ての
大学等も（様式５）をそれぞれ作成してください。

※該当するものが無い場合、「該当なし」と記入。

「大学等名」

「（申請取組名称）」

「（目的及び内容の相違点について）」
６００字以内で簡潔に記述。



○（様式６）「６ 取組に係る経費」について

（１）取組全体に係る申請予定額
申請額を年度別にそれぞれ記入し、併せて合計額を記入。(千円単位)

（２）申請経費の内訳
平成２２～２４年度の各年度の補助事業に係る経費として必要な金額を記入。

①申 請 額（補助事業上限額の範囲内で設定する額）
②補助金額（補助金基準額の範囲内で設定する額）
③自己負担額

※申請額は、経費区分毎に金額、積算内訳を記入。

【参考】補助事業上限額等
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補助事業上限額 補助金基準額 財政支援期間

50,000千円／年 20,000千円／年 2年～3年



（３）経費措置の状況

国の補助金等による経費措置を現に受けているか、又は今後受ける
予定があるのかの有無を記入。

受けていない、又は受ける予定がない－「なし」と記入。

※申請する事業において、類似性の高い事業や国の補助金等により
経費措置されている関連事業がある場合には、その事業計画及び
資金計画を十分整理するとともに、明確に区分すること。

【申請カードの作成について】

・申請書の記載事項に基づき、正確に記入(Excel)。

・このカードに基づき、申請時及び採択後の報道発表資料等を作成す
るため、記載事項に誤りのないよう注意。
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