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３つのポリシー編

３つのポリシーと教育改善・評価による内部質保証の確立のためのガイドライン
１

３つのポリシーと教育に関する内部質保証の確立
これまでの中央教育審議会答申等の提言、学校教育法施行規則の改正により、３つの
ポリシーの整合性・一貫性及び３つのポリシーに基づく教育の内部質保証体制を確立す
ることが求められています。
学士教育プログラムのディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッシ
ョン・ポリシーが入学者選抜から卒業認定・学位授与まで一貫した教育活動として構築
され、その効果的な実施に努め、教育に関する内部質保証を確立されているのか、全学
学士教育プログラム委員会で確認し、必要とあればこれらの見直しの必要があります。
全学学士教育プログラム委員会では、各学士教育プログラムで学士教育プログラム委
員を中心に、具体的な学生の学習目標及び教育課程や教育内容が、体系的で組織的な教
育を通じて達成されたかどうかの評価をとおし、自己点検し、必要な改善・改革を行っ
ていくサイクルを実行しています。
本ガイドラインは、３つのポリシーを起点とし PDCA サイクルをポリシーの策定単位ご
とに確立し、教育改善・評価のための見直しを進め、教育に関する内部質保証を確立す
る際の要点を示したものです。

２

３つのポリシーのチェックポイントと内部質保証の確立
学士教育プログラムでの内部質保証システムを確立するには、カリキュラム改訂、授
業内容・方法や到達目標の見直し、成績評価方法・基準の改善等が、各授業の到達目標
やディプロマ・ポリシーの達成度等のエビデンスをもとにして行われる必要があります。
その検証には、カリキュラムの整合性や体系性・系統性を表現した「学士教育プログ
ラム学習教育目標と URGCC 学習教育目標との対応関係（URGCC マトリクス）
」、
「ワークシ
ート：DP・CP の対応関係及び学習の内容・方法（カリキュラム・マップ）
」及び「ワーク
シート：AP･DP･CP の対応関係（３つのポリシーの対応関係表）
」が確認のために用いられ
る必要があり、学生調査や授業評価アンケート、GPA、単位修得率等の検証データが活用
されます。
各学士教育プログラムでは、本ガイドラインに示すチェックポイントを参考に効果的
で省力的に改善を進めてください。

３

各学士教育プログラムの学習目標（DP：ディプロマ・ポリシー）のチェックポイント
＜チェックポイント＞
（１）学習目標（DP）は、各学部の教育理念及びミッションに基づき、育成する人材やど
のような力を学生が身に付けるのか、学生の学修成果の目標となるように記載してく
ださい。
（２）学習目標（DP）は、共通教育・専門基礎教育及び専門教育を含めた４（６）年間一貫
教育で達成を目指す内容とし、琉球大学が養成する人材像及び URGCC 学習教育目標の深
意を包容してください。
（３）学習目標（DP）は、
「何ができるようになるか」に力点を置き、どのような学修成果
を上げればよいのかをできる限り具体的に示してください（学生が主体（主語）になる
表現で、
学生が学部教育で身に付けるべき能力が明確になるような表現で示してくださ
い）
。
（４）学習目標（DP）は、日本学術会議の「大学教育の分野別質保証のための教育課程編成
上の参照基準」等を参考にし、専攻する特定の学問分野において学生は、何を身に付け
ることが期待されるのかを具体的に示してください。
（５）
「学士教育プログラム学習教育目標と URGCC 学習教育目標との対応関係表」は、７つ
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の URGCC 学習教育目標がどのように関わりながら具体化されているかを示してくださ
い（７つの URGCC 学習教育目標の項目と、学士教育プログラムの学習教育目標の内容と
を比較し、７つの項目に関連性が深いと思われる学士教育プログラム学習教育目標との
関係を示してください。学士教育プログラム学習教育目標が、複数の７つの項目と関連
があっても構いません）
。
＜検証データ＞
学生調査（DP の達成度、教育・学習環境の満足度）
、授業評価アンケート、資格取得状況、
GPA、卒業率、卒業時・修了時アンケート、進路決定率、主な就職先等
４

学習の内容・方法（CP：カリキュラム・ポリシー）のチェックポイント
＜チェックポイント＞
（１）「学習の内容・方法（CP：カリキュラム・ポリシー）」は、学士教育プログラム学習
教育目標の達成のために、どのような教育課程を編成し、どのような教育内容・方法
を実施し、学修成果をどのように評価するのかを定める基本的な方針です。
学部に所属する教員の研究分野に基づいて科目を設定してそれらの科目を組み合わ
せてカリキュラムを構成する教員中心の編成ではなく、ディプロマ・ポリシーを達成
するために必要な内容を体系立て科目として提供しカリキュラムを編成する必要があ
ります。
（２）各学士教育プログラムは、学生が学士教育プログラム学習教育目標を達成できるよ
うに学習方法、学習過程、学習成果の評価の在り方等を具体化する必要があります。
「ワ
ークシート：DP・CP の対応関係及び学習の内容・方法」は、各科目と学士教育プログ
ラム学習教育目標の対応関係が具体的に可視化されており、カリキュラム・マップと
しての機能を有します。
「ワークシート：DP・CP の対応関係及び学習の内容・方法」に
より構成される授業科目は、学士教育プログラム学習教育目標を達成するために過不
足のない内容になっているか、教育課程としての整合性、系統性が十分であるかを点
検・評価することができます。
（３）
「ワークシート：DP・CP の対応関係及び学習の内容・方法」は以下の手順で内容を確
認し、作成してください。
①ワークシートは、１つの学士教育プログラム学習教育目標ごとに作成してくださ
い。
②ワークシートの「学士教育プログラム学習教育目標を達成するために履修する科
目一覧」の欄には、プログラムの該当する科目を記載してください。
・まず、「必修科目」及び「選択必修科目」を挙げてください。
・次に、任意で「選択科目」を挙げてください。
・設定する科目として挙げたものについて、履修の流れがわかりやすいように「初
年次→高年次」の順で、上から並べてください。
・１つの授業科目が複数の学習教育目標の達成に関わるのであれば、関わる全て
の学習教育目標をワークシートに記載してください。
＜必修・選択科目等についての考え方＞
必 修 科 目：プログラムの学習教育目標を達成するために、必要十分な科目群と考え
られます。
選択必修科目：プログラムの学習教育目標を達成するために、必要な学習内容を含み、
かつコースとしての専門性を身に付けるため、学問の多様性をプラスア
ルファするための科目群と考えられます。
選 択 科 目：プログラム内（またはコース内）の「必修的に扱われる科目」と「履修を
勧める科目」はプログラムの学習教育目標を達成するために、必要な科目
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群と考えられるので、ワークシートに記載されるべきです。学生が自由に
選択できる科目は、自らの興味に基づき「広い分野にわたって修得する科
目」と考えられ、必ずしもプログラムの学習教育目標を達成するために、
必要十分な科目群と考えられず、ワークシートに記載する必要はありませ
ん。
③共通教育科目、専門基礎科目の履修を卒業要件に含めている場合は、これらもワ
ークシートの中で示されるようにしてください。
④「学習教育目標を達成するための取組」の欄に授業の構成（教育内容・方法）
、科
目間の順次性・関連性、科目名、評価方法等について記載してください。
・授業の構成については、具体的な教育内容や、学習教育目標を達成するために
採用する教育方法等について明記してください。
・科目間の順次性・関連性については、
「１年次には○○の授業において△△を身
に付け、…」のように、どのような学習ステップを踏み、修得する能力を深め
ていく、または広げていくのか等が分かるように記述ください。また、どのよ
うな授業の組み合わせで、授業の成果を総合的に学習教育目標として達成して
いくのか等、科目がそれぞれどのように関連しているのかについても明記して
ください。
・科目名については、とりわけ「必修科目」について、明記することが望ましい
です。
・評価方法については、評価対象となるものが演繹的能力、帰納的能力、基礎知
識、問題発見・分析・解決能力、コミュニケーション能力など多様であるので、
教育内容・教育方法（講義、実験、演習、ゼミ、実習、課題研究など）の状況
に即して多様で柔軟な評価方法が取られる必要があります。適切な学習成果の
評価方法が示されることは、学生が自らの学習方法を改善する上でも重要な役
割を果たすと考えます。
（４）
「ワークシート：DP・CP の対応関係及び学習の内容・方法」の「学習教育目標を達成
するための取組」の欄に記載された事項から重要な表現をとりまとめ、以下の４点に
留意して、
「学習の内容・方法（CP：カリキュラム・ポリシー）
」を記述してください。
①プログラムの学習教育目標を達成させる過程がわかる表現であること
②達成過程について、４（６）年間の順次性・体系性を踏まえた表現であること
③プログラムの特色として重視される教育方法や科目について明示していること
④学生の目線で理解できる表現であること
＜検証データ＞
学生調査（DP の達成度、教育・学習環境の満足度）
、授業評価アンケート、必修単位数、
必修単位修得率、履修単位数、単位修得率、シラバス内容（達成目標等）、ルーブリック、
履修モデル、卒業時・修了時アンケート、FD 参加率等
５ 入学者受入れの方針（AP：アドミッション・ポリシー）のチェックポイント
＜チェックポイント＞
（１）アドミッション・ポリシーの基本的考え方
①中央教育審議会大学分科会大学教育部会「『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）及び
『入学者受入れの方針』
（アドミッション・ポリシー）の策定及び運用に関するガ
イドライン」
（平成 28 年３月 31 日報告）
「各大学、学部・学科等の教育理念、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリ
シーに基づく教育内容等を踏まえ、どのように入学者を受け入れるかを定める基
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本的な方針であり、受け入れる学生に求める学習成果（「学力の３要素」について
どのような成果を求めるか）を示すもの」
②琉球大学では、2017 年に策定された全学のアドミッション・ポリシーを参考に、
学部の学科、課程、系、コース等のアドミッション・ポリシーを「１．学科等の
教育理念・目的」、
「２．求める学生像」、「３．高等学校等で履修すべき科目や習
得しておくことが望ましい資格等」、
「４．入学者選抜の基本方針」の４段落構成
とする。これらに基づき、検証・見直しを行ってください。
アドミッション・ポリシーを策定する単位は学士教育プログラムを基準としますが、
入学試験や学生受け入れを実施する単位に合わせ適切な策定単位を選択ください。従
って、必ずしも３つのポリシー全てを同一の単位で策定する必要はなく、複数のディ
プロマ・ポリシーに対して一つのアドミッション・ポリシーが対応する等、ポリシー
間で策定単位が異なることも考えられます。
ただし、このような場合においても、３つのポリシーが全体として一貫性のあるも
のとして策定され、それによって質保証がなされることを説明できるように設計を行
う必要があります。
（２）
「１．学科等の教育理念・目的」について
学部の学科、課程、系、コース等、アドミッション・ポリシーを策定する単位の教
育理念・目的について記述してください。
（３）
「２．求める学生像」について
求める学生像については、考える点として以下の２つがあります。
①入学後にどのような能力をどのようにして身に付けられる学生を求めているか
②入学前にどのような多様な能力をどのようにして身に付けてきた学生を求めてい
るか
この２点を踏まえ、入学希望者に対し、卒業認定の要件や入学後の学修に要する資
質・能力等に照らして、入学に際して求められる基礎的な知識の水準や専攻分野への
関心、意欲、態度等を教育理念、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシー
との整合性を図りながら記述してください。
また、求める学生の学力について記述する際は、知識・技能だけでなく、知識・技
能を活用する能力や、主体性や態度等の「学力の３要素」を踏まえて表現してくださ
い。もちろん、３つのポリシーの一体性を過度に強調しすぎ、その内容が狭い範囲に
限定された硬直的なものとなり、受け入れる学生の多様性を損なったりすることがな
いよう配慮してください。
求める学生像については、入学者選抜区分（一般選抜（前期日程、後期日程）
、総合
型選抜、学校推薦型選抜（大学入学共通テストを課す・大学入学共通テストを課さな
い）
、社会人特別選抜、帰国子女特別選抜、私費外国人留学生選抜、第３年次特別編入
学、第２年次特別編入学）ごとに評価の観点が異なる可能性が想定されることから、
そのことが理解できるような表現としてください。
（４）
「３．高等学校等で履修すべき科目や習得しておくことが望ましい資格等」について
入学後の学修に要する能力等に照らして、高校において履修すべきあるいは履修す
ることが望ましい科目、入学前に学習しておくことが期待される内容、入学に際して
求められる基礎的な知識の水準、修得しておくことが望ましい資格等を記述してくだ
さい。
また、高等学校での学習が、大学入試に必要な知識・技能を暗記することやそれら
を与えられた課題に当てはめて活用することだけに偏らず、自ら課題を発見し解決す
るために必要な能力や主体性を持って多様な人々と協働しながら学ぶ態度を生徒が身
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に付けることを指向するような表現に努めてください。入学者選抜区分によって求め
る科目や資格等が異なる場合（専門高校枠等）はそのことについて分かるように記述
してください。
（５）
「４．入学者選抜の基本方針」について
多様な学生を評価できるような入学者選抜の在り方に関する基本方針について全体
像を示した後、入学者選抜区分ごとにできる限り具体的に記述してください。
その際、評価方法を単に記載するだけでなく、各種入学者選抜において、アドミッ
ション・ポリシーを具現化するために、どのような評価方法をどう多角的に活用する
のか、それぞれの評価方法をどの程度の比重で扱うのか等できるだけ具体的に示して
ください。
「学力の３要素」の「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、
「主体性を持って
多様な人々と協働して学ぶ態度」について、多面的で総合的に評価することを意識し
た記述をしてください。
また、2021 年度からは、
「学力の３要素」を念頭に置いたアドミッション・ポリシー
が具現化された評価であることを読み手に分かりやすく伝えるため、入学者選抜区分
ごとに学力の３要素と活用する評価方法との対応状況を「表：評価方法及び学力の３
要素の対応関係表」に示してください。
なお、評価方法ごとの具体的な採点・評価基準は「選抜要項」等で記述するため記
述は不要です。
＜検証データ＞
新入生アンケート、オープンキャンパスアンケート、高等学校説明会アンケート（進路
指導教員）
、学生調査（DP の達成度、教育・学習環境の満足度等）、入試成績分析、教務
情報データ（GPA、卒業率等）
、進路関連データ
６

３つのポリシーの整合性と大学全体としての統一性
「学士教育プログラム学習教育目
各学士教育プログラムの３つのポリシーの整合性は、
標と URGCC 学習教育目標との対応関係（URGCC マトリクス）
」及び「ワークシート：DP・
CP の対応関係及び学習の内容・方法（カリキュラム・マップ）
」の確認を行いながら、
「ワ
ークシート：AP・DP・CP の対応関係（３つのポリシーの対応関係表）
」にとりまとめなが
ら全学学士教育プログラム委員会で行われます。また、
「琉大グローバルシティズン・カ
リキュラム（URGCC）の基本方針」を基礎としながら定められた全学の３つのポリシーと
各学士教育プログラムの３つの整合性や大学全体としての統一性について全学的見地か
らの検討・確認も全学学士教育プログラム委員会で行われます。
アドミッション・ポリシーについては、グローバル教育支援機構 アドミッション部門
会議において、入学試験の内容との対応及び「学力の３要素」についての多面的で総合
的な評価がなされているかの検証・確認を行います。
このようにして、全学学士教育プログラム委員会では、各プログラムの改善・向上の
ために質保証の情報を活用するだけではなく、各プログラム間で改善すべき事項につい
て共有して大学全体としての教育活動の改善・見直しについてその方向を示します。
また、全学学士教育プログラム委員会で、教育プログラムの質保証を効率的に進める
ためには、教育活動に関する情報の収集・分析がなされ、プログラム委員がその実情を
把握するとともに、効果的な質向上のためには、大学評価 IR マネジメントセンターと連
携する必要があります。
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７

年間日程
４月（web公開）
本年度版

👉👉URGCCマトリクス
👉👉カリキュラム・マップ

👉👉３つのポリシー（DP･CP）
👉👉URGCC小冊子

次年度版

👉👉３つのポリシー（AP）

５月（次年度入試選抜要項等の周知）
６月（データに基づく検証）
本年度版

👉👉３つのポリシーの検証

次年度版

👉👉３つのポリシーの検証

７月
８月
９月
10月
11月
次年度版

👉👉URGCCマトリクス
👉👉カリキュラム・マップ

👉👉３つのポリシー（DP･CP）
の見直し・改善（各学部）

12月
次々年度版

👉👉３つのポリシー（DP･CP･AP）
の見直し・改善（各学部）

１月
次年度版

👉👉URGCC小冊子

の見直し・改善（各学部）

次々年度版

👉👉３つのポリシー（DP･CP･AP）
の内容確認・調整（入試課）

２月
３月（web公開準備）
次年度版

👉👉URGCCマトリクス
👉👉カリキュラム・マップ

👉👉３つのポリシー（DP･CP）
👉👉URGCC小冊子

次々年度版

👉👉３つのポリシー（AP）

４月（web公開）
本年度版

👉👉URGCCマトリクス･･･

次年度版

👉👉３つのポリシー（AP）

★カリキュラムの大規模な見直し・改善や改組を伴う場合は、関係者への周知や設置認
可等のため、上記には従わない。

6

３つのポリシー編

アドミッション・ポリシー サンプル
以下は、架空のプログラムにおけるアドミッション・ポリシーとして作成したものです。各学
士教育プログラムのアドミッション・ポリシーの検証・見直しの際に参考としてください。

１

学科等の教育理念・目的
国際的な視点で地域の○○の振興に携わる指導力のある有用な人材、並びに地域資源
の○○○に基づく持続的な○○○と社会の共生を構築できる実践的人材の育成を目的と
します。
ガイドライン 5-(3)参照
求める学生像
○○分野の専門的知識や能力を生かし、技術開発や研究等を行う専門職となり国内外
で活躍することを志し、その学習のために必要な基礎学力を有し、主体的に学習に取り
組む態度を身に付け、修得した知識と技術を活用して広い視野から社会の発展に貢献し
たいという意欲に溢れる人を求めています。
◆一般選抜では特に次の学生を求めます。
・○○に貢献するための意欲が高い人
・○○現象や国内外の○○に強い関心がある人
・○○を学ぶ基礎的な知識・技能を習得し、問題意識を持ち続け、主体的に学習に
取り組む態度を身に付けた人
◆学校推薦型選抜では特に次の学生を求めます。
・○○の分野に関心があり、地域に貢献する強い意志を持てる人
・自己の個性を生かし、自己実現に意欲のある人
・○○を学ぶ基礎的な知識・技能を習得し、問題意識を持ち続け、主体的に学習に
取り組む態度を身に付けた人
ガイドライン 5-(4)参照

２

３

高等学校等で履修すべき科目や習得しておくことが望ましい資格等
高等学校において、理系科目（数学、理科〔物理、化学、生物〕
）を学び、論理的思考
力を身に付けるようにすること及び自然科学の基礎知識を習得しておくことはもちろん
のこと、文系科目（国語、社会、英語）も幅広く履修し、筋道の立った文章が書けるこ
と等が望まれます。
高等学校における各種の学習内容を幅広く理解し、○○の基礎学問である高等学校に
おける○○、○○を深く論理的に理解していることが望まれます。
ガイドライン 5-(5)参照
入学者選抜の基本方針
一般選抜（前期日程・後期日程）のほか、学校推薦型選抜（大学入学共通テストを課
さない）等、多様な入学者選抜方式を採用し、これにより多様な人材を受け入れること
を目指しています。
パターン 1 か 2 いずれかを
◆一般選抜
選択 5-(5)を参照
① パターン１：前期・後期をまとめて記述
前期日程と後期日程のいずれにおいても大学入学共通テストを課しています。
このことによって、高等学校等での学習の達成度をみるとともに、大学での学習
に必要な基礎学力を持っているかを判断します。また個別学力検査は、前期日程
では英語の試験を行い、○○学部において専門知識を得るための英語力を持って
いるかをみます。
また、後期日程では小論文を課し、問に対する理解力や文章の論理性等をみて

４
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思考力及び表現力を評価します。前期・後期日程とも調査書については「学習成
績の状況」だけでなく、
「総合的な学習の時間の内容・評価」
、「特別活動の記録」、
「指導上参考となる諸事項」等、高等学校での学習態度を本学科のアドミッショ
ン・ポリシーに照らし評価します。
② パターン２：前期・後期を区別して記述
前期日程
大学入学共通テストを課しています。このことによって、高等学校等での学習
の達成度をみるとともに、大学での学習に必要な基礎学力を持っているかを判断
します。
また、個別学力検査は、英語の試験を行い、○○学部において専門知識を得る
ための英語力を持っているかをみます。調査書については「学習成績の状況」だ
けでなく、
「総合的な学習の時間の内容・評価」、
「特別活動の記録」、
「指導上参考
となる諸事項」等、高等学校での学習態度を本学科のアドミッション・ポリシー
に照らし評価します。
後期日程
大学入学共通テストを課しています。このことによって、高等学校等での学習
の達成度をみるとともに、大学での学習に必要な基礎学力を持っているかを判断
します。
また、個別学力検査は、小論文を課し、問に対する理解力や文章の論理性等を
評価して思考力及び表現力を評価します。前期と同様に調査書については「学習
成績の状況」だけでなく、
「総合的な学習の時間の内容・評価」、
「特別活動の記録」、
「指導上参考となる諸事項」等、高等学校での学習態度を本学科のアドミッショ
ン・ポリシーに照らし評価します。
◆学校推薦型選抜（大学入学共通テストを課さない）
普通科系の生徒を対象にした入学者選抜と○○系の学科の生徒を対象とした入学者
選抜があります。いずれの選抜も高等学校が勉学態度と意欲の面からみて大学で学ぶ
基礎学力を有すると認めた人物に対して行います。調査書については「学習成績の状
況」だけでなく、
「総合的な学習の時間の内容・評価」、
「特別活動の記録」
、
「指導上参
考となる諸事項」等、高等学校での学習態度を本学科のアドミッション・ポリシーに
照らし、志願理由書及び高等学校長の推薦書と合わせ評価します。
普通科系の生徒を対象とした入学者選抜では、小論文で○○を学ぶための基礎的な
学力及び読解力や論理的な文章を作成する能力をはかり、面接によって○○について
主体的に学ぶ意欲や表現力及び問題解決能力を評価します。
また、○○系の学科の生徒を対象とした入学者選抜では、プレゼンテーションにお
いて、高等学校における、探究的な学習や地域交流に関する活動に取り組んだ内容に
ついて問うことにより、主体的に学ぶ意欲や表現力及び問題解決能力を評価します。
表：評価方法及び学力の３要素の対応関係表
評価方法
選抜区分
知識・技能

一般選抜
（前期）

学力の３要素
思考力・判断
力・表現力

大学入学共通テスト

○

○

個別学力検査

○

○

調査書

主体性をもっ
て多様な人々
と協働して学
ぶ態度

○
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一般選抜
（後期）

大学入学共通テスト

○

○

小論文

○

○

調査書
学校推薦型
選抜（大学
入学共通テ
ストを課さな
い）

○

推薦書

○

調査書

○

○
○

志願理由書

○

小論文

○

面接
学校推薦型
選抜（大学
入学共通テ
ストを課さな
い）（○○系
対象）

○

推薦書

○

調査書

○

○
○

○

○

○
○

志願理由書

○

プレゼンテーション

○

○

○

（注意事項）
「学力の３要素（（１）知識・技能、（２）思考力・判断力・表現力等の能力、（３）主体性を持って多様な人々
と協働して学ぶ態度）」については、選抜の全方式をトータルで見たときに学力の３要素を評価すること
になっているのではなく、一般選抜、推薦型・総合型選抜などいずれの選抜方式でも、学力の３要素全
てを何らかの方法で評価することになっていることが求められます。

9

学
士
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
学
習
教
育
目
標

言語とシンボルを用い
てコミュニケーションを
行い、自分の考えや意
思を明確に表現するこ
とができる。

コミュニケー
ション・スキル
幅広い分野の情報や
知識を多様なチャンネ
ルから収集し、適切に
理解した上で取捨選択
し、活用することができ
る。

情報リテラシー
批判的・論理的に思考
するとともに、これまで
に獲得した知識や経験
等を総合して問題を解
決することができる。

問題解決力

専攻する学問分野に
おける思考法、スキ
ル、知識等を体系的
に身に付け、活用す
ることができる。

専門性

○○○○ 学士教育プログラム （●●● コース）
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

（URGCC学習教育目標と関連があるとして、○印を付けた理由）
幅広い分野に関心を持ちながら、技術者・研究者として専門能力の向上を自主的に励み、問題を見出し解決する能力を目指しているため。主にコース提供科
目から自らの目標達成のため自立的に選択科目を学習することで身に付けるため。

○

（URGCC学習教育目標と関連があるとして、○印を付けた理由）
学科共通（コア）科目の履修をとおし、沖縄及び亜熱帯地域の自然やこれらの地域で営まれる人間活動を理解し、農業工学の知識を活用し社会の抱える問題に取り組む能
力を目指しているため。技術者倫理の授業をとおし、技術者についての倫理性を身に付ける。外国語文献講読の授業をとおし、専門性を基盤とした英語語運用能力の修得
を目指している。また、卒業論文をとおし、問題解決に向かって自立的・計画的に行動し、多様な情報を分析し、総合的に問題解決をすることができる能力を目指しているた
め

○

（URGCC学習教育目標と関連があるとして、○印を付けた理由）
フィールド実習などの学部共通科目の授業をとおして農学の基礎となる知識を身に付け、農業・食料・環境・資源分野の問題解決に対する責任を認識する。ま
た、キャリア系科目をとおし、地域における農学の重要性を理解し、社会の一員として地域社会の要求に対応することの重要性を実践的に理解することを目指
しているため。

（地域環境工学コース）自然と調和した農村空間の
○
○
○
創出及び環境に配慮した農村基盤の整備に関する
技術並びに亜熱帯特有の自然条件の下での防災と （URGCC学習教育目標と関連があるとして、○印を付けた理由）
農村地域の環境を保全する技術に関する専門的知 レベルの高い専門知識を身に付け、専門的職業人として問題解決をすることができる能力を目指し、実験・実習系の授業をとおし協働して問題解決する能力を
識を理解する能力
目指しているため。また、農業情報工学等の授業をとおし、情報通信技術の高度な活用を修得するため。

（バイオシステム工学コース）食料生産から流通・加
○
○
○
工に係わる一連の工程のシステム化及び持続可能
な再生可能エネルギーの開発や利用に関する専門 （URGCC学習教育目標と関連があるとして、○印を付けた理由）
的知識を理解する能力
レベルの高い専門知識を身に付け、専門的職業人として問題解決をすることができる能力を目指し、実験・実習系の授業をとおし協働して問題解決する能力を
目指しているため。また、農業情報工学等の授業をとおし、情報通信技術の高度な活用を修得するため。

社会の要求に対応し様々な科学、技術及び情報を
自主的、継続的に学習し問題解決する能力

沖縄の亜熱帯島嶼性という地理的・自然環境条件及び
歴史的・文化的特性をふまえて、亜熱帯の島嶼環境と調
和した自然循環型農業や田園空間の創造並びにIT農業
の技術開発やバイオマス地域循環システムの構築によっ
て、「緑・土・水」と人間との環境創出を理解し、社会から
の要求を確実に捉え、総合的に問題解決する能力

農学の安定的・持続的生物生産、環境保全及び生
物資源の有効利用の役割を理解し、問題解決に対
する責任を認識する能力

本学の理念に基づき、知識基盤社会を知性と知識を
○
○
○
○
○
備えた21世紀型市民として、多様な人々の存在を認
めて尊重し、互いに協働して生きていく総合的教養 （URGCC学習教育目標と関連があるとして、○印を付けた理由）
人としての能力
大学で学ぶ意義を理解し自立的に行動する能力や21世紀型市民として、世界の多様な国や地域の歴史や伝統、文化を理解し、また、自らがよって立つ国や
地域を説明し理解を求めたりすることのできる能力を身に付け、異なる歴史的・文化的背景や価値観を持つ人々と共生していくことができる能力を目指してい
るため。主に、共通教育科目（教養領域、総合領域）、専門基礎教育科目を履修することで身に付ける。
国際的な人・物・情報の流れが重要性を増した時代
○
○
○
において、地域や世界における複雑化した問題を全
人類的視点から取り組むことができる専門的知識人 （URGCC学習教育目標と関連があるとして、○印を付けた理由）
として、多様な情報を受け取り、自らの考えを論理的 外国語によるコミュニケーション力を核として養成し、グローバルな知識や情報を吸収、発信し、討論するための基本的な能力を身に付け、情報通信技術を駆
かつ的確に伝えることができる能力
使し、幅広い分野の情報を収集し処理・判断する能力を目指しているため。主に共通教育科目（基幹領域）を履修することで身に付ける。

URGCC学習教育目標

地域・国際性
地域の歴史と自然に
学び、世界の平和及
び人類と自然の共生
に貢献することができ
る。

社会性
市民として社会の規範
やルールを理解し、倫
理性を身に付け、多様
な人々と協調・協働して
行動できる。

自律性
自分自身が掲げる目
標の達成に向けて、
自律的に学習し行動
することができる。

【学士教育プログラム学習教育目標とURGCC学習教育目標との対応関係】

サンプル：ＵＲＧＣＣマトリクス
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１．本学の理念に基づき、知識基盤社会を知性と知
識を備えた21世紀型市民として、多様な人々の存在
を認めて尊重し、互いに協働して生きていく総合的
教養人としての能力

（１）学習教育目標【Ａ】

ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）

【ワークシート：DP・CPの対応関係及び学習の内容・方法】

サンプル：カリキュラム・マップ

（２）学習教育目標【Ａ】を達成するための取組
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基本的に講義科目では修得した知識の理解度を、
実験・実習・演習科目では知識を応用できる能力や
専門技術・技能の習熟度を評価する。学習成果の集
大成となる卒業研究では知識・技術を利用して実際
に問題解決に近づくことができるかを評価する。学習
成果を適切に評価することで、教育課程の継続的改
善に取り組む。

・専門基礎教育（生物、化学、物理系）は講義の授業
で理論を学修するとともに、実験をとおして理論を体
験として学修し、２年次以降の専門科目の履修に際
し、実学としての農学を現象面のみではではなく、理
論としてとらえることができる素養を身に付ける。

・専門基礎教育（生物、化学、物理、数学系）をとお
し、自然科学の基本的な事項を理解し、総合的教養
人としての能力を身に付けるとともに、２～３年次以
降で履修する数学・力学系の専門科目の基礎を養
う。

・共通教育科目（人文系、社会系、琉大特色科目）を
とおして自らがよって立つ国や地域を説明し理解し、
総合的教養人としての能力を身に付ける。

・共通教育科目（人文系、社会系、総合系）をとおし
て21世紀型市民として、世界の多様な国や地域の歴
史や伝統、文化を理解し、総合的教養人としての能
力を身に付ける。

<授業の構成（教育内容・方法）、科目間の順次性・関連性、科目名>

選択必修（共通）

選択必修（共通）

区分
科目番号
（選択式）

合計単位数

専門基礎教育科目（生物、化学、物理、数学系）

共通教育科目（健康運動系、人文系、社会系、自然系、総合系、
琉大特色・地域創生、キャリア関係科目）

科目名または領域名
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12

20

単位

講義

1～2年次 前期/後期 講義+実験

1～3年次 前期/後期

受講年次 学期 授業形態
（選択式） （選択式） （選択式）

（３）学習教育目標【Ａ】を達成するために履修する科目一覧

カリキュラム・ポリシー（ＣＰ）

○○○ 学士教育プログラム（●●●コース）

高
年
次

初
年
次

３つのポリシー編

アドミッション・ポリシー（AP）

○○○ 学士教育プログラム

12

カリキュラム・ポリシー（ＣＰ）
地域農業工学 学士教育プログラムでは、授業の方法・内容などや学習の成果に係る評価基準等をシラバス等で明確に提示し、４年間の学習
成果を総合的に評価します。
（１）１－２年次では、共通教育（教養・総合領域）を履修し、人文・社会・自然科学の諸科学の内容や特有な課題に精通し、また、専門基礎教育
による自然科学に関する講義・実験科目をとおし、問題解決に必要な固有の知識や方法を身に付け、それらを現代的状況へ応用できる能力を
養い21世紀型市民としての教養を修得します。
（２）１－２年次では、共通教育（基幹領域）の履修をとおし、外国語や情報科学の知識を修得し、多様な情報を受け取り、自らの考えを的確に伝
える能力を身に付けます。
（３）初年次教育科目（「食・農・環境概論」、「基礎フィールド実習」）を履修し、農学の安定的・持続的生物生産、環境保全及び生物資源の有効利
用についての知識を修得し、食料問題、環境問題の解決策及び農業のあり方について考えるとともに、農業・林業・畜産業を実際に体験し農学
の基礎を身に付け、大学で学ぶ意義を理解し、自律的で協働して学ぶ態度を身に付け、農学の社会的責任を理解します。
（４）２－３年次では、学科共通（コア）科目を履修し、地域農業工学の原理・理論・法則を理解するとともに亜熱帯島嶼環境での農業・農村環境に
ついて理解を深めます。選択科目等をとおした実際現場での事例の学習や実験・実習の経験をとおし専門知識の活用を具体的に理解し、地域
農業工学の知識を活用し社会からの要求を確実に捉え、かつ、分野横断的に、農学全体の内容を学修し、問題に総合的に取り組む能力を身に
付けます。コース必修科目の履修により、分野に特有な専門的な知識を修得します。
（５）３年次の「キャリアディベロップメント」、「キャリア実習」の科目は、学問が現場で展開される場面を体験しながら、卒業後のキャリアプランを
考え社会の一員としての責任を認識します。
（６）４年次では、卒業論文をとおして問題解決に向かって自立的・計画的に行動し、多様な情報を分析し、総合的に問題解決をすることができる
能力を身に付けるとともに、技術者・研究者として専門能力の向上を自主的に励み、問題を見出し解決する能力を身に付けます。
（７）基本的に講義科目では修得した知識の理解度を、実験・実習・演習科目では知識を応用できる能力や専門技術・技能の習熟度を評価しま
す。学習成果の集大成となる卒業研究では知識・技術を利用して実際に問題解決に近づくことができるかを評価します。学習成果を適切に評価
することで、教育課程の継続的改善に取り組みます。

ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）

地域農業工学 学士教育プログラムでは、農村環境整備と緑・土・水資源の保全と改善に貢献できる有能な人材、並びに情報技術を応用し、食
料生産から流通・加工に係わる農業生産、加工及びエネルギーシステムに関する社会的要求を総合的に問題解決できる実践的人材となるた
め、以下に掲げる専門的知識と能力を修得します｡
１．本学の理念に基づき、知識基盤社会を知性と知識を備えた21世紀型市民として、多様な人々の存在を認めて尊重し、互いに協働して生き
ていく総合的教養人としての能力
２．国際的な人・物・情報の流れが重要性を増した時代において、地域や世界における複雑化した問題を全人類的視点から取り組むことができ
る専門的知識人として、多様な情報を受け取り、自らの考えを論理的かつ的確に伝えることができる能力
３．「総合科学」としての農学を支える広範な基礎科学に関する知識を築き、農学の安定的・持続的生物生産、環境保全及び生物資源の有効
利用の役割を理解し、問題解決に対する責任を認識する能力
４．沖縄の亜熱帯島嶼性という地理的・自然環境条件及び歴史的・文化的特性をふまえて、亜熱帯の島嶼環境と調和した自然循環型農業や
田園空間の創造、並びにIT農業の技術開発やバイオマス地域循環システムの構築によって、「緑・土・水」と人間との環境創出を理解し、社会か
らの要求を確実に捉え、総合的に問題解決する能力
５．社会の要求に対応し様々な科学、技術及び情報を自主的、継続的に学習し問題解決する能力
６．（地域環境工学コース）農村空間の創出、農村基盤の整備、亜熱帯特有の自然条件の下での防災及び農村環境の保全に関する技術、並
びに農と自然との調和に関する工学的探究に関する専門的知識を理解する能力
（バイオシステム工学コース）食料生産から流通・加工に係わる一連の工程のシステム化及び持続可能な再生可能エネルギーの開発や利用
に関する専門的知識を理解する能力

４．入学者選抜の基本方針
一般選抜（前期日程・後期日程）のほか、大学入学共通テストを課さない学校推薦型選抜など、多様な入試方法により知識・技能やそれらの活用能力の評価だけでなく、意欲と主体性をもって学ぶことができるかを多面的・総合的に評価し、多様な人を広く受け入れます。
○一般選抜
前期日程では、大学入学共通テストの５教科７科目又は５教科８科目を課し、高等学校等での学習の達成度をみるとともに、大学での学習に必要な基礎学力をもっているかを評価します。個別学力検査は、数学・理科の試験を行い、農学部において専門分野を学習するための論理的思考力・判
断力及び表現力をもっているかを評価します。
後期日程では、大学入学共通テストの３教科を課し、高等学校等での学習の達成度をみるとともに、大学での学習に必要な十分な基礎学力をもっているかを評価します。個別学力検査は、面接（口頭試問を含む）により、進学の目的や学習意欲、将来の目標そして主体性や協調性などを評価す
るとともに、教科に関する質問をとおし、農学についての理解度や関心の程度及び基礎学力を評価します。
○学校推薦型選抜
募集枠が、普通科系の生徒を対象にした入試と農業系の学科の生徒を対象とした入試があります。高等学校が勉学態度と意欲の面からみて大学で学ぶ能力を有すると認めた人物に対して行います。面接（口頭試問を含む）では、推薦書を参考としながら、進学の目的や学習意欲、将来の目標
そして主体性や協調性などを評価するとともに、教科に関する質問をとおし、農学についての理解度や関心の程度及び基礎学力を評価します。小論文では、農学を学ぶための読解力や論理的な文章を作成する思考力・表現力を評価します。志願理由書は、学習意欲や将来の目標を評価し、面接
の際の参考にします。
○総合型選抜
活動実績書に記載された活動実績に関するプレゼンテーションを行ってもらい、面接をとおして、高等学校等での活動実績を踏まえて成果を生み出す思考と行動特性をもっているかを主眼として評価します。また、志願理由書では、アドミッション・ポリシーを念頭に、関心と意欲、大学での学習と
将来への見通しを評価します。 口頭試問及び大学入学共通テストの３教科５科目又は３教科６科目を課すことで、高等学校等における基礎的教科・科目についての学習の達成度を評価します。
○帰国子女特別入試
小論文では、農学を学ぶための知識・論理的思考力・判断力及び表現する力をもっているかを評価し、面接（口頭試問を含む）では、進学の目的や学習意欲、将来の目標そして主体性や協調性などを評価するとともに、教科に関する質問をとおし、農学についての理解度や関心の程度及び基礎
学力を評価します。
○私費外国人留学生入試
日本留学試験では、日本語による授業を理解できる十分な日本語能力と基礎学力を評価し、面接（口頭試問を含む）では、進学の目的や学習意欲、将来の目標そして主体性や協調性などを評価するとともに、教科に関する質問を通し、農学についての理解度や関心の程度及び基礎学力を評価
します。

３．高等学校等で履修すべき科目や習得しておくことが望ましい資格等
高校において、理系科目（数学、理科）を学び、論理的思考力を身に付けるようにし、自然科学の基礎知識を習得しておくことが必要です。文系科目（国語、地理歴史、公民、外国語）も幅広く履修し、多様な歴史的・文化的特性や価値観を理解しながら、自らの意見を述べることができるような学習
が望まれます。受験のための学習に留まらず、自ら見出した課題を解決したり、多様な人々と協働しながら学ぶ姿勢も身に付けるよう努めてください。

２．求める学生像
沖縄の亜熱帯島嶼性という環境で学ぶことを望み、農学分野の技術開発及び研究等を行う専門家として国内外で活躍することを志し、その学習のために必要な基礎学力を有し、主体的に学習に取り組む態度を身に付け、広い視野から社会の発展に貢献したいという意欲に溢れる次のような人を
求めています。
・農業生産から流通・加工に係わる食料システムの構築に興味がある人
・豊かな農村空間の創出、確かな農村基盤の整備、防災及び農村環境の保全に関心がある人
・農と自然との調和に関する工学的探究に興味がある人
○一般選抜では特に次のような学生を求めます
・農学を広く学ぶうえで基礎的な知識・技能を習得した人
○総合型選抜では特に次のような学生を求めます
・琉球大学農学部に入学することを強く望み、地域社会に貢献する強い意志をもつ人
・高校生のときに熱意を持って取り組んだ活動実績がある人
○学校推薦型選抜では特に次のような学生を求めます
・農業・農村の環境や農業生産システムに関心があり、社会（または地域社会）に貢献する強い意志をもつ人
○帰国子女特別入試・私費外国人留学生入試では特に次のような学生を求めます
・国際的な視点から農業・農村の環境や農業生産システムについて考え、国内外で貢献する強い意志をもつ人

１．学科等の教育理念・目的
農村環境整備と緑・土・水資源の保全と改善に貢献できる有能な人材、並びに情報技術を応用し、食料生産から流通・加工に係わる農業生産、加工及びエネルギーシステムに関する社会的要求を総合的に問題解決できる実践的人材の育成を目的とします。

【ワークシート：AP・DP・CPの対応関係】

サンプル：令和○年度 ３つのポリシーの対応関係表

３つのポリシー編

３つのポリシー編
サンプル：

評価方法及び学力の３要素の対応関係表

【○学部】

【○○○ 学士教育プログラム】
学力の３要素

入試方式

選抜方法

知識・技能

大学入学共通テスト
一般選抜 前期日程

個別学力検査等

思考力・判断力・表現力

●

●

数学

●

●

理科

●

●

●

●

調査書
一般選抜 後期日程

総合型選抜

●

大学入学共通テスト
個別学力検査等

第１次試験

口頭試問を含む面接

●

●

●

プレゼンテーション

●

●

●

面接

●

●

●

口頭試問

●

●

●

調査書

●

志願理由書

●

活動実績書

●

第２次試験（大学入学共通テスト）

学校推薦型選抜（大学入学
共通テストを課さない）

個別学力検査等

●

●

小論文

●

●

口頭試問を含む面接

●

●

●

推薦書

●
●

小論文

私費外国人留学生入試

個別学力検査等

日本留学試験
個別学力検査等

●

調査書
志願理由書

帰国子女特別入試

主体性をもって多様な
人々と協働して学ぶ態度

●

●
●

●

●

●

口頭試問を含む面接

●

成績証明書等

●

日本語

●

理科

●

数学

●

口頭試問を含む面接

●
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