
平成１８年度 学校法人大阪産業大学 事業報告書 

 
 
Ⅰ．新学部・学科等の増設結果 

（１）人間環境学部スポーツ健康学科設置構想推進 

平成１８年１２月１日に設置準備委員会を発足し、平成２０年度開設（平成１

９年６月末日申請）に向け鋭意準備中。 

（２）大学院人間環境学研究科博士課程設置 

平成１８年１１月３０日付認可 

（３）短期大学部自動車工業科名称変更 

平成１８年８月８日付、学科名称変更に係る学則変更届（自動車工業科→自動

車工学科）を文部科学省へ提出した。 

 

Ⅱ．平成１８年度事業計画における進捗状況 

１．教育・研究における重点分野とその進捗状況 

（１）大阪産業大学・同短期大学部 

【教 育】 

①日本技術者教育認定機構「ＪＡＢＥＥ」の認定申請＜工学部都市創造工学科＞ 

平成１８年４月５日付にて「技術者教育プログラム認定申請書」を提出し、７

月２５日に「自己点検書」を提出した。これを受けて審査チームにより書面審

査ならびに実地審査（１１月５～７日）が行われた。実地審査終了時に点検書

および一次審査報告書が示され、一部の項目において「Ｄ（欠陥）」の評価が下

された。このことに関して、都市創造工学科から土木学会技術推進機構に異議

申立てを行い、審査結果の訂正を求めているところである（非公式であるが、

平成１９年５月１５日に２年間の期限付認定の連絡があった）。 

②大学院の活性化（授業料の減額改定、特待制度新設） 
平成１８年４月１日より各研究科の授業料を減額改定、併せて大学院特待生制

度を新設し、授業料等を減免することで成績優秀者が本学の大学院に進学し易

い環境を整備し、大学院生の確保・大学院の充実を図った。 

しかしながら、新制度導入初年度でもあり、平成１８年度大学院生数が顕著に

増えたという実績はない。早い時期での大学院進学への勧誘等、指導教員の努

力に負うところが大きく、今後も引き続き研究科担当教員への協力を要請して

いく。 

③学科名の改称（電子情報通信工学科） 

志願者増を目指し、平成１８年度より「電気電子工学科」を「電子情報通信工

学科」に改称、同時にカリキュラムも全面的に改正した。 
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平成１８年度は、前年度に比して全体的に志願者数が減ったが、残念ながら本

学科についても例外ではなかった。この改称が志願者増に繋がるよう、今後も

一層の努力を要請していく。 
④流通イノベーションセンターの設置 

平成１８年度より、「流通・サービス産業を中心とする産業活動全般の研究を、

主として産業界・官界より委託を受け実施し、産学協同を推進し社会的貢献を

なすと共に、教員の実践的問題処理能力の向上と大学院生の資質向上を支援す

ることにより、本学の教育・研究の資質向上に資する」ことを目的として設置

された。 

なお、この設置を記念して、平成１８年６月３０日大阪府立国際会議場におい

てオープニング記念シンポジウムが開催され、企業関係者など約１６０名の参

加者があった。 

⑤ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）活動の充実 

本学は、教員の教育力の向上を目指して平成１２年度からＦＤ活動を推進して

おり、平成１８年度についても学生による「授業改善のためのアンケート」を

実施し、大学ＨＰに公開している。本年度は、前年までの実績を踏まえつつよ

り広範なＦＤ活動を実施するため、下記⑦の取り組み等を総合的に活用するこ

とによって、教員の教育力と学生の自己学習力を共に向上させることを目指し

た「教育支援委員会」の新設が決定され、平成１９年度から活動を開始した。 

⑥離学問題への全面的取り組み開始 

離学者対策支援センター（仮称）を設置し、学科単位で学生支援担当教員＜受

け持ちコマ換算として１コマ（２時間）を与える＞を選出し、このセンターに

配置する。本案を各教授会に諮ったところ、全学的な賛成が得られず、全学統

一の離学者防止対策をとるには至っていない。引き続いて、新たな対応策を講

じ検討していく。 

⑦学習し易い環境の整備 
学習支援センター、ランゲージカフェ、スタディ・ホール、e-ラーニング等の

学習し易い施設・環境の整備については、各取組の意義・目的が学内に浸透し

てきており、各々の実績も評価されつつある。これらの事業において、平成１

８年度に機能を強化・充実した点は、下記の通りである。 

・従来は各々が個別の委員会で所管業務を検討・実施していたが、各機能を統括

的に掌握し、学生にとって意義のある効率的な運用を目指すとともに、ＦＤ活

動や e-ラーニングを含めた授業ＩＴ化支援をも包含した総合的な企画・検討機

関として「教育支援委員会」が新設された。 

・学習支援センターに新科目として「英語」、「簿記」が追加された。 

・ランゲージカフェの日本語対応日を１日追加し週２日とした。 
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・e-ラーニングは「コンピュータリテラシー」及び「日本語」について実施して

いるが、利用者数が充分とはいえない状況である。今後は学内広報を強化する

と共に、利用者の利便性を高める方策の検討が必要と思われる。 

⑧特色ＧＰ事業の継続 
平成１６年度の特色ある大学教育支援プログラムとして採択された「大学と地

域で築く２１世紀型ひとづくり共・育」事業を継続的に実施しており、平成１

９年３月１５日付で「平成１９年度大学改革推進等補助金交付申請書」を、４

月９日付で「平成１８年度大学改革推進等補助金実績報告書」をそれぞれ提出

した。 

なお、本事業は平成１９年度をもって補助期間が終了する。 
⑨入学者の多様化に伴う全学カリキュラム検討委員会の活性化 
全学カリキュラム検討委員会では、履修制限の緩和、文系２学部（４学科）の

総合教育科目の統一等について合意が得られ、これに基づいてカリキュラムが

作成されている。なお、キャリア教育を行う必要性に対応したカリキュラムの

設置と実行について議題となったが、キャリア委員会の中でプロジェクトチー

ムを設置し、その中で検討していくことになった。 

また、大学コンソーシアム大阪は、平成１８年２月１日、正会員４１大学中３

０大学が、平成１８年４月から開始される単位互換包括協定書に調印した。本

学が提供する科目は、環境と福祉を考えるテーマで、平和学と心身医療概論、

現代社会を知るテーマで、航空交通論１、航空交通論２、起業家論の計５科目

である。 

⑩入学前教育（年内合格者及び附属高校特別推薦者向け） 
新入生の学生生活を支援する活動の一環として、推薦試験の入学予定者に対す

る学力とモチベーションの維持・向上を目指した２つの入学前教育プログラム

を平成１７年度入学者から実施している。 

１つは、入学予定者にＤＶＤとテキスト教材を郵送し、これに基づいて自宅で

学習した後、所定の課題を郵送提出させ、添削して返却するプログラムである。 

実施は学外業者に委託しており、人間環境学部・経営学部・経済学部・工学部

環境デザイン学科の入学予定者を対象とした「レポート力の養成」と、環境デ

ザイン学科を除く工学部と短期大学部の入学予定者を対象とした「数学の基礎

力の養成」である。 

一方、本学附属高等学校からの特別推薦等の入学予定者を対象とした入学前教

育プログラムは、２月中旬に１週間の期間を設定し、大学内において授業形式

の学習を行わせるものである。午前は全員を対象とした「英語」を実施し、午

後は環境デザイン学科を除く工学部と短期大学部の入学予定者を対象とした

「物理」を実施している。指導教員は本学の専任教員、非常勤講師および学習
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支援センターの担当教員（チュータ）である。 

⑪環境問題への取り組み 
大阪府によるバイオディーゼル燃料利用実証検討会が平成１８年８月に発足

し、産官学によるバイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）利用推進事業の一環として、

平成１８年１０月６日本学学生、四条南小学校および大東市職員で、本学中央

キャンパス南側の大東市所有地でＢＤＦのもととなる菜の花の種まきを行った。 

また、平成１９年３月１４日、１５日にＧＭ－ＥＭＳ（学校・環境マネジメン

トシステム）の研修会が行われた。本システムは、学校教育の場に相応しい本

学独自の環境マネジメントシステムであり、教育の質の向上や経営改善を通じ

て組織の持続可能性を高めたり、学園を取り巻く関係先や周辺のグリーン化を

連鎖させていくための「環境経営」支援システムである。 

【研 究】 

①先端研究の推進（文部科学省 学術研究高度化推進事業） 

イ．産学連携研究推進事業（５年目・最終年度） 

「地域産業創生型有害物質新制御システムに関する研究」 

平成１８年度はプロジェクト５年目で、事業の最終年度にあたり、研究を

推進すると共に、研究成果報告会と「有害物質制御」産学協同シンポジウム

を開催し、広くその研究成果を公開した。 

ロ．オープン・リサーチ・センター整備事業（２年目） 

「アジアの経済統合とそれがＥＵ型共同体に発展する可能性に関する学際的、

国際的共同研究」 

平成１８年度も積極的にアジア地域の拠点大学と協力しながら３回の国

際シンポジウムを開催。また海外の研究者を交えたワークショップも３回開

催し研究を推進した。 

・国際シンポジウム 

「グローバリゼーションとアジアの多文化社会」（於：天津理工大学、平成１

８年１０月開催） 

「アジアの経済統合におけるＧＭＳ諸国の対応とビジネス環境」（於：バンコ

ク、平成１９年２月開催） 

「中国経済のマクロ分析」（於：上海交通大学、平成１９年３月開催） 

・ワークショップ 

８月（梅田サテライト）、９月（タイ・チェンマイ）、１１月（梅田サテライト） 

ハ．ハイテク・リサーチ・センター整備事業（初年度） 

「高速光情報処理デバイス構築とその応用に関する研究」 

平成１８年度に新規選定され、外部評価委員を交えた研究報告会を３回開

催し、研究成果を内外に公表すると共に、プロジェクト運営委員会を４回開
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催し、グループごとの研究経過の確認と研究の方向性について、常に連絡を

取り合い、研究を推進している。 

ニ．社会連携研究推進事業（初年度） 

「サスティナブル森林保全用草木系バイオマスガス化発電装置の開発」 

平成１８年度に新規選定され、第１期として耐熱性・耐食性を有する新素

材ヒーターの開発と、完全ガス化により製造された可燃性ガスの分析を行う

と共に、バイオマス収集移動体の開発も同時進行で研究を推進している。 

②先端の委託研究等の推進（経済産業省等） 

イ．地域新生コンソーシアム研究開発事業 

平成１８年度に再委託が（財）大阪産業機構と締結され、三次元ナノ階層

構造形成技術による高機能部材の開発の一部、三次元ナノ構造形成技術の開

発、集束イオンビーム及びフェムト秒レーザーによる微細加工技術の開発、

高度機能部材の特性評価及び評価技術の開発を行っている。 

ロ．おおさかＦＣＶ（燃料電池自動車）推進事業 

おおさかＦＣＶ推進会議の委員として、第２回ＦＣ ＥＸＰＯ ＩＮ大阪

（平成１８年１１月２９・３０日開催）で学生が開発した燃料電池車（ＦＣ

Ｖ－３号機）を出展し賛同を得た。また、推進事業としては、大阪府庁に水

素ステーション「岩谷産業㈱・大阪ガス㈱」が開設され、水素ガスの供給を

受けることが可能となり、走行実証試験で大いに役立つことになった。 

ハ．委託期間満了後の研究促進 

・平成１６年度の経済産業省「健康サービス産業創出支援事業」では、本学の

大学発ベンチャーＯＳＵヘルスサポートアカデミーが高齢者を対象とした

健康運動プログラム活動を継続している。 

・平成１７年度の経済産業省「産学連携製造中核人材育成事業」では、中堅・

中小企業のデジタルものづくりイノベーションを推進できる人材を育成す

るためのカリキュラム及び教材開発を行い、プロジェクト参加企業と共に

「デジタルものづくり講座」を開講している。 

③先端研究発表会等の開催 

イ．国際シンポジウム 

・経済学部開設２０周年記念国際シンポジウム「ロックで考えるアジア共同体

の可能性」（於：大阪産業大学多目的ホール） 

・その他（文部科学省 学術研究高度化推進事業欄 参照） 

ロ．研究発表・記念講演会 

・流通イノベーションセンター設立記念講演会 

・その他（文部科学省学 術研究高度化推進事業欄 参照） 

ハ．公開講座 
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・市民講座を２７回開催し、延べ１，５００名の市民が参加された。 

④産学官地域連携の促進と技術移転 

イ．地域との連携 

・地元大東市、大東商工会議所、本学との３者連携協定に基づき、１０のプロ

ジェクト事業が策定され、そのうち「子供向けものづくり教室」を本学で開

催し、また「インターンシップ事業」では大東市役所に受け入れを協力いた

だいた。 

・大東商工会議所主催の「大東市民まつり」及び「第５回産業展いきいき商工

フェスタ大東」に出展し、各種エコカーの開発と取り組み内容、ＯＳＵヘル

スサポートアカデミーの大東市内での活動、本学のＮＰＯ法人の活動を展示

した。 

・東大阪市長と東大阪市内の５大学、及び本学を含めた近隣２大学の学長との

懇談会が開催され、その模様が東大阪ケーブルテレビで放送及び東大阪市政

だよりに掲載された。 

・東大阪商工会議所主催の「第１９回東大阪産業展テクノメッセ東大阪２００

６」に出展し、本学の大学発ベンチャー企業の活動を展示、紹介した。 

ロ．企業との連携と産学官コーディネーターの活用 

産学官連携コーディネーターを２名配置（１名は文部科学省からの派遣）

し、企業との共同研究や受託研究を推進しており、公的機関からの委託事業

も含め４０件、また教員に対する研究奨学寄付金を１７件受け入れ、研究成

果を社会に還元している。 

 

（２）大阪産業大学附属歯科衛生士学院専門学校 

【教 育】 

施設・設備の老朽化に伴う実験・実習室の一部改修工事を行い、実技教育効

果の向上を図った。 

 

Ⅲ．学生・生徒等の募集計画とその進捗状況 

１．大阪産業大学・同短期大学部 

①社会的認知度の向上（ブランド力のアップ） 

社会的認知度の向上を図るために本学の独自性のある様々な取り組みを行っ

た。中でも、「ユーロミルホー・ダカールラリー２００７」に参戦した「ＯＳＵ

パリダカ参戦プロジェクト」は、自動車競技を通して環境やエネルギーに関す

る問題提議を世界に発信することを目的として、使用済み天ぷら油をリサイク

ルしたバイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）１００％で出場し、延べ７，９１５キ

ロを総合６８位で見事完走を果たした。 
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環境破壊の問題が大きくクローズアップされる現在においては、特殊な自動車

競技も例外ではなく、地球の環境を考慮したものでなければならないとの考え

である。また、このプロジェクトでは競技に参加するだけではなく、開催国や

その周辺国に対する学生による社会支援活動も視野に入れたものである。大学

においては学生に対する生きた実践教育の一環として位置づけた活動であり、

これらの取り組みについては、テレビ、新聞等のマスメディアで大きく採り上

げられた。 

②受験生及び高校に対する入試広報強化 

受験生及び保護者等にできる限り本学を知ってもらうため、「楽しく知ろう大

産大」をメインテーマとしたオープンキャンパスを７月～９月までの間に延べ

４日間開催し、トータル５，０１３名の参加者があり、前年度より２，２１９

名の増加であった。 

このオープンキャンパスの最大の特色は「学生中心」で運営・実行したことで

あり、参加した高校生および保護者からは非常に高い評価を得た。新しい試み

として平成１９年３月に春のオープンキャンパスを実施した。 

また、高校単独の大学見学会も積極的に受け入れを行い、延べ３６校、１，５

０２名の生徒、教員、保護者等が本学を訪問した。 

③女子受験生の増加（女子入試戦略プロジェクト） 

全国大学志願者の約４割を占める女子受験者層を新たに獲得するためのロジ

ェクトチームを設置し、様々な入試戦略を種々検討した結果、新たに設けた「経

営学部 アパレル産業コース」に４３名の女子志願者があったが、スポーツ推薦

入試において新たに設けた「チアリーディング部」には残念ながら女子志願者

はなかった。 

④入試制度の改革 

平成１９年度入試では、大幅な入試制度の改革を行った。指定校を大幅に増や

すことにより、本学を第一志望とする向学心のある多くの専願者を受け入れる

ことができた。経済学部では経済学部一括入試を導入したことにより、２学科

間の志願者格差が解消した。 

さらに一般前期入試及び大学入試センター試験利用入試において、各学科の入

試成績の上位者に対する授業料減免制度を導入し、優秀な生徒を獲得すること

ができた。 

また、併願受験者の入学検定料減免制度を導入したことにより、志願者増加に

つながることになった。 

⑤総括 

平成１９年度入試における大学及び短期大学部の志願者総数は８，２２８名

となり、前年度志願者総数の６，２７１名と比べ、１，９５７名の志願者増加
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となった。入学者数は２，６３９名となり、入学定員である２，１３０名の１．

２４倍の入学者となった。 

  

２．大阪産業大学附属中・高等学校 

①本校主催の入試説明会で独自の手作り配布資料の充実などに取り組みながら、

以下のとおり開催した。 

イ．中高合同塾対象入試説明会(１回) 

ロ．保護者・生徒(児童)対象入試説明会(高校３回、中学校３回) 

ハ．オープンスクール(高校１回、中学校２回) 

ニ．中学校教員対象入試説明会(高校１回) 

②塾・中学校への訪問回数を前年度より増加させ、エリアの分担、拡大に努め

た。 

また、各中学校・塾からの本校見学の全面受入れや中学校への出張授業も実

施した。実施回数は、本校見学会は３４回、中学校への出張授業は２回実施。 

③外部団体主催の進学相談会に８９回参加し、本校の特色のアピールに努めた。 

④生徒募集・説明会告知等広告を対費用効果など考慮しながら可能な限り実施

した。 

⑤学校案内、学校紹介ビデオ、クラブ案内誌、別冊塾ジャーナル、抜き刷りパ

ンフ等本校独自の配布物を作成し、募集活動に活用した。 

【高校】             【募集結果】 

志 願 者 数 入 学 者 数 
学 科 

外部募集 

人  員 平成１８年度 平成１９年度 平成１８年度 平成１９年度 

普通科 ４６７名 １，４０３名 １，５５２名 ５２４名 ５４７名

国際科 １２６名 ２３９名 ２２４名 １３１名 １１５名

合  計 ５９３名 １，６４２名 １，７７６名 ６５５名 ６６２名

 

【中学校】 

志 願 者 数 入 学 者 数 
募集人員 

平成１８年度 平成１９年度 平成１８年度 平成１９年度 

８０名 １９８名 ２５０名 ７８名 ９４名 

 

 

３．大阪桐蔭中・高等学校 

（１）定員の充足状況 

【中学校】 

平成１８年度の入学志願者及び入学者は、前年度に比べ入学志願者数で１２７
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名増の１，３３８名となり、定員２００名に対し２３２名の入学者を受け入れ

た。 

なお、平成１９年度は定員２００名に対し２６３名の入学者を受け入れた。 

【高等学校】 

平成１８年度の入学志願者外部募集及び外部入学者は、前年度に比べ志願者

数で１２６名増の９９７名となり、募集定員３８４名に対し５５９名の入学者

を受け入れた。また、内部進学生は１６６名入学し、合計７２５名の入学者を

受け入れた。 

なお、平成１９年度は外部募集定員４３２名に対し４６７名、内部生を含め

６７８名の入学者を受け入れた。 

（２）募集活動及び志願者数の推移 

志願者確保については中・高共に更なる飛躍を求め、本校主催の説明会で参加

者の大幅増を果すと共に、進学塾等の説明会に参加させていただくことも多く

なり、本校の特色をアピールした。また、学校広告や生徒募集広告を新聞・雑

誌等にタイムリーに掲出した。こうした活動の結果、Ⅲ類で新設した吹奏楽部

及びサッカー部の志願者は大きく飛躍した。 

また、大学進学実績も昨年度を大幅に上回り大きな成果をもたらした。 

【高校】             【募集結果】 

志 願 者 数 入 学 者 数 
学 科 募集人員 

平成１８年度 平成１９年度 平成１８年度 平成１９年度 

普通科 ５５０名 １，１６３名 １，１５７名 ７２５名 ６７８名

※内部からの志願者を含む 

【中学校】 

志 願 者 数 入 学 者 数 
募集人員 

平成１８年度 平成１９年度 平成１８年度 平成１９年度 

２００名 １，３３８名 １，８０６名 ２３２名 ２６３名 

 

４．大阪産業大学附属歯科衛生士学院専門学校 

早期から広報活動を展開できるよう、各媒体の広報企画に参画し、幅広い層（高

校生、大学・短大生、社会人）から資料請求者の増加を図り志願者確保に努め

た。 

また、近畿圏を中心とした高等学校進路指導部には、５月から９月に亘り本校

教職員による一斉訪問を行うと共に、７月から９月にかけて本校主催の学校見

学会（７回開催）を実施し、延べ２５３名（昨年３４４名、２７％減）を動員

した。各高等学校独自の進学相談会にも積極的に参加し、学年進行による説明

（高１：体験実習、高２：職業理解、高３：学校選択）により、医療専門職の
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底上げを図った。 

その結果、入学定員６０名のところ、志願者は１３９名（昨年１７９名、２２％

減）となり、合格者８６名、手続者７８名となった。 

 

Ⅳ．財務の概要 

１．校地・校舎等整備計画における進捗状況 

（１）大阪産業大学・同短期大学部 

①食堂棟新築工事は、平成１８年５月２９日より着工し、建築確認センター、開

発検査、消防検査等を経て、平成１９年３月１６日に竣工した。建物名称は広

く学生より募り、その中からクリスタルテラスと決定された。 
②（仮称）自動車整備センター新築工事は、隣接する上記食堂棟完成後、６号館

を取り壊し現在建築に向け工事が進捗しているが、開発工事の遅れにより竣工

予定は平成２０年７月末となっている。 
③（仮称）研究・測定棟新築工事は、将来キャンパス整備計画上の問題により、

建築場所を再度検討し見直す事とした。 
④第１グランド整備については、予算計上を行なったが、学内唯一のグランドで

あるため、整備計画を再度見直し検討する。 
⑤本館（１１号館）外壁改修工事は、外壁タイルの経年劣化による対策として、

インターネット工法により平成１８年２月１５日着工し、平成１８年１２月３

１日に完成した。 

⑥本館（１１号館）空調改修工事他については、本館建築時（昭和６１年）の空

調設備で、平成１６年度より年次計画により改修し、今回最終期として６階２

３室、７階１２室を水冷式ＥＨＰ（ピーマック）からガスヒートポンプ式空調

機（ＧＨＰ）へ更新し、平成１８年９月１８日工事が完成した。 

 

（２）大阪産業大学附属中・高等学校 

①グラウンド全面人工芝工事 
本校グラウンドは、正課授業及び６クラブの練習などで、非常に使用頻度の高

いグラウンドである。６年前にスプリンクラーの設置を含むグラウンド改修工

事を実施したが、課題であった砂埃や擦傷怪我はやや改善したものの、完全解

消までには至らなかった。そこで、これらの課題を解消するため、安全性に長

けた多目的な競技に適したロングパイル人工芝の全面敷設工事を実施した。 
その結果、天候に左右されない安定したグラウンド使用が可能になり、生徒の

擦傷等の怪我も激減した。また、校舎内の砂埃による汚れも全面的に解消し、

教育環境が飛躍的に向上した。 
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（３）大阪桐蔭中・高等学校 

①Ⅲ類吹奏楽部用音楽館新築 

吹奏楽部は、現在東館にて合奏の練習をし、本館にて個別練習を実施している

が、部員数が３学年揃い現在１４１名となっている。今後最大１８０名を想定

しており、現状では練習できない状況である。このため、平成１８年度より音

楽館の新築に着手し、平成１９年度完成予定である。この他、部員増加に伴い

吹奏楽部の楽器を購入し充実を図った。 

同部は、平成１８年度吹奏楽コンクール高等学校大編成の部で大阪地区大会・

大阪府大会を経て関西大会へ進出し、創部２年目で全日本吹奏楽コンクールに

出場し、銀賞を受賞した。 

②サッカー部人工芝設置工事 

サッカー部は、生駒第９グランドにおいて大学サッカー部と共存共栄を図り、

施設を共同利用している。本年度は生駒第９グランドに人工芝を設置した。同

部は１・２年生チームで、平成１８年度大阪高校新人サッカー大会にて優勝し

た。 

③その他 

東館生徒数増員に伴い個人ロッカーを購入。 

食堂調理器具を新規購入。 

生徒下足箱鍵付加工工事を実施。 

大阪桐蔭ベンチャープログラムであるロケットの打上げに参画。 

 

２．財務比率表（添付資料１） 

 

以 上 
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