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項目：１．全ての子供・若者の健やかな育成 
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【大学教育の充実】 
○アクティブ・ラーニング、学修成果の可視化、高大接続改革、ギャップイヤー等の長期学

外学修プログラム、卒業時における質保証など新たな教育改革の方向性に合致した先進的
な取り組みを支援。 

○大学教育の質的転換を図るため、関係省令を改正し、「卒業認定・学位授与の方針」、「教育
課程編成・実施の方針」及び「入学者受入れの方針」の一体的な策定・公表の制度を義務
化。 

【専修学校教育の振興】 
○専修学校教育をさらに充実させるため、実践的な職業教育の質の確保に取り組む専修学校

の専門課程の認定（職業実践専門課程）、地域や産業界の人材ニーズに対応した社会人等が
学びやすい教育プログラム（キャリア形成促進プログラム）の認定開発・実証等を実施。 

○大学において教育内容・方法の改善が着実に進展。※文部科学省調べ 
・アクティブ・ラーニングを効果的にカリキュラムに組み込むための検討を実施： 
  407 大学（Ｈ24 年度）→522 大学（Ｈ28 年度） 
・アクティブ・ラーニングを取り入れた授業を実際に行っている大学数： 
  637 大学（H28 年度）※Ｈ28 年度から調査開始 
・課程を通じた学生の学修成果の把握を行っている大学数： 
  265 大学（Ｈ24 年度）→375 大学（Ｈ28 年度） 
○３つの方針の策定大学数が増加。 ※文部科学省調べ 
・卒業認定・学位授与の方針：94％（H25 年度）→100％（H28 年度集計中） 
・教育課程編成・実施の方針：94％（H25 年度）→100％（H28 年度集計中） 
・入学者受入れの方針：97％（H25 年度）→100％（H28 年度集計中） 
○職業実践専門課程の認定数：９９４校、２９８６課程 
○キャリア形成促進プログラムの認定数：１０校、１２課程 

○教育内容・方法等の改善に関する先進的な事例について、全国の大学に展開し、大学教育
の質の改善を推進。 

○「２０４０年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）」（平成３０年１１月中央教育
審議会）を踏まえ、学修者本位の教育への転換を促進するため、教学マネジメントに係る
指針及び情報公開の促進について審議を行い、その結果の周知・普及を図る。 

○学士課程教育における３つの方針の明確化 
○職業実践専門課程の枠組みを通じた専修学校の質保証・向上の推進に取り組む 
 



大学教育再生加速プログラム 2019年度予算額 683百万円
(前年度予算額 1,190百万円)

「高大接続改革推進事業」 - Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP -

●：テーマ別幹事校 →成果の普及を促進［計77件，～2019年度まで］

現在，社会において求められる人材は高度化・多様化しており，大
学は待ったなしで改革に取り組み，若者の能力を最大限に伸ばし，
社会の期待に応えるため，これまで以上に教育内容を充実させ，学
生が徹底して学ぶことのできる環境を整備することが必要

高等学校や社会との円滑な接続の下，三つの方針（「卒業認定・
学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー），「教育課程編成・実施の
方針」（カリキュラム・ポリシー），「入学者受入れの方針」（アドミッ
ション・ポリシー））に基づき，入口から出口まで質保証の伴った大学
教育改革を一層推進

背景
説明

目的
・
目標

テーマⅠ：アクティブ・ラーニング（9件）
学生の能動的な活動を取り入れた教授・学習法の実施により，認知的、社会的能力等の汎
用的能力の育成を図る取組（課題解決型学習やグループワーク等の双方向型授業の推進
等）
●徳島大学
・県立広島大学
・立正大学

・京都光華女子大学
・徳山大学
・福岡工業大学

・崇城大学
・仙台高等専門学校
・明石工業高等専門学校

テーマⅡ：学修成果の可視化（8件）
各種指標を用いて学修成果の可視化を行い，その結果を基に教育内容・方法等の改善を行
う取組（学修ポートフォリオの構築，アセスメント・テストの活用 等）
・横浜国立大学
●北九州市立大学
・八戸工業大学

・東京女子大学
・新潟工科大学
・福岡歯科大学

・富山短期大学
・阿南工業高等専門学校

テーマⅠ・テーマⅡ複合型（21件）

・宇都宮大学
・金沢大学
・山口大学
・長崎大学
・大阪府立大学
・共愛学園前橋国際大学
・芝浦工業大学
・玉川大学

・東京電機大学
・東京理科大学
・創価大学
・産業能率大学
・金沢工業大学
・京都外国語大学
・関西大学
・関西国際大学

・比治山大学，比治山大学
短期大学部
・宮崎国際大学
● 京都光華女子大学
短期大学部
・福岡医療短期大学
・岐阜工業高等専門学校

テーマⅢ：入試改革・高大接続（8件）
【入試改革】
志願者の意欲・能力・適性を多面的・総合的に評価・判定する入学者選抜方法を開発・実施
する取組（思考のプロセスや発想を重視した課題解決型の入試等の開発 等）
・お茶の水女子大学 ・岡山大学 ・追手門学院大学

テーマⅠ（アクティブ・ラーニング）とテーマⅡ（学修成果の可視化）に複合的に取り組むことに
より，教育活動の改革を行いつつ，学修成果に基づく内部質保証の実質化に向けた改革を行う
取組

【高大接続】
教育目標や教育内容等について相互理解を図ることにより，高校教育と大学教育の連携を強
力に進める取組（大学教育の先取り履修を単位認定する取組や初年次教育の高度化 等）
・千葉大学
● 東京農工大学

・愛媛大学
・三重県立看護大学

・杏林大学

テーマⅣ：長期学外学修プログラム（ギャップイヤー）（12件）
入学直後等に，１か月以上の長期の「学外学修プログラム」を開発・実施する取組（学事暦
の見直し，長期インターンシップやボランティアなど学外学修の推進 等）
・小樽商科大学
● 新潟大学
・神戸大学
・福岡女子大学

・工学院大学
・津田塾大学
・文化学園大学
・武蔵野大学

・東京工科大学
・浜松学院大学
・長崎短期大学
・宇部工業高等専門学校

テーマⅤ：卒業時における質保証の取組の強化（19件）
卒業段階でどれだけの力を身に付けたのかを客観的に評価する仕組みや，その成果をより目に
見える形で社会に提示するための効果的な手法等を開発する取組（カリキュラム・ルーブリックや
学位証書補足資料の開発 等）
・山形大学
・茨城大学
・東京外国語大学
・高知大学
・鹿屋体育大学
・大阪市立大学
・兵庫県立大学

・千歳科学技術大学
・東北公益文科大学
・東日本国際大学
・東京薬科大学
・東京都市大学
● 日本福祉大学

・大阪工業大学
・日本赤十字九州国際看護大学
・東海大学短期大学部
・山梨学院短期大学
・松本大学松商短期大学部
・徳山工業高等専門学校

＠6,557千円

＠6,557千円

＠9,224千円

入試改革 ＠6,557千円
高大接続 ＠5,893千円

＠6,556千円

＠9,342千円

テーマ別幹事校 ＠6,253千円×６件，審査・評価等経費 ＠89,172千円



三つの方針に基づく大学教育改革の実現に向けて

・生涯学び続け、主体的に考える力を持ち、未来を切り拓いていく人材を育成する大学教育の実現
・大学教育の「入口」から「出口」までを一貫したものとして構築し、高等学校や産業界をはじめ広く社会に発信

大学教育の充実に向けた
PDCAサイクルの確立

各大学の教育理念を踏まえ、
一貫性あるものとして策定

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）
学生が身に付けるべき資質・能力の明確化

＜PDCAサイクルの起点＞

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）
体系的で組織的な教育活動の展開のための教育課程編成、

教育内容・方法、学修成果の評価方法の明確化

入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）
入学者に求める学力の明確化、
具体的な入学者選抜方法の明示

≪学校教育法施行規則の改正≫
全ての大学等において、以下の三つの方針を一貫性あるものとして策定し、公表するものとする。

①卒業認定・学位授与の方針、②教育課程編成・実施の方針、③入学者受入れの方針
（平成29年４月１日施行）

大学教育の
質的転換

各大学の建学の精神や強み・特色等を踏まえた自主的・自律的な三つのポリシーの策定と運用の参考指針
≪三つのポリシーの策定及び運用に関するガイドライン≫

（主な内容）
・三つのポリシーの策定単位は、学位プログラム（授与される学位の専攻分野ごとの入学から卒業までの課程）を基本に、各大学が適切に判断。
・各大学において、
①卒業までに学生が身に付けるべき資質・能力を示すディプロマ・ポリシーと、それを達成するための教育課程の編成・実施の在り方を示すカ
リキュラム・ポリシー、②これら二つのポリシーを踏まえて学生を受け入れるためのアドミッション・ポリシーを、それぞれ策定。
・三つのポリシーに基づく大学教育の諸活動を実施するとともに、その結果の自己点検・評価とそれを踏まえた改善に取り組み、大学教育の内部
質保証システムを確立。
・三つのポリシーとそれに基づく教育の実績等を分かりやすく積極的に情報公開することで、高校の進路指導を改善するとともに、産業界からの
理解を得て連携を強化。



Ⅵ．高等教育を支える投資 … コストの可視化とあらゆるセクターからの支援の拡充 …

Ⅴ．各高等教育機関の役割等 … 多様な機関による多様な教育の提供 …

Ⅱ．教育研究体制 … 多様性と柔軟性の確保 …

2040年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）【概要】

Ⅲ．教育の質の保証と情報公表 … 「学び」の質保証の再構築 …

多様な教員多様な学生 多様で柔軟な教育プログラム 大学の多様な「強み」の強化多様性を受け止める柔軟な
ガバナンス等

l 必要とされる人材像と高等教育の目指すべき姿 l 高等教育と社会の関係

Ⅰ．2040年の展望と高等教育が目指すべき姿 … 学修者本位の教育への転換 …

l 18歳で入学する日本人を主な対象
として想定する従来のモデルから
脱却し、社会人や留学生を積極的
に受け入れる体質転換

→ リカレント教育、留学生交流の推進、
高等教育の国際展開

l 実務家、若手、女性、外国籍など
の様々な人材を登用できる仕組み
の在り方の検討

→ 教員が不断に多様な教育研究活動
を行うための仕組みや環境整備
（研修、業績評価等）

l 文理横断・学修の幅を広げる教育、

時代の変化に応じた迅速かつ柔軟
なプログラム編成

→  学位プログラムを中心とした大学制度、
複数の大学等の人的・物的資源の共有、
ICTを活用した教育の促進

l 各大学のマネジメント機能や経営
力を強化し、大学等の連携・統合を
円滑に進められる仕組みの検討

l 人材養成の観点から各機関の
「強み」や「特色」をより明確化し、
更に伸長

l 全学的な教学マネジメントの確立
→ 各大学の教学面での改善・改革に資する取組に係る

指針の作成

l 学修成果の可視化と情報公表の促進

l 設置基準の見直し
（定員管理、教育手法、施設設備等について、
時代の変化や情報技術、教育研究の進展等
を踏まえた抜本的な見直し）

l 認証評価制度の充実
（法令違反等に対する厳格な対応）

高等教育機関への進学者数と
それを踏まえた規模

国公私の役割

地域における高等教育

l 歴史的経緯と、再整理された役割を踏まえ、
地域における高等教育の在り方を再構築し
高等教育の発展に国公私全体で取り組む

l 国立大学の果たす役割と必要な分野・規模に
関する一定の方向性を検討

l 将来の社会変化を見据えて、社会人、
留学生を含めた「多様な価値観が集まる
キャンパス」の実現

l 学生の可能性を伸ばす教育改革の
ための適正な規模を検討し、教育の質
を保証できない機関へ厳しい評価

【参考】2040年の推計
• 18歳人口：120万人（2017）

→ 88万人（現在の74%の規模）
• 大学進学者数：63万人（2017）

→51万人（現在の80%の規模）

l 各学校種（大学、専門職大学・専門職短期大学、短期大学、高等専門学校、専門学校、大学院）
における特有の課題の検討

l 転入学や編入学などの各高等教育機関の間の接続を含めた流動性を高め、より多様なキャリア
パスを実現

l 国力の源である高等教育には、引き続き、公的支援の充実が必要

l 社会のあらゆるセクターが経済的効果を含めた効果を享受することを踏まえた
民間からの投資や社会からの寄附等の支援も重要（財源の多様化）

l 教育・研究コストの可視化

l 高等教育全体の社会的・経済的効果を社会へ提示

公的支援も含めた社会の負担への
理解を促進
→ 必要な投資を得られる機運の醸成

Ⅳ．18歳人口の減少を踏まえた高等教育機関の
規模や地域配置 … あらゆる世代が学ぶ「知の基盤」 …

l 普遍的な知識・理解と汎用的技能を文理横断的に身に付けていく

l 時代の変化に合わせて積極的に社会を支え、論理的思考力を持って
社会を改善していく資質を有する人材

予測不可能な時代
を生きる人材像

学修者本位の
教育への転換

l 「何を学び、身に付けることができたのか」＋個々人の学修成果の可視化
（個々の教員の教育手法や研究を中心にシステムを構築する教育からの脱却）

l 学修者が生涯学び続けられるための多様で柔軟な仕組みと流動性

2040年頃の社会変化
国連:SDGs「全ての人が平和と豊かさを享受できる社会」
Society5.0 第4次産業革命 人生100年時代 グローバル化 地方創生

→ 国立大学の一法人複数大学制の導入、経営改善に向けた指導強化・撤退を含む
早期の経営判断を促す指導、国公私立の枠組みを越えて、各大学の「強み」を活かした
連携を可能とする「大学等連携推進法人（仮称）」制度の導入、学外理事の登用

l 複数の高等教育機関と地方公共団体、産業界が
各地域における将来像の議論や具体的な連携・
交流等の方策について議論する体制として
「地域連携プラットフォーム（仮称）」を構築

→ ・ 単位や学位の取得状況、学生の成長実感・満足度、
学修に対する意欲等の情報

・ 教育成果や大学教育の質に関する情報
の把握・公表の義務付け

→ 全国的な学生調査や大学調査により整理・比較・一覧化

l 教育と研究を通じて、新たな社会・経済システムを提案、成果を還元

l 多様で卓越した「知」はイノベーションの創出や科学技術の発展にも寄与

l 雇用の在り方や働き方改革と高等教育が提供する学びのマッチング

l「個人の価値観を尊重する生活環境を提供できる社会」に貢献

教育の質保証システムの確立

「知識の共通基盤」

研究力の強化

産業界との協力・連携

地域への貢献

平成30年11月26日
中 央 教 育 審 議 会
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平成23年1月 中央教育審議会「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」答申

専門学校

文部科学大臣

申請

認定要件等

都道府県知事等

推薦

認定

「職業実践専門課程」の文部科学大臣認定について

○ 職業教育を通じて、自立した職業人を育成し、社会・職業へ円滑に移行させること、また、学
生・生徒の多様な職業教育ニーズや様々な職業・業種の人材需要にこたえていくことが求めら
れており、このような職業教育の重要性を踏まえた高等教育を展開していくことが必要。

○ 高等教育における職業教育を充実させるための方策の一つとして、職業実践的な教育のた
めの新たな枠組みを整備。

○ 今後の検討については、新たな学校種の制度を創設するという方策とともに、既存の高等教
育機関において新たな枠組みの趣旨をいかしていく方策も検討することが望まれる。

【認定要件】
○ 修業年限が2年以上

○ 企業等と連携体制を確保して、授業科目
等の教育課程を編成

○ 企業等と連携して、演習・実習等を実施

○ 総授業時数が1700時間以上または総単位
数が62単位以上

○ 企業等と連携して、教員に対し、実務に
関する研修を組織的に実施

○ 企業等と連携して、学校関係者評価と情
報公開を実施

経 緯

※認定数 994校、2,986学科 （平成31年3月5日現在）

平成25年7月 「専修学校の質保証・向上に関する調査研究協力者会議」報告

平成29年3月 これからの専修学校教育の振興のあり方について（報告）

職業実践専門課程は、教育の高度化と改革を目指す専門学校の取組の枠組として
位置づける。

「新たな枠組み」の趣旨を専修学校の専門課程においていかしていく先導的試行として、企業等
との密接な連携により、最新の実務の知識等を身につけられるよう教育課程を編成し、より実践的
な職業教育の質の確保に組織的に取り組む専門課程を文部科学大臣が「職業実践専門課程」と
して認定する。

⇒平成25年8月 「専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程(文部
科学省告示第133号)」を公布・施行

⇒平成26年3月31日 「職業実践専門課程」を文部科学大臣が認定し、官報で告示。
4月から認定された学科がスタート

別添１



平成２９年３月 「これからの専修学校教育の振興のあり方について」（報告）

専門学校

文部科学大臣

申請

認定要件等

都道府県知事等

推薦 認定

【社会人受入れ】
④社会人学び直し促進の具体的展開
○ 専門学校による社会人等向け短期プログラムについて、現在の「職業実践専門課程」のように
文部科学大臣が認定する仕組みを構築することはその大きな後押しとなるところであり、働き
方改革を実現する上でも、制度の創設は重要である。また、新たな仕組みにより認定された講
座の専門実践教育訓練給付の対象化についても、併せて検討が求められる。

【認定要件】
○ 課程の修了に必要な授業又は講習の期間が2年未満
（専門課程又は履修証明プログラム）
○ 対象とする職業の種類及び修得可能な能力を具体的
かつ明確に設定し、公表
○ 対象とする職業に必要な実務に関する知識、技術及び
技能を修得できる教育課程
○ 企業等と連携体制を確保して、教育課程を編成
○ 企業等と連携する授業等（以下の４種類）が
総時間数の５割以上

○ 社会人が受講しやすい工夫の整備（時間、時期、場所）
○ 試験等による受講者の成績評価を実施
○ 企業等と連携して、教員に対する実務に関する研修を
組織的に実施
○ 企業等と連携して、学校関係者評価と情報公開を実施

※認定数 10校、12学科 （平成31年1月17日現在）

平成３０年６月 第３期教育振興基本計画（閣議決定）
第2部 今後5年間の教育政策の目標と施策群 抜粋

社会人の職業に必要な能力の向上によるキャリア形成を図る機会の拡大

キャリア形成促進プログラム認定制度について

- これからの専修学校教育の振興のあり方検討会議 （文部科学省）－

３．生涯学び、活躍できる環境を整える
目標（12）職業に必要な知識やスキルを生涯を通じて身に付けるための社会人の学び直しの推進
○ 社会人が働きながら学べる学習環境の整備
・ 長期履修学生制度や履修証明制度の活用促進、複数の教育機関による単位の累積による学位授与の拡大
に向けた検討や、大学・大学院や専門学校における社会人等向け短期プログラムの大臣認定制度の創設を行う
とともに、通信講座やe-ラーニングの積極的活用等による学び直し講座の開設等を促進することにより、時間的制
約の多い社会人でも学びやすい環境を整備する。

①企業等と協定書や講師契約を締結して実習・演習
②双方向型の授業等
③実務家教員等による授業等
④実地での研修

社会人の
学びやすい
教育環境
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