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　別府大学及び別府大学短期大学部は、昭和21年に別府女学院として開設さ
れて以来60有余年（注１）、九州・大分の地で営々と教育研究活動を展開してき
ました。この間、社会は大きく変化し、大学を取りまく環境もまた大きく変
わりました。本学がこれからも社会の負託に応え、教育研究活動を発展させ
ていくためには、創立以来の良き伝統を守りつつ、こうした時代の変化に柔
軟に対応する必要があります。

　私たちは、本学に課せられた使命を現在の視点で改めて問い直し、目指す
べき将来像を明確に掲げ実現するべく、この教育研究発展計画をとりまとめ
ました（注２）。別府大学及び別府大学短期大学部（注３）は、この計画を全教職員で
共有し、実現していきます。

（注１）別府女学院は昭和21年に開学され、翌22年には別府女子専門学校、25年には別府女子大学とし
て認可を受けました。その後、昭和29年に別府大学と改称して男女共学となり、同時に別府大
学短期大学部が開設されました。さらに戦前に遡れば、別府女学院は明治41年創立の豊州女学
校（大分市）を母体としています。ここでは別府女学院の開学をもって大学としての実質的なス
タートと捉え「60有余年」としていますが、母体の豊州女学校から通算すると100年以上の歴
史となります。

（注２）本計画は、大学の教育研究を向上させていくための道標、ガイドラインの役割を果たします。本
計画を実現するために何を行うべきか教職員で話し合い、さらに踏み込んだ各年度の事業計画を
作成し、計画を具体化していきます。なお、計画に掲げた項目の中には、その実現に計画期間
（2012－2016）の５ヶ年を超える必要のあるものもありますが、将来を見据えて本計画の課
題として位置づけ、取り組むこととしました。

（注３）以下、本文では「別府大学及び別府大学短期大学部」を合わせて「別府大学」と総称します。別
府大学には別府大学大学院を含みます。

はじめに

大学を引継ぎ、
未来に発展させていくために
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１．建学の精神

　「真理はわれらを自由にする－VERITAS　LIBERAT－」これが本学の建学の精神です。
　昭和２１年５月１５日、佐藤義詮学長は、別府女学院の開学に際してこのことばを掲げまし
た。
　佐藤先生は、建学の精神に関して、「戦前戦中を通じて自由と真理は弾圧されてきた。こ
れからの日本は真理を求め、自由を愛する若者を育てていかなければならない」と語り、
「自由は人間性の尊重であり、真理の探究は学問の最終目標でなければならない」と記し
ています。戦後の混乱の中にあって、戦時中に抑圧されていた理想の学校づくりの理念を
「真理はわれらを自由にする」のことばに集約し、学生と共に真理の探究を理想とする学校
を創造するべく決意したのです。爾来このことばは、別府女子専門学校、別府女子大学を
経て現在の別府大学に引き継がれ、今日まで一貫して建学の精神として生き続けています。
　「真理はわれらを自由にする－VERITAS　LIBERAT－」私たちはこのことばを「学問研
究を通して真理を探究し、自分でものを考え、事実を正しく認識しようと努めつつ生きるこ
とによって、自立した人間として自由に社会と関わることができるようになる」と理解します。
　今後の別府大学のあるべき姿を考える私たちにとって、建学の精神は出発点であり、大
学を支える基本理念としてあり続けます。

２．別府大学のミッション（使命）

　私たちは、建学の精神と現在の社会状況に照らし、別府大学に課せられた使命を次の３つ
であると考えています。

（１）教育
別府大学の使命は、真理を探究し自由を愛する姿勢を持ち、高い専門能力と広い教養
を身につけ、豊かな人間愛・地域愛を備え、進んで社会に貢献しようとする人間を育
て社会に送り出すことです。

（２）研究
別府大学の使命は、研究や創作を活発に行い、教育に活かすとともに、科学や文化の
発展に寄与することです。

（３）地域貢献
別府大学の使命は、地域に立脚した特色ある教育・研究を展開し、その成果をもって
地域に貢献することです。

３．別府大学のビジョン（目標・大学像）

　私たちは、別府大学に課せられたミッションを果たすため、次の５つのビジョンの実現をめ
ざします。

 
（１）心のかよう温かな大学

別府大学は、文学部単科の小さな大学として出発した建学時の思いを忘れず、「心の
かよう温かな学びの場」を守り続けます。
教職員はそれぞれの学生をよく理解し、互いの信頼のうえに成り立つ温かな人間関係
をベースに、一人一人を大切にした丁寧な指導を行います。教員は同じ学問を学ぶ先
輩として学生に向き合い、真摯な対話を図ります。学生は誰もがそれぞれの個性に応
じて夢や目標を持ち、活躍の場を見出すことができます。

 
（２）すべての学生が成長できる大学　

別府大学は、すべての学生が成長できる学生第一の教育を行います。
私たちが目標とする人間像は、“真理を探究し自由を愛する姿勢を持ち、高い専門能
力と広い教養を身につけ、豊かな人間愛・地域愛を備え、進んで社会に貢献しようと
する人間”です。
私たちは、この人間像を目指して教育目標を明確に掲げ、学生の学びの視点に立っ
て、教養科目・専門科目・キャリア支援科目などが有機的に結びついた順次性のある
体系的な教育課程を編成します。また、授業そのものを魅力あるものに改善するとと
もに、これらを支える教育システムの改革、学生支援や就職支援の充実、キャンパ
ス・学習環境の改善、国際化に対応する能力の育成などにも積極的に取り組みます。
別府大学は、目の前の学生と向き合い、個々の学生の夢や目標に向けて潜在能力を引
き出し、伸ばします。

（３）研究と創作に挑む創造的な大学　
別府大学は、研究と創作の場として成長します。
教員は研究者又は創作者として、真理の探究に努め、それぞれの分野で新たなテーマ
に挑戦を続けます。学生は、教員と共に研究・創作に励み、その喜びを知り、探求心
や創造力を培います。また、小さな大学の良さを生かし、互いの顔を見ながら自由に
議論しあい、学問分野を越えた研究や創作に取り組みます。

（４）地域に学び、地域に貢献する大学
別府大学は、地域に学び、地域に貢献します。
別府大学は、地方の大学として、教育・研究において地域に根ざしたテーマを積極的
に取り上げ、地に足のついた教育・研究を行います。そして、人材の育成と研究の成
果をもって地域に貢献します。別府大学にとって、九州・大分は無限の可能性を与え
てくれる「キャンパス」であり、成長を見守ってくれる温かな「ふるさと」です。

（５）自己改革を続ける大学
別府大学は絶えざる自己改革を行います。
別府大学は、時代と社会のニーズを的確に把握し、カリキュラムや指導内容・方法、
課外活動、学生支援などを絶えず見直し、学生のより豊かな未来を実現する大学とし
て進化を続けます。
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　別府大学は、大学卒業時に学生に身につけさせるべき知識・能力等を教育目標として明確に掲げ、それを
着実に達成するための最適なカリキュラムを追求します。

教育目標を明確に掲げ、全教職員で共有します。

●ビジョンの「目標とする人間像※」をベースに全学共通の教育目標を明確に掲げ、共有します。
●全学共通の教育目標に基づき、各学科・研究科各専攻・専攻科各専攻の教育目標を明確に掲げ、共有します。
●教育目標の設定にあたっては、「学生に何を教えるか」という視点とともに「学生が実際に何ができるよう
になるか」を重視します。
●各学科・研究科各専攻・専攻科各専攻の教育目標を、卒業時に学生が身につけるべき知識・能力等（学生の
学習到達目標）として明確に定め、それを基に学位の授与指針（ディプロマポリシー）をより明確化させます。

※目標とする人間像
真理を探究し自由を愛する姿勢を持ち、高い専門能力と広い教養を身につけ、豊かな人間
愛・地域愛を備え、進んで社会に貢献しようとする人間

教育目標を着実に達成するための最適なカリキュラムを追求します。

●教育目標を着実に達成するための最適なカリキュラムを、さまざまな側面（全学、学科、研究科各専攻、専
攻科各専攻、コース、個人）から追求します。

●別府大学の共通のカリキュラム理念として「別府大学カリキュラム基本方針※」を定め、全学のカリキュラム
の統一性を維持するとともに、それを踏まえて各学科・研究科各専攻・専攻科各専攻の教育課程編成・実
施の方針（カリキュラムポリシー）を明確化し、カリキュラム改革を進めます。

※「別府大学カリキュラム基本方針」に盛り込むべき内容
　カリキュラムは教育目標の達成に向けて総合的に構成され、各科目はカリキュラムの一部
を構成するものとして順次性・体系性をもって配列される。

　カリキュラム全体の体系化を図る観点から、とくに教養科目において目標と役割を明確に
する。

　カリキュラム構成や各科目の目標を設定するにあたっては、実社会から要請される知識・能
力を身につけさせることを考慮する。また、キャリア支援科目をさらに充実し体系化する。

　初年次教育を重視し、学生の学問への意欲と関心をかき立てる初年次カリキュラムを組む。

　免許・資格関連科目を各々の基準を遵守して確保する。学科ごとに免許資格科目を確保
するよう科目構成や卒業要件を設定する。

　専門能力を育成する内容を維持したうえで、カリキュラムのコンパクト化と授業科目の精選
を図る。

　卒業論文（制作）科目を置く学科では、そのアウトカムを重視し、研究（制作）に必要と
なる知識・能力を育成する視点からカリキュラムを組む。また、学科の特色に応じて「卒
業論文」に代えて「卒業制作」を認める。

教育目標と各授業の目標の関係性や達成度を明示・評価するシステムを整備し、
教育の質を向上させ、学習成果の修得をより確実にします。

●教育目標と各授業の目標の関係性を明らかにし、目標の達成度を評価するシステムを整備します。その方
法の一つとして、カリキュラムマップの導入を検討します。
●上述のシステムを活用して、目標の達成度を踏まえた自己点検・評価を行い、カリキュラムの順次性・体系
性や各科目の教育内容を向上させ、学習成果の修得をより確実にします。

教育目標等を踏まえてアドミッションポリシーを明確化し、
適切な入学者受け入れを行います。

●建学の精神や教育目標を踏まえて求める入学者像を明確に描き、入学者受入の方針（アドミッションポリ
シー）に反映させます。
●高校教育との円滑な接続や入学後の教育との関連性等を踏まえた適切な入学試験・入学者受け入れを行い
ます。

教育目標の明確化と
カリキュラムの最適化

重点目標

1
重点目標

1
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　別府大学は、カリキュラムを最高の形で機能させるため、学生の関心や意見も取り入れながら、授業内
容・方法の改善に努力し続けます。また、その基盤となる効果的な教育システムを構築します。

大学として組織的に教育の質を保証します。

●機関レベル（大学・短期大学）は教育課程レベル（各学科・コース・研究科各専攻・専攻科各専攻）の教
育の質を保証し、教育課程レベルは科目レベル（各授業）の教育の質を保証します。

●カリキュラム上の科目構成だけではなく、実際の授業内容において順次性・体系性を確保します。
●各科目の単位が学習時間や学習内容に見合った実体を保つように努めます。
●各科目の授業計画（シラバス）において、科目の到達目標、講義の内容、授業時間外での学習、成績評価
の方法などを適切に定め、学生に明確に示します。

●教育目標や科目の到達目標等に即して成績評価や卒業（修了）認定等の基準を明確に示すとともに、学生
の学習到達度を的確に把握・測定し、適切な単位認定、卒業（修了）認定、学位授与を行います。

大学としてＦＤ活動等を充実し、組織的に授業改善に取り組みます。

●大学として教育の質を保証するという観点から、個々の授業の質に責任を持ち、組織的に授業改善（大学
のＦＤ活動、学科のＦＤ活動など）に取り組みます。

●専門領域ごとに効果的な授業内容・授業方法を議論するＦＤ活動、学問への意欲と関心をかき立てる初年次
教育の在り方を議論するＦＤ活動など、課題に応じた柔軟なＦＤ活動を展開します。

●対話型授業や課題探究型授業、実践型授業など多様で魅力ある教育方法を積極的・計画的に取り入れま
す。
●模範授業の見学、授業の相互見学を進めます。例えば授業評価アンケートで評価の高い教員の授業を見学
する、授業の工夫点などを発表するなどの取組みを行います。

学生の関心や意見を把握し、授業改善や教育システムの改善に
積極的に反映させます。

●学生による授業評価を充実させ、その結果を各教員の授業改善に効果的に反映させるシステムを構築します。
●個別の授業についてのアンケートだけでなく、例えば「こういうことを学びたい」「こういう授業が受けたい」　
といった教育コンテンツについて学生の関心を引き出すアンケートを行い、カリキュラム改革などに生かします。

●卒業生からも授業内容や授業方法について意見を聞き、授業改善に役立てます。

授業時間内だけでなく、さまざまな形で学生の学習意欲の高揚を促し、
サポートします。

●ラーニングポートフォリオの導入を検討します。授業で作成したレポートや課題を学生がファイリングするこ
とによって、自らの学習履歴を整理・保管し、学習成果の振り返りや確認を促進します。
●優れた学習成果を挙げた学生に対する表彰制度などを設けます。
●学習効果の高い検定試験について単位を認定します。
●授業で課題（中間レポートや期末レポートなど）を与え、学生の授業時間外の学習を促します。

大学での学習が円滑にスタートでき、実り多い大学生活が送れるよう、
初年次教育や入学前教育を充実します。

●新入生が大学の学習や生活に適応し、有意義で実り多い大学生活を送れるよう、初年次教育の充実を図り
ます。
●入学予定者に対し、入学までの期間を有意義なものとするよう、高等学校の理解のもとに、適切な入学前
教育の充実を図ります。

授業の改善と
教育システムの改革

重点目標

2
重点目標

2
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　別府大学は、すべての学生が安心して学習や生活の相談ができる体制をつくり、学生が抱えるさまざまな
問題に真摯に対応します。また、学生の声を把握し、サークルやボランティアなどの課外活動を積極的に支援
するとともに、奨学制度の充実などにも積極的に取り組みます。

すべての学生が学習や学生生活などについて安心して相談できる体制を整備します。

●教員と事務職員が連携して、学生が学習や生活などについて、いつでも気軽に安心して相談できる体制を
つくります。また、学生が気軽に相談に立ち寄れるよう研究室、事務室、学生相談ブースなどの望ましい在
り方を検討し、改善を図ります。
●４月の履修科目登録時には、相談コーナーを設けて、安心して新学年がスタートできるように支援します。
●授業やサークルなどを通じて師弟関係や友人関係が築かれるよう工夫や配慮を行い、温かな人間関係を学
生生活の基盤として形成します。

●学生が抱えている就学上の問題を早期に発見し対応するシステムを、教職員間のスムーズな情報交換をも
とに作り上げます。
●心理的な問題を抱える学生が、安心して学習できるように、教職員以外の常勤の学生相談専門員を配置し
ます。また、相談室の整備、学生の居場所となる部屋の確保などを行い、学生への対応、教職員との連携
を強化します。また、専門家を招き、研修会を開きます。
●学生に対する様々な支援をきめ細かく行うためにＴＡ制度などを導入します。

「学生満足度調査」を充実させ、学生の声を反映した改善を進めます。

●学生満足度調査を担当する組織を置き、学生の要望や意見を把握し、これまで以上に適切な対応に努めま
す。
●学生満足度調査をもとに学生と教職員が話しあう場を設け、ともに大学を改善していく一体感を培います。
また、学生満足度調査自体についても学生の意見を反映させます。

学生サークル活動や自主的な研究会活動を支援し、
課外活動においても学生の成長を促します。

●学生サークルや研究会の広報活動を推奨し、サポートします。
●スポーツ系だけでなく文化系サークルの活動を活発にするため、サークル室の整備や発表の場を確保します。

●サークル予算の増額や効果的な配分を検討します。また、積極的で意義ある学生の自主研究会活動に対し
ては予算支援を検討します。
●学生掲示板にボランティア活動欄を設け、積極的に参加するように呼びかけます。

学習の励みや支援となるよう、奨学制度や表彰制度を充実します。

●成績優秀者又は経済的に就学困難な学生への奨学制度を拡充します。
●学習の励みや支援となるよう、ＧＰＡを活用し、成績優秀者に対する表彰制度を設けます。
●学生や保護者の個々の状況にできるかぎり対応できる学生納付金制度を検討します。

保護者とともに学生を育てる雰囲気や環境を作りあげます。

●保護者とともに学生を育てる視点に立ち、学生の情報を定期的に保護者に連絡し、問題がある場合には、
保護者と連携してその対応に努めます。
●大学ホームページで保護者向けの情報提供を充実します。
●保護者懇談会の開催を工夫し、保護者の参加率を高めます。

別府大学の歴史と役割を理解し、母校への誇りを持つ学生を育てます。

●大学史の授業等を充実し、大学の重要な歴史資料やモニュメント、展示などを設け、これまでの大学の果た
してきた役割の理解を進めます。
●社会で活躍する卒業生を招聘する機会を設けるなど、大学の社会貢献の理解を進めます。
●学歌の愛唱を広く奨めます。
●同窓会と協力し、卒業生と大学との関係を深めます。

学生支援の充実
重点目標

３
重点目標

３
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別府大学 未来へのアプローチ

　別府大学は、すべての学生が大学から社会・職業へと幸せな形で巣立てるよう、社会的・職業的に自立す
るために必要な基盤となる能力を養成します。キャリア教育科目の拡充と就職・進路支援体制の強化に取り組
むとともに、全教員が社会的・職業的自立を念頭に置いて授業を行います。

教育課程において社会で評価される知識・能力を育成する体系的なキャリア
教育を実施し、充実させます。

●全教員が、キャリア教育の考え方を共有し、社会的・職業的自立に必要な力を学生に身につけさせることを
念頭に置いて授業に取り組み、学生の職業的スキルの獲得と社会的自立の達成を支援します。また、その
ためのＦＤ活動を充実させます。
●各学科では、専門に応じたキャリア教育のあり方を確立し、専門分野の学修を通じて社会で評価される知
識・能力・態度を育成します。

●教育課程に４年間又は２年間の体系的なキャリア教育科目を組み込み、就職・進学に向けて段階的・計画的
な支援を行います。

キャリア支援センターの組織・人員を強化し、就職支援活動を充実させます。

●キャリアカウンセラーを増員し、面接指導の機会を増やすなど指導体制の充実を図り、学生一人ひとりの
ニーズに合わせた個別指導を行います。
●キャリア支援センターにおいて、全学生の就職活動カルテの作成・管理体制を整備し、学科の就職担当教
員や担任教員との情報共有、指導の徹底を図ります。

●就職資料をデーターベース化し情報共有を進めます。とりわけ県内企業情報の充実を図り、就職希望者へ
の支援を強化します。

インターンシップ制度を充実し、学生の能力開発と就職先の開拓に活かします。

●インターンシップ制度を充実し、学生の能力開発と就職先の開拓に活かします。
●学生にインターンシップ、学外実習などの機会が与えられるようにし、その履修を推奨します。

保護者や卒業生、同窓会との連携を強め、就職・進路支援を充実します。

●学生の就職・進学に向け、保護者との連携を強めます。
●卒業生や同窓会の視点をキャリア教育に生かすとともに、その協力を得て地元企業などへの就職支援を充
実します。

キャリア教育・就職支援の充実
重点目標

4
重点目標

4
　別府大学は、日本人学生と留学生の交流や協働学習を促進するなど、学生が国際的視野を持った人間とし
て成長する環境を整えます。また、留学生が充実した学生生活を送れるよう支援を強めます。

日本人学生と留学生の交流や協働学習を促進し、共に国際人として
成長するように指導します。

●授業内外で日本人学生と留学生の混成のグループやペアを作り協働学習をさせるなど、相互の言語修得・
文化理解を助けあい、刺激しあえる仕組み（タンデムプログラム）を試行します。
●留学生のサークル活動への参加率を高め、日本人学生との交流を促進します。
●留学生の要望や声を把握し、留学生支援策の改善に活かします。

学生に海外留学・語学研修の機会を提供します。

●海外語学研修・留学などを希望する学生の相談窓口・紹介制度・研修制度などを設置します。
●学生が語学のスキルアップに積極的に取り組めるよう、ＴＯＥＩＣなどが受験しやすい環境を整備します。
●海外交流協定校との連携・相互交流を充実するとともに、メディアセンターを利用した遠隔授業などを進め
ます。

留学生に関する適切な選抜制度と受入体制を整えます。

●全学及び学科ごとの適正な留学生受け入れ上限数を検討します。
●優秀な留学生を受け入れるため、留学生募集･入試のあり方を研究し、海外協定校と良好な関係を築きます。
●留学生入試に際して、人物、能力、生活力などをより的確に把握するように努めます。

留学生の日本語教育、就学支援を充実します。

●別科日本語課程及び日本語教育研究センターにおける日本語指導の充実に努めます。
●留学生の奨学制度、外国人留学生後援会の活動などを充実し、留学生の就学支援を充実させます。
●同窓会に働きかけ、留学生の同窓会組織の設置を促し、卒業生とのつながりを大切にします。

留学生への就職・進路支援を充実します。

●留学生の就職・進学に関連する情報の収集・提供に努めます。
●国内就職・進学を希望する留学生について、きめ細かいケアに努めます。

国際化への対応
重点目標

5
重点目標

5
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別府大学 未来へのアプローチ

　別府大学は安全で、美しい、環境に配慮したキャンパスを整備します。すべての学生が自由に学習、研究、
創作に励み、そこに居るだけで憩いや楽しさを感じることができるキャンパスを目指します。

安全で、美しい、環境に配慮したキャンパスを目指して
長期的な視点に立ったキャンパス整備に努めます。

●長期的視野に立ったキャンパス整備指針を策定します。指針には施設建設の基本コンセプト、グランドデザ
イン、老朽施設の計画的改修、施設の耐震･耐火対策、バリアフリー化、排水・雨漏り対策など各種の改善
内容を含みます。

●エコキャンパスを目指し、節電や自然エネルギーの利用、緑化などに取り組みます。

学生の心身の安全を確保するため、安全なキャンパスづくりについては
優先的な整備に努めます。

●施設の耐震検査を行い、基準に満たない施設の補強、改築を進めます。
●危機管理マニュアルを現実的な視点から改訂・充実し、火災訓練・震災訓練などを定期的に実施します。
●禁煙を促進し、全面禁煙又は完全分煙を図ります。
●心身の健康管理をよりよい形で行うため、保健室の施設設備を改善し、看護体制を充実します。
●防犯灯や監視カメラの設置、大学周辺の巡回などを行い、防犯体制を強化します。

学生が快適に学習、研究、創作に励むことができる環境を整備します。

●演習やグループ学習に適した教室の整備を進めます。特に少人数演習教室の整備を進めます。
●国家試験などの各種試験、卒業論文、ＴＯＥＩＣ受験などに取り組む学生を支援するため、長時間使用できる
安静な環境の自習室を整備します。

●学内ＬＡＮ、サーバーなどのコンピュータ関連設備について、計画的な更新、充実を図ります。
●図書館を大学教育の中核として考え、学生がさまざまな形で自らの研究や学習を充実させる場所として、
充実を図ります。

●メディア教育・研究センターについて、メディアを活用した学習環境の整備、設備の計画的な更新に努めま
す。
●文化財研究所やアーカイブズセンターなど特色ある研究・学習拠点の充実を図ります。
●図書や各種学生サービスを取り扱う売店の整備を検討します。

憩いの場を整備し、大学に居ることが楽しくなるキャンパスを目指します。

●貴重な地域資源である温泉を活用し、温泉施設などの整備を進めます。
●「温かさ」「集い」「語らい」を象徴する施設として学生用談話室を整備します。また、教員が集い自由に対
話できるサロン的なスペースをＦＤ活動の拠点として設置します。

快適で利便性の高いキャンパスの整備に向けて検討を進めます。

●学内施設をガイドする案内板（キャンパスマップ）を設置します。
●研究や自主学習の時間を確保するため、夜間の閉門時間を延長する方向で検討します。
●食堂について、食物栄養科学部や食物栄養科の知見を生かし、栄養バランスのとれたメニューを増やすな
どの改善策を検討します。
●学生寮・駐車場について、独立採算制を含めた検討を進めます。
●大分キャンパスの課題について、キャンパスの統合も視野に入れて改善策を検討します。
●学籍簿などの重要書類を保管する資料保管庫の整備、資料のデジタル化を検討します。
●大学周辺環境の美化や防犯、交通安全などに取り組むとともに、各方面への働きかけを行います。　

キャンパス・学習環境の改善
重点目標

6
重点目標

6
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　別府大学は、地方大学として別府市域、大分県域での地域との連携・協働を大切にし、人材育成と研究活
動を通じて地域に貢献するとともに、公開講座や地域をフィールドとした教育研究活動、教育機関との連携な
どを通じて積極的に地域との結びつきを深めます。

大学本来の役割である人材育成と研究・創作活動を通じて、
地域に貢献します。

●地域や企業等の人材ニーズを把握し、その要請に応える人材を育成することで地域に貢献します。
●自由な研究活動や創作活動を展開し、その成果並びに蓄積された知的資源を通じて地域に貢献します。

大学の知的資源を積極的に開放・活用し、地域に貢献します。

●大学の知的資源を生かした地域住民対象の公開講座、フォーラム、企画展覧会、コンテストなどを開催する
とともに、社会人等を対象にしたリカレント教育を行います。
●留学生を講師とした地域住民対象の外国語講座等を開催します。
●自治体・企業・NPO等と連携し、産学官の共同研究や受託研究を積極的に進めます。
●地域をフィールドにした教育、研究・創作活動の成果を生かし、地域歴史マップ、地域を舞台にした小説・
映画・マンガなどの制作を推奨します。
●地域のニーズと大学の関心事項がうまくかみあうように、教員の専門分野や地域貢献できる内容などをとり
まとめ、ＰＲします。
●講師派遣や学生のボランティア活動などについて、地域からの相談を受け付ける、地域貢献のワンストップ
サービス窓口を整備します。窓口担当者は、地域に関わる教育、研究、創作、ボランティアなどの活動につ
いて横断的に情報を把握し、総合的なコーディネートに努めます。

地域を舞台にした教育活動を展開し、地域との協力を深め、
地域に貢献します。

●地域を舞台にした授業、たとえばフィールド学習、学外実習、学生による地域ボランティア等を展開し、地
域との協力関係を深め、地域に貢献します。
●地域の専門家や識者を講師として招くなど、地域の視点・発想、地域の人材を授業に生かします。
●地域をフィールドにした学生活動、地域行事への学生の参加・協力を積極的に行います。
●地域を舞台にした教育活動を行うため、特に協定を締結した自治体や団体、大学施設を設置する自治体と

地域貢献の充実
重点目標

8
重点目標

8

別府大学 未来へのアプローチ

　別府大学は、大学の活力は自由な研究活動（創作活動や福祉・教育等の実践活動を含む）から生み出され
ると考え、教員や学生の意欲ある研究活動に対して積極的な支援を行います。

自由で活力ある研究環境の整備・充実に努めます。

●教員と学生がともに真理を探究し、学問の垣根を越えて自由に語り合う「学問研究の共同体」を継承します。
●専門分野ごとの研究が深まるよう、同一学科の教員研究室が分散しないように配慮します。
●授業時間とのバランスを考慮し、研究時間を確保できるように配慮します。
●研究を推進するために必要な設備の整備、専門図書やジャーナルの充実に努めます。
●教員の研究成果の発表を積極的に進めます。

外部資金も含めた研究費の確保に努め、各教員の研究、大学の重点研究の推進に努めます。
また、関係法令等を遵守し、適正な研究に努めます。

●各教員の研究を推進するため、教員の基礎的研究費の確保に努めます。　　
●重要な研究を進展させるための重点研究推進制度、若手研究者を育成するための制度、サバティカル制度
などの創設を検討します。

●科学研究費補助金などの競争的研究費の申請数・採択数を増やします。また、共同研究・受託研究を推進します。
●公的研究資金の適正な管理と執行、研究活動の不正防止に努めます。また、関係法令等を遵守し、研究が
安全対策や倫理的観点などを踏まえて適正に行われるように努めます。

研究者の相互交流により、より創造的な教育研究の場をめざします。

●研究者相互の研究交流・協力を図り、共同研究を推進します。
●別府大学が地域貢献できる研究テーマを全学、学部・学科、研究科・専攻等で設定し、各教員が連携しな
がら研究を行う学内共同研究を進めます。

意欲ある学生の研究を促進するため、積極的な支援を行います。

●学生が自らの研究の成果を発表できる機会を増やすとともに、学会発表などを推奨します。
●学生の研究会活動に対する支援を充実します。
●専門の教室、ゼミ室、研究室が一体的に機能するよう施設を整備し、学生の研究活動の促進に努めます。

研究活動の強化
重点目標

7
重点目標

7
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別府大学 未来へのアプローチ

の連携を積極的に進めます。

地域の教育機関と福祉施設、社会教育施設などと連携を深め、
地域に貢献します。

●地域の教育機関との連携、教員との交流、ＰＴＡ活動への協力などを推進します。
●高大連携、たとえば高校の教科別研究会や教員研修との連携などを進めます。
●地域の福祉施設や歴史資料館、図書館、美術館などとの連携協力を進めます。
●大分高等教育協議会や県内の大学コンソーシアムなどと連携しつつ、県内の大学・高専等との協力の充実
を図ります。

　別府大学は、大学の理念や目標、教育研究の取組みなどを積極的に外部に向けて発信し、ブランドやイ
メージを向上させ、別府大学の魅力が広く理解されるようにします。

大学のブランドやイメージを確立・向上させ、広く社会に発信します。

●大学の個性や魅力を大学全体で共有し、統一性をもって社会に発信し、別府大学の認知度を高めていきます。
●大学のシンボルマークやロゴマークなどの活用を図ります。
●別府大学のイメージを高める大学グッズなどの開発と活用を進めます。

教員・学生の情報を積極的に学外に発信します。

●教員・学生の研究・創作の学外発表を活発化するとともに、活動状況を本学ホームページで発表・発信し
ます。
●大学の情報発信に学生の視点を反映させる工夫を行います。

広報の体制を強化し、大学の情報発信力を向上させます。

●専任の広報専門職員を置くなど広報体制を強化します。また、各学科に広報担当者を置き、学科の情報発
信を活発化します。
　ホームページについて、在学生や高校生をはじめとして多くの人が興味を持つ内容へと充実を図ります。
　大学広報誌について、さらに内容の充実を図ります。また、各学科ごとの広報誌の刊行と内容の充実を図
ります。

マスメディアと連携して大学の教育研究活動を広くＰＲするなど、
一般向けの大学広報を充実します。

　教職員のテレビ・ラジオ等への出演、新聞・雑誌への寄稿を奨励し、大学の教育研究活動の認知度を高め
ます。
　マスメディアとの協力関係を築き、新聞連載、番組制作などを企画していきます。

広報活動の強化
重点目標

9
重点目標

9
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　別府大学は、大学のもつ組織力を最大限発揮できるよう、管理運営体制を絶えず改善します。また、計画
を着実に実施する組織体制を確立し、ＰＤＣＡサイクルを繰り返し、大学改革を着実に前進させます。

大学のもつ組織力を最大限発揮できるよう、管理運営体制を絶えず改善します。

●効率的で安定的な大学運営を実現するため、学長のリーダーシップや中枢的な指導体制を強化します。
●学長裁量経費を活用し、中期計画達成のための戦略的な予算配分・執行を行います。
●教授会、企画運営会議、大学評議会、学科長会議、各種委員会などの管理運営組織の在り方について絶えず
見直し、改善を図ります。

●大学課題の多様化や学部・学科の改編などに対応し、事務組織を柔軟に見直します。

事務職員のＳＤ活動を充実するとともに、業務の改善に積極的に取り組みます。

●事務職員の資質・能力の向上を図るため、学内のＳＤ活動を充実するとともに、外部研修や他大学との職員
交流などを進めます。

●大学事務の各部署に「業務改善研究会」を設け、自主的な業務改善に取り組みます。
●入札や相見積もりを励行するとともに、指定業者の見直し・拡充を図り、経費節減に努めます。
●グループウェアを活用し、教職員・学生間の情報共有を促進し、事務の効率化、ペーパレス化を進めます。

教職員の人事や服務について適正さが保たれるよう必要な改善を行います。

●教職員の採用については、公募制を原則とし、人件費削減や年齢構成等を考慮した計画的な採用を行います。
●教職員の異動、昇任、昇給等については、本人の業績が適切に反映されるように努めます。
●事務職員は、特定分野に精通したスペシャリストとして育成しつつ、適当な年数で配置換えを行い、全学的
な視点と経営感覚を持った大学アドミニストレーターとして成長させることをめざします。

管理運営体制の改善
重点目標

10
重点目標

10
『教育研究発展計画』を着実に実施する組織体制を確立するとともに、事業報告等
をもとに自己点検・評価を行い、ＰＤＣＡサイクルによる大学改革を進めます。

●大学企画運営会議（大学）及び学科長会議（短大）を『教育研究発展計画』推進の基幹組織とし、行動計画
ごとに実施担当組織を明確にします。
●実施担当組織は、本計画に基づいて毎年事業計画を作成するとともに、その着実な実施に努め、年度末に事業
報告を行います。

●大学企画運営会議及び学科長会議は、計画の進捗状況を随時点検するとともに、事業報告等をもとに定期的に
自己点検・評価を行います。また、自己評価結果を翌年度の事業計画に反映して、ＰＤＣＡサイクル（PLAN（計
画）→DO（実行）→CHECK（評価）→ACTION（改善）を繰り返して業務を継続的に改善する）による着実
な計画の達成を図り、恒常的な内部質保証につなげます。
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