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記載事項 更新の有無 記載欄
情報基準日 2021年2月26日
国立大学法人名 国立大学法人鳴門教育大学
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記載事項 更新の有無 記載欄

経営協議会による確認

【経営協議会からの意見】
・報告書の記載は適切であり，各基本原則・原則・補充原則に対応できてい
ると考えます。
・本報告書を確認することにより，社会一般の方々に大学の取組みをご理解
いただけるよう，一部表現や公表ページのリンクの張り方等を，工夫した方
が良いと考えます。
【本学の対応】
 ご意見を踏まえ，社会への説明責任を果たすという点に留意し，外部の
方々にとって分かりやすい報告書となるよう，表現の修正及び３頁目以降の
URLのリンク方法を修正しました。

監事による確認

【監事からの意見】
・報告書の記載は適切であり，各基本原則・原則・補充原則に対応できてい
ると考えます。なお，報告書の一部表現において，具体性に欠ける表現が見
受けられたので，ステークホルダーに大学の取組みを十分に理解していただ
けるよう，可能な限り具体的な表現を用いた方が良いと考えます。
・今回の適合状況の確認作業を契機に，ガバナンス体制の更なる強化へ繋げ
ていくためには，来年度に向けて，学内における適切なチェック体制を確立
していくことが重要であると考えます。
・社会情勢の変化を踏まえながら，適合状況を継続的にチェックし，改善の
必要性が生じた場合には，年度途中であっても臨機応変に対応していくこと
が重要であると考えます。
【本学の対応】
 ご意見を踏まえ，社会の方々に本学の取組みをより理解していただけるよ
う，報告書の一部記載内容を具体的な表現に修正いたしました。
 また，次年度に向けてチェック体制を構築し，ガバナンスの更なる強化に
努めてまいります。
 なお，適合状況については継続的に検証を行い，社会の変化やニーズを踏
まえながら柔軟に対応し，よりよい取組となるよう努めてまいります。

その他の方法による確認
なし

【本報告書に関する経営協議会及び監事等の確認状況】

国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(2020年度) 
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国立大学法人鳴門教育大学

記載事項 更新の有無 記載欄
ガバナンス・コードの各原
則の実施状況

 当法人は，各原則をすべて実施しています。

ガバナンス・コードの各原
則を実施しない理由又は今
後の実施予定等

 該当なし

【国立大学法人ガバナンス・コードの実施状況】
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国立大学法人鳴門教育大学

記載事項 更新の有無 記載欄
 本学のミッションに基づき，第３期においては，中期目標における以下の目標を，
ビジョン及び戦略として位置づけている。
１．教育委員会や他大学との連携による徳島県地域・四国地域における教員養成・研
修の高度化
２．いじめ防止に向けた地域に根ざした教員養成・研修の充実と支援の全国への拡大
３．グローバル教員養成・研修及び開発途上国の教育力向上を目指した日本型教育シ
ステムによる教育支援

 当該内容については，本学ウェブページにおいて，公表している。
 （該当する目標は【45】，【11】，【18】）

https://www.naruto-u.ac.jp/_files/00130554/dai3ki-tyuukimokuhyou-tyuukikeikaku.pdf

 なお，中期目標の策定に当たっては，経営協議会において委員からの意見を積極的
に聴き，社会のニーズ等を踏まえながら策定している。

 戦略的な目標の状況と成果についても記載した業務実績報告書を作成し，経営協議
会にて審議した上で，本学ウェブページにて公表している。また，自己点検・評価委
員会においても，戦略的な目標を含めた大学の状況について検証し評価結果を公表し
ている。
・「経営協議会議事録」
https://www.naruto-u.ac.jp/information/08/003001.html

・「自己評価結果報告書」
https://www.naruto-u.ac.jp/information/08/011003.html

 運営・教育研究組織図のとおり，法人運営及び教学運営の実施に係る体制を構築し
公表している。
・「運営・教育研究組織」

https://www.naruto-u.ac.jp/information/03/002.html

なお，法人の運営組織については「国立大学法人鳴門教育大学学則」に，教育研究
組織については「鳴門教育大学教育研究組織規則」に規定しており，各組織におい
て，権限と責任を明確にした上で，組織全体として，自主的・自律的・戦略的な法
人経営を可能とする体制を構築している。
・「国立大学法人鳴門教育大学学則」
https://www.naruto-u.ac.jp/_files/00145237/101.pdf

・「鳴門教育大学教育研究組織規則」

https://www.naruto-u.ac.jp/_files/00158329/206.pdf

 教員・職員の適切な年齢構成の実現，性別・国際性・障がいの有無等の観点でのダ
イバーシティの確保等を含めた総合的な人事方針である「国立大学法人鳴門教育大学
人事方針」を策定し，当該方針に基づき積極的に登用を行っている。
・「国立大学法人鳴門教育大学人事方針」
https://www.naruto-u.ac.jp/_files/00157575/sougoujinnjihousin2021.pdf

補充原則１－３⑥（１）
経営及び教学運営双方に
係る各組織等の権限と責
任の体制

【国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】

補充原則１－３⑥（２）
教員・職員の適切な年齢
構成の実現、性別・国際
性・障がいの有無等の観
点でのダイバーシティの
確保等を含めた総合的な
人事方針

補充原則１－２④
目標・戦略の進捗状況と
検証結果及びそれを基に
改善に反映させた結果等

原則１－１
ビジョン、目標及び戦略
を実現するための道筋
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国立大学法人鳴門教育大学

 中期計画において，予算（人件費の見積りを含む），収支計画及び資金計画の中期
的な計画を策定し，大学ウェブページで公表している。
・「収入・支出の計画，費用・収益（固定資産取得や損益に関係しないものを加減）
の計画，活動別の資金フロー計画」

https://www.naruto-u.ac.jp/_files/00130554/dai3ki-tyuukimokuhyou-tyuukikeikaku.pdf

 財務諸表，事業報告書，決算報告書及び財務レポートを作成し，大学ウェブページ
で公表している。
・「収入・支出の決算額，費用・収益の決算額，活動別の資金フロー決算額，教育研
究の成果と統合させた財務情報など」

https://www.naruto-u.ac.jp/information/08/004.html

 法人経営を担い得る人材を計画的に育成するための方針「国立大学法人鳴門教育大
学経営等人材育成方針」を策定し公表している。当該方針に基づき，副理事・副学
長・専攻長・センター所長等へ適任者を登用し法人経営の一端を担わせるとともに，
計画的に各種研修等に参加させること等により，早い段階から法人経営の感覚を身に
付けさせ，次代の経営人材を育成する体制を構築している。
・「国立大学法人鳴門教育大学経営等人材育成方針」

https://www.naruto-u.ac.jp/_files/00157582/keieijinnzaiikuseihousin2021.pdf

 「国立大学法人鳴門教育大学役員規則」及び「鳴門教育大学副学長規則」におい
て，理事及び副学長の責任・権限を定めて公表するとともに，学長をサポートする体
制を構築している。
・「国立大学法人鳴門教育大学役員規則」
https://www.naruto-u.ac.jp/_files/00147705/236.pdf

・「鳴門教育大学副学長規則」

https://www.naruto-u.ac.jp/_files/00147682/238.pdf

 ウェブページにおいて，役員会の議事要録を作成して公表し，法人経営に係る重要
な方針決定の審議状況の透明性を担保している。
・「役員会議事要録」
https://www.naruto-u.ac.jp/information/08/003003.html

 「国立大学法人鳴門教育大学経営等人材育成方針」に定める外部人材登用に係る観
点に基づき，他の教育研究機関等における経験を有する人材を，外部から理事等とし
て登用することにより，経営層の厚みを確保している。
・「国立大学法人鳴門教育大学経営等人材育成方針」
https://www.naruto-u.ac.jp/_files/00157582/keieijinnzaiikuseihousin2021.pdf

 多様な関係者から国立大学法人に期待する事項を的確に把握し法人経営に生かすこ
とを目的に，「国立大学法人鳴門教育大学経営協議会の学外委員選考方針」を策定し
公表している。
当該方針に基づき，教育界，産業界，自治体等から適任者を選出している。
なお，会議運営に際しては，法人の経営に係る重要事項を精選して議題として設定し
た上で，会議資料を事前に各委員に送付し確認いただくことで，限られた会議時間内
で効率的に意見交換を行えるよう運営している。また，会議の席で特にテーマを絞ら
ずに学長から学外委員全員に意見を求める機会を設ける等，審議を充実させるための
工夫を行っている。
・「国立大学法人鳴門教育大学経営協議会の学外委員選考方針」

https://www.naruto-u.ac.jp/information/08/003004.html

補充原則１－３⑥（３）
自らの価値を最大化する
べく行う活動のために必
要な支出額を勘案し、そ
の支出を賄える収入の見
通しを含めた中期的な財
務計画

補充原則１－３⑥（４）
及び補充原則４－１③
教育研究の費用及び成果
等（法人の活動状況や資
金の使用状況等）

補充原則１－４②
法人経営を担いうる人材
を計画的に育成するため
の方針

原則２－１－３
理事や副学長等の法人の
長を補佐するための人材
の責任・権限等

原則２－２－１
役員会の議事録

原則２－３－２
外部の経験を有する人材
を求める観点及び登用の
状況

補充原則３－１－１①
経営協議会の外部委員に
係る選考方針及び外部委
員が役割を果たすための
運営方法の工夫
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国立大学法人鳴門教育大学

 「学長候補者選考に関する情報」として，「望ましい学長像」及び選考結果，選考
過程及び関係規則等をウェブページ上に，公表している。
・「学長候補者選考に関する情報」
https://www.naruto-u.ac.jp/information/08/018.html

 学長再任に係る審査手順及び，再任の場合の任期の上限等について，「国立大学法
人鳴門教育大学学長選考等規則」及び「国立大学法人鳴門教育大学学長選考等規則実
施細則」に規定するとともに，ウェブページ上に公表している。なお，本学において
は，再任の場合の任期の上限は設定していない。
・「国立大学法人鳴門教育大学学長選考等規則」
https://www.naruto-u.ac.jp/_files/00154703/R2senkokaigikisoku.pdf

・「国立大学法人鳴門教育大学学長選考等規則実施細則」
https://www.naruto-u.ac.jp/_files/00154710/R2gakuchosenkokisoku.pdf

 法人の長の解任のための手続について，「国立大学法人鳴門教育大学学長選考等規
則」及び「国立大学法人鳴門教育大学学長選考等規則実施細則」に規定するととも
に，ウェブページ上に公表している。
・「国立大学法人鳴門教育大学学長選考等規則」
https://www.naruto-u.ac.jp/_files/00154703/R2senkokaigikisoku.pdf

・「国立大学法人鳴門教育大学学長選考等規則実施細則」
https://www.naruto-u.ac.jp/_files/00154710/R2gakuchosenkokisoku.pdf

 「国立大学法人鳴門教育大学学長の業績評価に関する申合せ」に基づいて，学長の
業績評価を実施し，評価結果を本人に提示するとともに，ウェブページ上に公表して
いる。
・「国立大学法人鳴門教育大学学長の業績評価について」
https://www.naruto-u.ac.jp/information/08/018.html

原則３－３－４
大学総括理事を置く場
合、その検討結果に至っ
た理由

 ※本学は大学統括理事を置いていない。

 法令に基づく情報公開に加え，その他地域等との連携・協働に係る様々な情報を適
切に公表し，その透明性を確保することにより，社会から理解と支持を得るととも
に，適切に連携・協働を行っている。（公表内容については，原則4-1及び補充原則
4-1①に記載）
 また，「国立大学法人鳴門教育大学内部統制に関する規則」において，自らを律す
る内部統制の仕組みを整備・実施することにより，国立大学法人の経営，教育・研
究・社会貢献活動の安定性・健全性を示し，適正な法人経営を確保するとともに，内
部統制の運用体制を公表している。
・「国立大学法人鳴門教育大学内部統制に関する規則」

https://www.naruto-u.ac.jp/_files/00147712/205.pdf

補充原則３－３－１①
法人の長の選考基準、選
考結果、選考過程及び選
考理由
補充原則３－３－１②
法人の長の再任の可否及
び再任を可能とする場合
の上限設定の有無

補充原則３－３－３②
法人の長の業務執行状況
に係る任期途中の評価結
果

基本原則４及び原則４－
２
内部統制の仕組み、運用
体制及び見直しの状況

原則３－３－２
法人の長の解任を申し出
るための手続き
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国立大学法人鳴門教育大学

 非財務情報と統合させて財務情報を説明した財務レポートを作成し，大学ウェブ
ページで公表している。
 また，ステークホルダーが参加する行事の機会に財務情報に関する対話型説明を実
施しているほか，財務レポートの内容を動画・音声により公表し，情報開示機会を拡
大している。
・「教育研究の成果等の非財務情報と統合させた財務情報」
https://www.naruto-u.ac.jp/information/08/004004.html

 鳴門教育大学広報戦略において，ウェブページを情報発信における重要な広報媒体
と位置づけ，法人経営，教育・研究・社会貢献活動など，多岐にわたる情報を分類分
けして，積極的に情報提供をしている。
 また，大学概要や，学部案内，広報紙「鳴教かわら版」などの広報物を発行してい
るほか，ウェブページ上でも閲覧を可能としている。
・「法人情報（大学案内）の公開」※掲載内容：創設の趣旨・目的，運営組織，法定
公開情報など

https://www.naruto-u.ac.jp/information/

・「教育・研究の公開（教育・学生生活）」※掲載内容：入学料・授業料・奨学金，
教育課程，課外活動など
https://www.naruto-u.ac.jp/campuslife/

・「社会貢献活動の公開（研究活動・地域連携）」※掲載内容：産学連携・知的財
産，公開講座，教員免許状更新講習など
https://www.naruto-u.ac.jp/research/

・「広報物の発行（大学案内＞広報）」※掲載内容：大学概要，学部案内，鳴教かわ
ら版など
https://www.naruto-u.ac.jp/information/04/

原則４－１
法人経営、教育・研究・
社会貢献活動に係る様々
な情報をわかりやすく公
表する工夫
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国立大学法人鳴門教育大学

https://www.naruto-u.ac.jp/information/08/004004.html

 本学ウェブページにおいて，広く周知するべき情報として，独立行政法人通則法，
国立大学法人法，学校教育法施行規則などに基づく，法定公開情報はウェブページ
「法人情報」及び「情報公開」に掲載している。
 また，本法人の活動についても，入学希望者，在学生・保護者，卒業・修了生，地
域住民とステークホルダー毎に，ニーズが高いと考えられるコンテンツを整理し，提
供している。
・「法人情報(法定公開)」※掲載内容：業務方法計画書，中期目標・中期計画など
https://www.naruto-u.ac.jp/information/08/

・「公開（学校教育法施行規則 ほか）」※掲載内容：大学の教育研究上の目的，方
針，教職員・学生数など
https://www.naruto-u.ac.jp/information/09/005.html

・「大学院入学希望の皆さまへ」※掲載内容：入試に関すること，教育課程に関する
ことなど
https://www.naruto-u.ac.jp/g-examinee/

・「学部入学希望の皆さまへ」※掲載内容：入試に関すること，教育課程に関するこ
となど
https://www.naruto-u.ac.jp/f-examinee/

・「社会人・地域の皆さまへ」※掲載内容：公開講座等について，施設の利用につい
てなど
https://www.naruto-u.ac.jp/general/

・「卒業生・修了生の皆さまへ」※掲載内容：証明書に関することなど

https://www.naruto-u.ac.jp/graduate/

・「在学生・保護者の皆さまへ」※掲載内容：授業に関することなど，進路・就職情
報に関することなど
https://www.naruto-u.ac.jp/student/

補充原則４－１①
対象に応じた適切な内
容・方法による公表の実
施状況

 主なステークホルダーの区分に応じて財務情報を説明した財務レポートを作成し，
大学ウェブページで公表している。
 また，ステークホルダーが参加する行事の機会に，それぞれに応じた財務情報に関
する対話型説明を実施している。
・「国民，学生・受験生・保護者，卒業生・修了生，教育委員会・学校現場の区分に
応じた，非財務情報と統合させた財務情報」
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国立大学法人鳴門教育大学

 学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）を具体的かつ明確に策定し，本学ウェブ
ページにおいて公表している。
 学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）に従った教育課程編成・実施の方針（カリ
キュラム・ポリシー）を策定し，本学ウェブページにおいて公表している。
本学で取得可能な教育職員免許状及び資格について，本学ウェブページにおいて公表
している。
 授業や教育等について，様々な角度から現状を把握し，改善に努めるため，授業評
価や教育等に関するアンケートを実施し，その結果を本学ウェブページにおいて公表
している。
・「学士課程のディプロマ・ポリシー」
https://www.naruto-u.ac.jp/information/05/007.html

・「学士課程のカリキュラム・ポリシー」
https://www.naruto-u.ac.jp/information/05/006.html

・「修士課程のディプロマ・ポリシー」
https://www.naruto-u.ac.jp/information/05/009.html

・「修士課程のカリキュラム・ポリシー」
https://www.naruto-u.ac.jp/information/05/008.html

・「専門職学位課程のディプロマ・ポリシー」
https://www.naruto-u.ac.jp/information/05/011.html

・「専門職学位課程のカリキュラム・ポリシー」
https://www.naruto-u.ac.jp/information/05/010.html

・「学士課程で取得可能な教育職員免許状及び資格」
https://www.naruto-u.ac.jp/campuslife/04/011.html

・「修士課程・専門職学位課程で取得可能な教育職員免許状及び資格」
https://www.naruto-u.ac.jp/campuslife/04/012.html

・「学士課程の授業評価アンケートの実施結果」
https://www.naruto-u.ac.jp/campuslife/04/007.html

・「教育等に関するアンケートの実施結果」
https://www.naruto-u.ac.jp/information/08/011005.html

 学生の生活実態，修学（学習の成果，教育への満足度等），学生生活（各種支援へ
の満足度等）など多岐に亘る項目についての調査結果をとりまとめた「学生生活実態
調査報告書」を作成し，大学ウェブページで公表している。
https://www.naruto-u.ac.jp/campuslife/02/017.html

 年間の就職支援行事及び卒業生・修了生の進路状況及び就職活動体験記等を作成
し，大学ウェブページで公表している。
https://www.naruto-u.ac.jp/career/

 「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第22条に規定する情報」につ
いて，以下の公式ウェブページに掲載している。
・「法人情報の公開」
https://www.naruto-u.ac.jp/information/08/

・「運営組織など」
https://www.naruto-u.ac.jp/information/03/

・「法人文書の公開」
https://www.naruto-u.ac.jp/information/09/003002.html

※「医療法施行規則第7条の2の２及び同規則第7条の3に規定する情報」及び「医療
法施行規則第15条の4第2号に規定する情報等」については，本学は該当なし。

補充原則４－１②
学生が享受できた教育成
果を示す情報

法人のガバナンスにかか
る法令等に基づく公表事
項
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