
平成１７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）大学院経営・流通学研究科博士課程設置 

平成１７年１２月５日付認可。 

（２）大学院人間環境学研究科博士課程設置 

平成１８年２月１日設置準備委員会を発足、平成１９年度開設（６月末日申請）に

向け準備中。 

（３）１級自動車整備士養成機関設置 

短期大学へ専攻科を設置し対応するよう、平成１８年３月６日付文書にて学長へ要

請。 

 
Ⅱ．法人の概要 

（１）設置する学校の内容 (略) 

（２）役員の氏名等 (略) 

 

Ⅲ．平成１７年度事業計画における進捗状況 

１．大阪産業大学・同短期大学部 

（１）教育・研究における重点分野（大学）とその進捗状況 

①特色ある大学教育支援プログラム継続＜特色ＧＰ＞ 

平成１６年度に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、平成１８年４月１０

日付で文部科学大臣宛に平成１７年度実績報告書を提出しました。 

②ハイテク・リサーチ・センター「新産業創生指向材料の開発と生産に関する研究」

継続 

新産業研究開発センターでは、文部科学省の私立大学学術研究高度化推進事業と

して選定されたハイテク・リサーチ・センター事業「新産業創生指向材料の開発と

生産に関する研究プロジェクト」を継続的に実施していますが、５年間の最終年度

を迎えました。本研究は、所期の目的どおり大きな成果を上げ、文部科学省から最

高の評価（Ａ・Ａ）を得ました。 

③産学連携研究推進事業「地域産業創生型有害物質新制御システムの開発に関する研

究」継続 

新産業研究開発センターでは、文部科学省の私立大学学術研究高度化推進事業と

して選定された産学連携研究推進事業の「地域産業創生型有害物質新制御システム

の開発に関する研究プロジェクト」を継続的に実施しています（最終年度は平成 18

年度）。 

④大学発ベンチャーの育成、経済産業省研究委託事業、地域連携型共同研究等の産官

学連携への取り組み継続 

株式会社オーエスユー、有限会社オーエスユー・デジタルメディアファクトリー、

株式会社オーエスユーテクノロジー等、平成１６年度までで８つの本学発ベンチャ

ーが存在します。平成１７年度には、新たにアントレプレナー専攻の長谷川氏によ

り、有限会社ライト・クリエーションが設立されました。継続して大学発ベンチャ

ーの育成に取り組みます。 

同じく大学発ベンチャーの一つである有限会社ＯＳＵヘルスサポートアカデミー
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は、経済産業省「健康サービス産業創出支援事業」として発足した｢大東ダイナミッ

クプロジェクト｣を大東市の高齢者を対象に継続的に実施しています。 

地元大阪東部地区をはじめとする企業、商工団体や行政と連携し、共同研究や技

術指導、ビジネスインキュベータプログラムの実施等、産官学連携事業に継続的に

取り組んでいます。 

⑤日本技術者教育認定機構「JABEE」の認定準備＜工学部都市創造工学科＞ 

第３回都市創造工学科教育システムに関する第３者評価委員会の実施、教育環境

整備の一環として平成１６年５月の学習支援センター開設に引き続き、スタディホ

ール(ランゲージカフェ２Ｆ)の設置（平成１８年１月竣工）、都市創造工学科安全衛

生管理規程の制定、JABEE 事務部門支援会議の実施、自己点検書の草稿完成等、JABEE

認定申請に向けての準備を整えています。（平成１８年４月１２日付申請） 

⑥社文系産官学連携強化のための文部科学省学術研究高度化推進事業＜オープン・リ

サーチ・センター＞申請 

アジアでは２１世紀に入り急速に経済的統合の進展が見られます。経済的統合が

どのようなメカニズムで進められているのか、将来の共同体へ発展する可能性はあ

るのかなどを総合的に研究することを目指して、平成１７年度にアジア共同体研究

センターが設立されました。この取り組みは、優れた研究プログラムを支援する文

部科学省・私立大学学術研究高度化推進事業における「オープン・リサーチ・セン

ター整備事業」（プロジェクト名：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）に選定され、平成１７年度より５年間

にわたり研究費の支援を受けることとなりました。 

 

（２）学生の募集計画とその進捗状況 

「結果が出る大学」というキャッチフレーズを中心に前面に押し出し、広報活動を

行いました。また、平成１７年度よりウェブサイトに動画を導入する等、リニューア

ルを行いました。大学案内パンフレットの内容には、できるだけ学生を多く登場させ、

受験者と本学の距離を短くするよう工夫すると共に、就職・資格・留学・クラブ活動

の各項目を充実させ、どの学部・学科に進めば、どのような就職が見えるのかを明確

に示しました。 

大学・短大の教員及び入試アドバイザー等が、高校・専門学校・短大への訪問や広

報活動、出張講義等へ積極的に参加し、本学の特徴を多面的に広報しました。また、

入試センター職員は各会場での個別説明会、高校へ出向き講演する高校内説明会、３

年生対象の本学入試説明会、１・２年生対象の総合ガイダンス、職業別説明会、学問

分野別説明会等に参加し、同時に高校からの要請で学内見学の受入れを行いました。 

なお、高大連携教育の実例としては、出張講義(依頼に基づき講師を派遣)、土曜講

座(人間環境学部の教員が実施)、大学見学会(希望者があれば要請に基づき実施)の実

施や、総合学習「国際理解」の授業に本学留学生を１０名程度派遣するなどにより、

近隣の大東高校と交流を深めました。 

また、新聞雑誌媒体においては連合広告だけでなく、本学の特徴をアピールできる

ような広報媒体を利用し、各種入試広報イベントへも積極的に参加しました。 

 
２．大阪産業大学附属中・高等学校 

（１）生徒の募集計画とその進捗状況 

①本校主催の入試説明会等を、プレゼンテーションでのパワーポイントの活用や独自

の配布資料の作成などに取り組みながら、以下のとおり実施しました。 
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ａ）塾対象入試説明会(中・高合同１回、中学校単独１回) 

ｂ）保護者・生徒(児童)対象入試説明会(高校３回、中学校５回) 

ｃ）オープンスクール(高校１回、中学校２回) 

ｄ）中学校教員対象入試説明会(高校１回) 

②中学校及び塾への訪問回数を前年度より増加させ、エリアの分担と拡大に努めまし

た。また、各中学校や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

しました。 

③外部団体主催の進学相談会に６６回参加し、本校特色のアピールに努めました。 

④生徒募集や説明会告知等の広告を、費用対効果などを考慮しつつ可能な限り実施し

ました。 

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で活用しました。 

 

（２）募集結果 

【高校】 

志 願 者 数 入 学 者 数 

学 

科 

外部募

集 

人  

員 

平成１７年

度 

平成１８年

度 

平成１７年

度 

平成１８年

度 

普通

科 

４６７

名 

１，３２７名 １，４０３名 ５５６名 ５２４名 

国際

科 

１２６

名 

１９５名 ２３９名 １０６名 １３１名 

合  

計 

５９３

名 

１，５２２名 １，６４２名 ６６２名 ６５５名 

【中学校】 

志 願 者 数 入 学 者 数 
募集人員 

平成１７年度 平成１８年度 平成１７年度 平成１８年度 

８０名 １３８名 １９８名 ５８名 ７８名 

 

３．大阪桐蔭中・高等学校 

（１）定員の充足状況 

【中学校】 

平成１７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が１９１名増

の１，２１１名となり、定員２００名に対し２２２名の入学者を受け入れました。 

なお、平成１８年度は定員２００名に対し２３２名の入学者を受け入れました。 

【高等学校】 

平成１７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が１

４５名増の８７１名となり、募集定員３８４名に対し４５０名の入学者を受け入れま

した。また、内部進学生は１５１名入学し、合計６０１名の入学者を受け入れました。 

なお、平成１８年度は外部募集定員３８４名に対し５５３名、内部生を含め７２５

名の入学者を受け入れました。 

 

（２）募集活動及び志願者数の推移 
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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

大幅増を果すとともに、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ました。また学校広告や生徒募集広告を、新聞・雑誌等にタイ

ムリーに掲出しました。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ました。 

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ました。 

 

【高校】 

 募集人員 志願者数 入学者数 

平成１７年

度 

５３５名 １，０２２名 ６０１名

平成１８年

度 

５５０名 １，１６３名 ７２５名

                      ※内部からの志願者を含む。 

【中学校】 

 募集人員 志願者数 入学者数 

平成１７年

度 

２００名 １，２１１名 ２２２名

平成１８年

度 

２００名 １，３３８名 ２３２名

 

（３）特別事業実績 

①Ⅲ類吹奏楽部用工事及び備品購入 

吹奏楽部を本年度よりⅢ類で新設しました。 

東館・本館吹奏楽部合奏場改修及び練習場新設工事を実施しました。 

吹奏楽部楽器を購入、同部は１７年度吹奏楽コンクール高等学校小編成の部で、

大阪地区大会・大阪府大会を経て関西大会へ進出し優秀賞を受賞しました。 

また、全日本管楽コンテストも審査の上全国大会に出場、優秀賞を受賞するなど、

情操教育の成果を上げました。 

②サッカー部工事及び車両購入 

サッカー部を本年度よりⅢ類で新設し、生駒グランドに照明及び防球ネットの設

置、平野屋グランドを人工芝グランドに改修しました。 

また、生駒のグランドで練習するため、サッカー部専用バスを購入しました。同

部は１年生チームで、全国高等学校サッカー選手権大会大阪府予選ベスト１６とな

りました。 

③その他 

駐輪場屋根設置工事を実施。 

本館中央階段落下防止対策を実施。 

本館倉庫設置工事を実施。 

本館池濾過装置工事を実施。 

 

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ました。 
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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３４４名（昨年２６５名、３０％増）を動員しました。 

その結果、志願者は１７９名（昨年１０８名、６６％増）となり、合格者９１名、手続

者７７名となりました。 

 

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東部キャンパス整備の一環として３号館南側に建築する（仮称）食堂棟および６号

館建替えに伴う（仮称）自動車整備センターについては、学内調整等が完了し、（仮

称）食堂棟の建築に向けた埋蔵文化財試掘調査へと工事が進捗しています。  
②８号館の耐震補強と床補強については、主工事を授業・実習等の影響がない夏季期

間に実施し、９月に完成しました。  
③買収予定であった平野屋用地については、引き続き地主との交渉を行っていますが、

価格面で折り合わず現在のところ見送りとなっています。  
④本館 (11 号館 )の空調ピーマックは、建築時 (昭和 61 年 8 月 )に設置された水冷式電気
空調設備のため、5･7･8･10 階の各室についてはガス空調設備へと更新 (第 2 期工事 )
し、9 月に完成しました。  
⑤平成 17 年度から平成 18 年度にかけての事業である本館 (11 号館 )外壁改修工事につ
いては、2 月より現状のタイルを下地から張り替える作業に入りました。  
⑥ランゲージ・カフェの新築については、大学からの要望を踏まえて建築計画を立て、

9 月より工事を開始し、翌年 1 月に完成しました。  
⑦梅田サテライト (梅田第 4 ビル 21 階 )の施設移転に伴い、平成 17 年度より新たな場
所 (梅田第 3 ビル 19 階 )への内装・設備工事と什器備品の設置を行い、翌年 3 月に完
成しました。  
⑧東部バス停については、学生・生徒及び近隣住民への利便性向上のため、上屋の設

置工事を 5 月より開始し、7 月に完成しました。  
 

（２）財務比率表 (添付資料 1) 

 

以 上 
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