
2015年度人文学部自己点検・評価報告書 

 

人文学部長 西江 清高 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学部や学科に対する在学生からの希望や意見等について、さらに

幅広く耳を傾ける必要がある。 

 

1-1-2 学部や学科の理念・目的を踏まえつつ、学部や学科の将来構想に

ついて定期的に議論する必要がある。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 在学生からの希望や意見等（1－1－1）については、人文学部カ

リキュラム委員会と各学科とで卒業生を対象とするアンケート調

査を 1 月中に実施した。その結果について、カリキュラム委員会

と各学科で検討し教授会で報告した。 

 

1-2-2 学部や学科の理念・目的を踏まえた将来構想（1－1－2）につい

ては、2017 年度以降のクォーター制への移行と、全学的な組織

の改編・教員配置計画をうけて、人文学部将来構想ワーキンググ

ループ―カリキュラム委員会―各学科会議において検討を続けて

きてきた。2015 年度末時点で、急ぐ必要のある事項については

結論が得られた。また、将来構想ワーキンググループを中心に、

2015 年入試の結果をうけて、過去 10 年に遡った人文学部の入試

動向について検討し、教授会懇談会で報告し意見交換を行った。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 人文学部将来構想ワーキンググループを 2 年任期の組織とし、将

来構想と教育・研究環境の改善に関わる問題について、学部長の

要請がありしだい迅速に会議をおこなうようにした。（将来構想

ワーキンググループ記録） 

 

1-3-2 人文学部カリキュラム委員会は、教育上・カリキュラム上の課題

について定期的な会議を計 8 回おこない、そのつど教授会で報告

して情報を共有し、議論している。今年度は特に 2017 年度以降

の新カリキュラムの策定を進めてきた。（カリキュラム委員会記

録） 
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２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 人文学部は教員数の多い組織であるが、教授会・教授会懇談会－

学科会議・学科懇談会－教授会運営委員会（学科長会議）－将来

構想ワーキンググループ・カリキュラム委員会、以上の学部内会

議体を連結させて運営し、迅速かつ効果的な議論の深まりをすす

めている。（諸会議の記録） 

 

2-1-2 学部長表彰式での学生との意見交換、学園内高校（男子部、女子

部、聖霊）教員との懇談会、高校訪問・講師派遣等の折の意見交

換を通じて学部の理念・目的を知ってもらうようつとめており、

同時に相手方の意見の汲み取りにもつとめ、一定の効果を上げて

いる。（各種意見交換会記録） 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 あらたに学園内高校となった聖園学園の担当教員との懇談につい

ても、相手方の希望があれば実現したい。 

全学 

2-2-2 学生との意見交換、学園内高等学校との懇談会等において得られ

た意見等については、これまで口頭で関係部署に伝えることはあ

ったが、今後は、そこで得られた意見等を、学科に関するものに

ついては学科で、学部に関わるものについては学部で対応するよ

うにし、全学に関わるものについては、しかるべく関係部署に伝

え、回答を得るようにつとめたい。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 3 つのポリシーの中で、カリキュラムポリシーについては、卒業

生アンケートの結果を生かして改善するシステムを学部・学科で

構築したが、残る 2 つポリシーについては、定期的な検証の機会

や方法を検討するに至っていない。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 3 つのポリシーの検証の仕組みを構築することが、学部・学科で

取り組むべき重要な課題であると認識しており、2016 年度にそ

の仕組みの検討を進めたいと考える。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 
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≪教員・教員組織≫ 

・教員に求める能力・資質等を明確にするとともに、教員の資質の向上を図るための方策

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 教員評価において、教育面を評価する機会が十分とはいえなかっ

た。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-2 毎年度提出を求めている教員評価報告書において、2015 年度か

ら「教育業績」の記述欄を追加し、研究面とともに教員評価委員

会で評価した。（教員評価委員会記録） 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 人事については、教授会運営委員会（学科長会議）で毎回議題と

して取り上げて協議し、人事計画の方針についての認識を、適切

な範囲で学部共通のものとするようにしている。（教授会運営委

員会の記録） 

 

1-3-2 

 

 

任用については准教授２名、昇格については教授２名、さらに、

再任用３名、研究休暇１名の人事を行った。一方、2015 年 4 月

には新任教員１名を迎えた。また 2015 年 4 月に 1 名、9 月に２

名の教員が研究休暇を終えた。 

 

1-3-3 2015 年 5 月に教員評価委員会を開催し、おもに 2014 年度の研究

活動の状況、教育活動の状況を中心に教員評価をおこなった。そ

の評価内容は 2015 年度の昇格、再任用等の人事計画において参

照された。（研究評価委員会記録、業績審査報告書） 

 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 教員評価によって、教員の継続的な研究状況が確認された。優れ

た研究成果を挙げた教員の確認をおこなうとともに、「人文学部

における教員評価の基準と実施体制に係る内規」に照らして、一

部の教員に対しては評価委員会から改善をもとめる助言をおこな

った。（教員評価委員会記録） 

 

2-1-1 2010 年度以来、個人研究費による多様な形態の研究出張を認め

た結果、今年度においても引き続き、教員の研究活動の活発化が
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うかがえる。（研究出張報告書） 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 「人文学部における教員評価の基準と実施体制に係る内規」はこ

れまで厳格に運用されてきているが、策定されてから８年（試行

期間を含む）がたつ。教員評価の厳密化という観点から、人文学

部の内規について、改めて検証することが必要であろう。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 「人文学部における教員評価の基準と実施体制に係る内規」（3－

1－1）について、運用の現状を精査し、改善点を人文学部教員評

価委員会または将来構想ワーキンググループにおいて検証するこ

とを予定している。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

A.教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に検

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 卒業生の進路について、従来以上に正確に把握することが必要で

ある。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 在学生（2014 年度卒業生）にむけたアンケート調査をおこな

い、人文学部カリキュラム委員会と学部懇談会でその結果を検討

した。ただ、これによっては、卒業生の進路について把握できた

とはいえない。追跡調査は難しい面があるが、卒業後の進路を把

握する方法を、今後学部将来構想ワーキンググループなどで検討

していきたい。 

 

 

4



3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2017 年度からのクォーター制における新カリキュラムの策定を

進める過程で、「教育目標、学位授与方針および教育課程の編

成・実施方針の適切性」について、人文学部カリキュラム委員会

を中心に検討し、教授会でも議論した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 人文学部カリキュラム委員会の定期的な活動により、学部のポリ

シー、在学生（卒業予定者）にむけたアンケート調査、クォータ

ー制導入に向けた学部としての対応などについて、迅速かつ丁寧

な作業がすすめられるようになった。（カリキュラム委員会記

録、教授会記録） 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 卒業生に向けたアンケート調査を、3 つのポリシーの検証という

学部の大きな課題と関連させて検討することが考えられる。≪理

念・目的≫の 3-2-1 で触れた、3 つのポリシーの検証の仕組みの

なかで検討していく。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

B.教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2017 年度から予定されるクォーター制と、学部の 3 つのポリシ

ーの整合性、2013 年度からはじまった人文学部の新カリキュラ

ムとの整合性など、なお不透明な部分があり、検証を要する。 
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2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 人文学部カリキュラム委員会を中心に検討して教授会で報告され

た。その検討内容を 2017 年度からの新カリキュラム作成に活か

すようつとめている。（カリキュラム委員会記録、教授会記録） 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 各課程に相応しい教育内容を提供するため、人文学部カリキュラ

ム委員会において洗い出した問題点を、学科会議でも検討し、教

授会で議論している。（各会議体の記録） 

 

1-3-2 2013 年度に実施された大学基準協会による認証評価において指

摘のあったキリスト教学科の収容定員と在籍者数の比率の改善に

ついて、改善状況の報告書を作成し、確認している。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 人文学部カリキュラム委員会の定期的な活動により、学部のポリ

シー、在学生（卒業予定者）にむけたアンケート調査、クォータ

ー制導入に向けた学部の対応など「各課程に相応しい教育内容」

について、迅速かつ丁寧な検討がすすめられるようになってい

る。（カリキュラム委員会記録、教授会記録） 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 人文学部における入学者の特徴、学生の在学中の学修の質、卒業

後の進路等を含む、人文学部の教育全体について、中長期的な展

望のもと、さらに総合的に評価することを、今後検討する。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 短期留学プログラムの導入をはじめ、科目の多様化を検討してい

く必要がある。国際科目群のいっそうの充実化も、学部そして全

学的な検討課題である。 
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2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 短期留学プログラムの導入については、2016 年度に骨子を整

え、2017 年度実施を目指していく。国際科目群の充実化につい

ては、これまで担当する教員の自発的な判断に任せてきた経緯が

あるが、今後は、人文学部カリキュラム委員会でも検討し、受講

者数に配慮しつつ組織的な拡充策を検討していきたい。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

C.教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改善に

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 毎年度の研究プロジェクト論文（卒論）については、現状では学

科ごとの審査等をもって完了しているが、今後は、提出された卒

論のテーマなどについて、学部全体としての共通の認識があって

もよい。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2015 年度においては、この点を検討はしたが、具体的な方法の

策定にはいたっていない。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 研究プロジェクト論文は、「教育成果」の重要な指標の一つであ

る。各学科において、教員は時間をかけて丁寧かつ厳格に論文を

審査している。 

 

1-3-2 FD 活動として、年度末に外部講師による講演会を行い、多数の

教員の参加を得た。各学科単位でも個別に FD 研究会をおこなっ

ており、その内容と結果を教授会で報告している。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 今年度の人文学部が企画した FD 講演会の内容が、IR についてで

あることからわかるように、FD 活動の対象が、身近な授業の方

法などに限定されず、教育機関としての大学全体を視野に入れた

広がりをもつようになっている。（教授会記録、人文学部カリキ

ュラム委員会記録） 
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2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 FD の企画については、学部 FD 委員と学部カリキュラム委員会を

中心に、今後も必要な課題を認識し、可能な企画の運営を継続的

におこなっていく。現場に密着した内容が求められる一方、従来

的な FD 活動の繰り返しではない斬新さも求められよう。 

 

2-2-2 研究プロジェクト論文（卒論）については、現状では学科ごとの

審査等をもって完了しているが、今後は、提出された論文タイト

ルについて、学部教授会等で披露するなど、学部全体としての共

通の認識がもてるようにする可能性も、人文学部カリキュラム委

員会等で検討したい。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 FD 活動への４分の３以上の教員の参加が求められていることに

ついては、学部主催講演会、各学科主催研究会、他学部等主催の

活動への参加者を合計すれば、現状においてすでに達成できてい

ると考えられる。ただし、これまでは、その数字の根拠となる参

加者の記録が不十分であった。FD 活動参加者の記録を残すこと

が必要であろう。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 FD 活動については、講演会や研究会等の参加者数について記録

を残し、後日カリキュラム委員会等で確認して、自己点検・評価

報告書に反映できるようにしたい。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 最終的な成果である研究プロジェクト以外にも、一般的な科目

群、さらには留学や課外活動など、2017 年度からのクォーター

制導入とも関連づけて各学生の在籍中の多面にわたる活動と成果

をトータルで検証していくことが必要であろう。 
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2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2017 年度から人文学部では初めての短期留学プロジェクトを科

目化する方向で検討を進めている。そのあり方を検証しつつ、今

後、短期留学プロジェクトの拡充による学生の国際化に関わる企

画を含む、学生の多方面の活動と成果を検証する仕組みについ

て、引き続き検討していく。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 研究プロジェクト論文は、「教育成果」の重要な指標の一つであ

る。各学科において、教員は時間をかけて丁寧かつ厳格に論文を

審査している。 

 

1-3-2 FD 活動として、年度末に講演会を行い、多数の教員の参加を得

た。また各学科単位でも個別に FD 研究会をおこない、その内容

と結果を教授会で報告している。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 FD 活動の内容が、より具体性を持った議論を伴うようになり、

授業等の現場へのよい影響が期待される。（教授会記録、人文学

部カリキュラム委員会記録） 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 最終的な成果である研究プロジェクト以外にも、一般的な科目

群、さらには留学や課外活動など、各学生の在籍中の多面にわた

る活動と成果をトータルに検証していくことが必要であろう。た

だし、2017 年度からは新カリキュラムに移行することもあり、

すぐにも検証の方法を策定することは難しい。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 
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≪学生の受け入れ≫ 

・学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施され

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学園内高校からの入学者の確保・増加を図る必要がある。  

1-1-2 学部、学科の Web ページがやや古くなっていて、十分に広報の役

割を果たしていない。 

 

1-1-3 各種入学試験の枠組みについて、必要に応じて見直しをする必要

がある。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 学園内高校の担当教諭との懇談会を継続しておこなった。学生の

受け入れ方針について、正確に各高等学校に伝えている。ただし

そのことがかならずしも入学者の確保・増加に結びつく結果とは

なっていない。 

 

1-2-2 2015 年度のうちに人文学部全学科の Web ページの改定をおこな

った。 

 

1-2-3 聖園学園が学園内に加わることであらたな推薦入学の枠を設定し

た。また、全学の動向を考慮して、人文学部としてはじめて

2016 年入試から、全学統一入学試験個別学力検査型を採用し

た。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2015年度入試においては、4学科ともに定員を上まわる入学者数

となった。一部学科では次年度以降の入学者数について、定員に

近づけるよう、慎重に検討する必要があろう。（「入学試験のまと

め 2014」参照） 

 

1-3-2 人文学部の入学者選抜には、2016 年度入試時点で、一般入試、

全学統一個別学力試験型入試、センター併用型入試、センター利

用前期 3 教科型入試、センター利用前期 5 教科型入試、センター

利用後期型入試、各種推薦入学審査、編転入学試験、転部転科試

験等に加えて、キリスト教学科の社会人入試をおこなった。 

 

 

1-3-3 入試に関しては各学科が募集単位となる。学科会議においては慎

重に募集人員の設定や合否判定が検討され、全学入試委員会の議

を経て学部教授会で審議している。 
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２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 学園内高校（男子部・女子部）と人文学部との懇談会が定期的に

もたれ、忌憚のない意見交換の場となっており、相互の理解が深

まっている。ただし、期待される入学者増という効果が顕著にな

るには、いま少し時間を要する。（教授会懇談会記録） 

 

2-1-2 学科の魅力を伝える Web ページのリニューアルをおこなった。

（各学科の Webページ） 

 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 Webページのリニューアルを受けて、今後はその定期的な更新と

コンテンツの充実化を、各学科においてはかっていく。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 新たに導入した入試の方式（全学統一個別学力試験型入試）の効

果について検証する必要がある。 

入試課 

3-1-2 留学生の受入については、キリスト教学科では外国人神学生を積

極的に受けいれており、また 2016 年度入試では人類文化学科に

2 名、日本文化学科では留学生別科からの合格者も 1 名あった。

ただし、人文学部では留学生を対象とした個別の入試は設定され

ていないのが現状である。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 新たに導入した入試方式の効果について、今後経年データを収集

しつつ、将来構想ワーキンググループで検証していく。 

 

3-2-2 留学生別科生については、入試広報活動などを通じて受入を推進

していく。また「外国人留学生入学審査」の活用については、人

文学部としても今後検討していくが、全学的にも考えていただけ

るとありがたい。 

全学 

入試課 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2015年度キリスト教学科自己点検・評価報告書 

 

キリスト教学科長 西脇 純 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 歓送会への学生参加の促し  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 学生の参加を促すため、「研究プロジェクト発表会」「ゼミ説明

会」「卒業生追い出しコンパ（送別会）」を同日開催とする従来の

方法を継続するとともに、開催日についても秋学期定期試験最終

日になるべく近い日に設定した。また「研究プロジェクト発表

会」の運営方法についても議論した（2015 年度第 10、15 回学科

会議議事録）。さらに、案内チラシを 12 月初旬にゼミ教員を通し

て配布、学生に早めに日程を周知させることに努めた。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2017 年度におけるクォーター制度導入にあたり、学科開講科目

を、学科の理念ならびに目的（3 つのポリシー）にそって見直す

機会をもった。その結果「2017 年度キリスト教学科開講科目」

の成案を得るための議論を「第 6 案」の作成まで進めることがで

きた（2015 年度第 3、4、5、6、7、8、10、15、20 回学科会議議

事録、第 1、2、3 回学科科目懇談会記録、第 1、3 回学科 FD 研究

会記録）。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 カリキュラム・ツリーの作成や、クォーター制度導入に伴う開講

科目の見直し、カリキュラムの見直し、教員の退職に伴う後任候

補者選定の議論は、学科の理念および目的に立ち帰って方向性を

考える良い機会となっている（2015 年度第 1、2、3、4、5、6、

7、8、10、13 回学科会議議事録、第 1、2、3 回学科科目懇談会

記録、第 1、3回学科 FD研究会記録）。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策 ※ 
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(もしあれば) 

2-2-1 クォーター制度導入に伴う 2017 年度開講科目を決定する。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 3 つのポリシー（特に「アドミッションポリシー」ならびに「デ

ィプロマポリシー」）そのものを検証する仕組みが構築されてい

ない。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 人文学部全体の方針にそって、3 つのポリシーの検証システムの

仕組みづくりの検討に着手する。 

人文学部 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

・教員に求める能力・資質等を明確にするとともに、教員の資質の向上を図るための方策

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし。  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 任用人事 3 件につき、任用候補者の選定について学科会議で議論

した（2015 年度第 1、2、3、4、5、6、13、20 回学科会議議事

録、5月 12 日開催学科懇談会記録） 

 

1-3-2 教員の留学が留学先の政治情勢の悪化を受けて取り止めになっ

た。 

執行部 

1-3-3 年 2 回の「学生による授業評価」の実施ならびに報告書の作成を

通して、教員は各自、授業内容および授業運営の向上に向けて目

標を立て実行に移す努力をしている。 

教育・研究 

支援事務室 

1-3-4 「2015 年度人文学部教員評価のための報告書」の作成を通し  
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て、教員は各自、自らの研究や教育、社会貢献のあり方を見つめ

直している。 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 任用人事 3 件のうち、1 件（旧約聖書学担当）は年度内に実現す

ることができた。残る 2 件のうち 1 件（キリスト教倫理学担当）

は次年度の春学期の採用を目指すことになった。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 任用人事案件 1 件（初期キリスト教思想）がまだ実現できていな

い。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 残る任用人事案件 1 件（初期キリスト教思想）を 2016 年度中に

実現する。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

A.教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に検

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 クォーター制度の 2017 年度導入に向けてのカリキュラムの再検

討 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2017 年度におけるクォーター制度導入にあたり、「2017 年度キリ

スト教学科開講科目」の成案を得るための議論のなかで、カリキ

 

14



ュラムの再検討を行った（2015 年度第 3、4、5、6、7、8、10、

15、20 回学科会議議事録、第 1、2、3 回学科科目懇談会記録、

第 1、3回学科 FD研究会記録）。 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 卒業年次生対象の学部・学科カリキュラムアンケートを実施する

とともに、学科 FD 研究会において、アンケート結果を学科の 3

つのポリシーの観点から分析、さらに自由記述から浮かびあがる

「求められる学科」像についても話し合った（第 2、3 回学科 FD

研究会記録）。 

 

1-3-2 2015 年度オープンキャンパスにおいて学科相談コーナーに寄せ

られた相談をアンケート集計の形式で記録、学科 FD 研究会にお

いて分析し、高校生のみたキリスト教学科のイメージを把握する

ことに努めた（第 3回学科 FD研究会記録）。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 2 回目となった卒業年次生対象の学部・学科カリキュラムアンケ

ートでは自由記述欄を増やした結果、学科に対する卒業年次生の

さまざまな評価をより広く汲むことができた（第 3 回学科 FD 研

究会記録、2015 年度キリスト教学科カリキュラムアンケート結

果集計資料）。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 学科の教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針

の適切性について定期的に検証する機会がない。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学科の 3 つのポリシーの検証システムの仕組みづくりの検討に併

せ、年に 1 度、学科としての教育目標、学位授与方針および教育

課程の編成・実施方針の適切性について定期的に検証する機会を

設ける。 

人文学部 
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※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

B.教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2013 年度退職教員（旧約聖書学・キリスト教倫理学）の後任人

事 

 

1-1-2 2015年度退職教員（初期キリスト教思想）の後任人事  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 標記事項については、南山大学自己点検・評価委員会からの指摘

を受け、上記、≪教員・教員組織≫→２．効果が上がっている

事項→2.1.1.に記述を移しました。 

 

1-2-2 標記事項については、南山大学自己点検・評価委員会からの指摘

を受け、上記、≪教員・教員組織≫→３．改善すべき事項→1.

《点検・評価》改善すべき事項（3-1-1）ならびに 2.《2016 年度

に向けた方策》改善方策（3-2-1）に記述を移しました。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 南山大学外部評価委員会から求められた「アクティブ・ラーニン

グの取り組み状況と検討内容について」の学科報告書の作成、さ

らに後日配布された「南山大学外部評価委員会記録 2015 年度」

の閲覧を通して、教員は各自、自身の教育方法を評価し、あるい

は見直すきっかけを得ることができた。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 在学生自身が担当する「学科別学び方講座」（2015 年度キリスト

教学科オリエンテーション合宿プログラム） 

 

2-1-2 キリスト教学科基礎演習 I「学外授業―多治見修道院見学―」

（2015 年度キリスト教学科基礎演習 I学外授業プログラム） 

 

2-1-3 キリスト教学科研究プロジェクト発表会（2015 年度キリスト教

学科研究プロジェクト発表会プログラム、各発表資料） 
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2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2017 年度のクォーター制度導入は、授業内容と方法に少なから

ぬ影響を与えると思われるが、この課題を話し合う場がまだな

い。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2017 年度のクォーター制度導入後の、キリスト教学科科目の授

業内容と方法について懇談する場を設ける。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

C.教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改善に

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学科カリキュラムの再検討  

1-1-2 学科カリキュラムアンケートの継続  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2017 年度におけるクォーター制度導入にあたり、「2017 年度キリ

スト教学科開講科目」の成案を得るための議論のなかで、カリキ

ュラムの再検討を行った（2015 年度第 3、4、5、6、7、8、10、

15、20 回学科会議議事録、第 1、2、3 回学科科目懇談会記録、

第 1、3回学科 FD研究会記録）。 

 

1-2-2 2 回目となる「卒業年次生対象の学部・学科カリキュラムアンケ

ート」を実施、そのアンケート結果を共有して、カリキュラム、

教育内容や方法についての改善について話し合った（第 3 回学科

FD 研究会記録、2015 年度キリスト教学科カリキュラムアンケー

ト結果集計資料）。 
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3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当なし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし。  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2 回目となった「卒業年次生対象の学部・学科カリキュラムアン

ケート」の結果から、カリキュラム、教育内容や方法がどれだけ

の効果を生んでいるかについても話し合った（第 3 回学科 FD 研
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究会記録、2015 年度キリスト教学科カリキュラムアンケート結

果集計資料）。 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 キリスト教学科研究プロジェクト発表会における質疑応答を通し

て、当該学生のゼミ担当教員以外の教員や他の学生の評価を受け

ている（2015 年度キリスト教学科研究プロジェクト発表会プロ

グラム、各発表資料）。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

・学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施され

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 入学志願者の減少傾向  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 昨年度の「2014 年度キリスト教学科自己点検・評価報告書」で

は、本項目への学科独自の改善方策として「広報のあり方の検

討」が課題にあげられていた。人文学部より、2015 年度人文学

部運営費のウェブ更新に関わる予算のキリスト教学科での執行の
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打診を受け、学科内で検討したが、ウェブのスタイルを現状のま

ま保持するという結論に達した（第 12 回学科会議議事録）。な

お、キリスト教学科では、学科行事の度毎に写真付きの行事報告

を学科のウェブ上で行い、更新している。 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2013 年度の大学基準協会の評価の結果、「収容定員に対する在籍

学生数比率」の改善が提言された。2015 年度においても「提言

に対する改善報告書（評価申請年度 2013 年度）」を作成し、収

容定員に対する在籍学生数比率は、評価申請年度の 2013 年度

「1.28」から、「1.15」（2014 年度）、「1.05」（2015 年度）と、改

善していることを確認した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 収容定員に対する在籍学生数比率は、2013 年度「1.28」、「1.15」

（2014 年度）、「1.05」（2015 年度）と、改善している（2015 年

度「提言に対する改善報告書」）。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 図書館企画「信徒発見 150 年記念企画」、「オルガン・メディテー

ション」など、キリスト教学科が共催・協力した行事を広報に活

かせなかった。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 キリスト教学科が学科として関わるプロジェクトについて、学科

ウェブページで案内・報告を行い、社会に大学内でのプレゼンス

を周知するとともに学生募集にもつなげてゆきたい。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 

 

20



2015年度人類文化学科自己点検・評価報告書 

 

人類文化学科長 吉田 竹也 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2014 年度１月に、卒業予定者にたいするカリキュラムアンケー

ト調査を初めて実施した。まだ試行の段階であり、データの整理

も済んでいないが、このアンケートを、カリキュラム・ポリシー

を中心としたポリシーの検証作業に役立てるよう、検討する作業

が今後の課題である。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2015年 5月 20日学科会議において、2014年度アンケート調査結

果を議題に取り上げた。おおむね学生はカリキュラムに満足して

いること、いくつか改善につながる指摘があることを確認した。

（根拠資料：「2014年度人類文化学科卒業生アンケート結果自由

記述欄から見たカリキュラム改善に向けてのメモ」（2015 年 5月

20日学科会議資料）および「学科会議議事録」） 

学生から出た要望を踏まえた具体的な改善点として、3点に取り

組んだ。①秋のカリキュラム編成で、時間割重複の解消に可能な

限り対応した。②ゼミ参観の希望があったので、学科会議で継続

して検討し、ゼミ予備登録の資料にあらたに欄を設けて各ゼミで

対応するようにした。③ゼミ人数をより制限してほしいという要

望があったが、これについては、各ゼミの内容や特色もあって一

律には対応はできないので、学生からの意見を踏まえて担当教員

が可能な範囲で対応する、とした。ほかに、④複数ゼミの登録を

望む意見については、学科内の異なる分野の間でなら可能と思わ

れるが、今後のカリキュラム改訂の際にあらためて総合的な見地

から検討する、ということにし、継続的な議論の対象とした。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 人類文化学科は、本学の建学の理念「人間の尊厳のために」に沿

い、「人類文化の歴史と多様性、そして人間の普遍的な本質の追

求」という具体的な目標を掲げ、人類の多様性と普遍性について

の知識と柔軟な感性を身につけた人材の育成を目指している。知

識の実践的活用を念頭に、少人数制の演習・実習系科目を多く配

置し、人類学博物館や人類学研究所とも連携しつつ、学習の成果

を社会に還元することにも注意を向けている。 
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1-3-2 学科の理念と目的の適切性は、定例の学科会議での具体的案件と

の関連でその都度確認し、学科 FD 研修会（2016 年 1 月 13 日）

と学科自己点検・評価委員会（2016 年 3 月 2 日・3 月 9 日）で検

証し、さらに数年ごとのカリキュラム改訂（直近は 2013 年度実

施）の際に再検証している。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 学科では、何らかの課題が認識された場合、学科会議や意見交換

の場である学科協議会で整理し、適宜ワーキンググループを立ち

上げる体制をとっている。この仕組みは有効に機能していると判

断する。昨年度から、学科将来構想ワーキンググループを中心

に、学科の中長期的な人事のあり方とそれにかかわる課題を検討

し、その報告や答申を学科会議で適宜報告・議論する体制をとっ

ている。今後も、中期的な人事計画に連動した将来のカリキュラ

ム再編の可能性、学科の将来像のあり方について、継続的に議論

していく。（根拠資料：学科会議議事録） 

 

2-1-2 2014 年度末に実施した卒業生アンケートの結果を、2015 年度春

に確認・検討した。学生の視点からも、本学科のカリキュラム・

ポリシーが基本的に妥当なものといいうることを確認するととも

に、アンケートの回答内容を踏まえてカリキュラムおよび授業運

営に関する若干の改善を行った。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  

2-2-2 2015 年度学科自己点検・評価委員会でも、卒業生アンケートの

実施方法や書面に関する若干の改善点について議論した。今後

も、卒業生アンケートを基本的に同様のスタイルで実施し、継続

的なデータを蓄積していくとともに、必要な改善を施し、学科の

理念や目的の適切性について検証する作業に役立てていく。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 カリキュラム・ポリシーの定期的な検証に向けた仕組みを構築し

ているが、今後は、3 つのポリシーの定期的な検証の機会や方法

を、学部レベルとも連携しながら、引き続き検討していく必要が

あるだろう。 

 人文学部 
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2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学科会議で、また必要に応じて、学部教授会運営委員会や学部カ

リキュラム委員会等の場でも、継続的に話し合っていく。 

 人文学部 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

・教員に求める能力・資質等を明確にするとともに、教員の資質の向上を図るための方策

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2014 年度に、学部の教員評価基準に照らして 1 名に指導注意が

必要となる事態が生じた。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 当該教員は比較的大きな研究テーマに真摯に取り組んでおり、た

だ、短期的に途中の成果をまとめるに至っていないことが確認さ

れた。今後も学部の教員評価の基準に照らし、点検を行い、資質

の向上に努めていく。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学科教員の能力・資質は、研究活動と教育活動の 2 側面から判断

している。前者については、研究業績システムと人文学部教員評

価制度が軸となる。学術論文・著書の刊行、科研費をはじめとす

る研究費の獲得、博士の学位取得などの点で、総じて学科教員は

活発な研究活動を行っていると判断できる。また、教育活動につ

いては、「学生による授業評価」、学科 FD 研修会、学部 FD 研修会

（2016 年 3 月 10 日）などが、向上に向けた取り組みの手段とな

っている。教員の任用・昇格に際しては、学部のルールにもとづ

き厳正に行っている。 

 

1-3-2 教員が研究休暇や留学により資質の向上をはかれるよう、互いに

科目負担などを積極的に助け合っている。海外を含む諸地域での

調査・研究活動に取り組む教員も多い。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 学科会議資料の「学術情報欄」での最新の研究活動情報交換、留

学・研究休暇を積極的に後押しする学科の雰囲気などもあり、多
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様な学問領域の研究者が集まる学科として、教員の資質向上に向

けた取り組みはある程度有効に機能していると判断する。2015

年度に本学科所属の教員 1 名が第 12 回日本学術振興会賞を、ま

た 1 名が第 11 回国際宗教研究所賞を、それぞれ受賞したこと

は、特筆に値する。（根拠資料：学科会議議事録、大学ウェブペ

ージ） 

2-1-2 中期的な将来構想・人事計画について、学科将来構想ワーキング

グループでの密度の濃い検討を学科会議での議論や審議へと有機

的に結びつけつつ、継続的に検討している。2015 年度に執行部

から出された教員の新学部への移動計画や新人事枠などの重要案

件についても、比較的短い時間の中で学科としてのコンセンサス

を形成することができ、スムースな対応ができたと考える。（根

拠資料：学科会議議事録） 

 

2-1-3 2016 年 5 月現在、研究休暇中の教員が 1 名おり、2016 年 9 月か

ら取得予定の教員が 1 名いる。今後も、教育や業務に支障がない

範囲で、教員の資質・能力のさらなる向上に取り組むためにも、

研究休暇取得や留学を学科としてバックアップしていきたい。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 学科・学部で行われる複数の FD 研修会における学科教員の出席

率の向上をはかっていく。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 1 名の教員が、学部の教員評価基準に照らして指導注意の対象と

なった。この事態の解消が改善すべき点である。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 当該教員の研究活動の状況については把握がなされているが、具

体的な成果が出てきていない状況については、引き続き注意を払

っていく。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

A.教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に検

証を行っているか。 
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１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学部レベルでも協議しながら、定期的に行っているカリキュラム

の検証と改訂（2017 年度施行が有力である）に向けた作業に入

ることを検討する。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2015 年度に、学科として 2017 年度カリキュラム改訂の作業に入

り、現段階においてできる範囲でのめどをつけた。ただし、新学

部のカリキュラムとの連携可能性（とくに乗り入れ科目の設

定）、共通教育科目再編、クォーター制導入における変更点な

ど、全学的に不透明な点がおおく、作業が十分進んでいないと認

識している。本学科の教育内容は、人文系の幅広い研究領域と世

界のさまざまな地域そして人類史の長期的な時代をカバーするも

のなので、他学部・他学科との連携が不可欠である。2016 年度

春学期の早い段階で、新学部のカリキュラム、共通教育科目、そ

してクォーター制導入に伴う変更点を、確定してほしい。 

新学部 

共通教育 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針の適切性

を、定例の学科会議では具体的な案件に即して、学科自己点検・

評価委員会では総括的な視点から、学科 FD 研修会では特定のテ

ーマに即して、それぞれ確認・検証し、さらに数年ごとの学科カ

リキュラム改訂の議論の際、あらためて総合的に検証し、改善を

はかっている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 学科会議、学科自己点検・評価委員会、学科 FD 研修会、そして

学科カリキュラム改訂の際の集中的議論を組み合わせた体制は、

有効に機能していると判断する。（根拠資料：学科会議議事録、

学科自己点検・評価委員会資料、学科 FD研修会資料） 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  
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３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2017 年度の学科科目の改訂にあたり、新学部のカリキュラムや

共通教育科目との乗り入れ可能性、そしてクォーター制導入によ

る影響など、見通しが立たない点がおおい。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 全学的な作業の進捗を待って対応する。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

B.教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学科生の中には、教職・司書・博物館学芸員などの資格の取得を

目指したものの、途中であきらめる学生が一定数いる。科目負担

が過重であること（資格関連科目が卒業に必要な単位に組み込ま

れず、履修すべき科目数が多すぎる）が一因であれば、それは全

学的に改善する方途を検討すべきである。勉学の意欲にいささか

欠ける学生も一部いる。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 さまざまな事情によるものであり、指導教員を通して学生の状況

に注意を払っていく。教職や司書、そしてとくに博物館学芸員の

資格については、学科科目を比較的おおく提供しており、学科生

には一定の負担軽減効果があると考える。2017 年度のキャンパ

ス統合に向けて、問題の把握（問題かどうかも含め）を全学的に

行うことが期待される。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 人間の多様性と普遍性が学科の教育の根幹にあるため、学科の教

育内容は研究分野・地域・時代の面で多岐にわたる。 

 

1-3-2 広く、また特定の分野を深く学べるよう、演習科目と講義科目、

基礎科目と応用科目とのバランスに配慮し、実習系科目を多く設

け、特色を出している。とくに、通年科目のフィールドワーク

や、考古学実習は、本学科の教育内容を特徴づける重要な実習系

科目である。 
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1-3-3 学生のゼミ選択の意向を最大限尊重しうるよう、ゼミの受け入れ

定数も柔軟なものとしている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 今年度の学科 FD 研修会では、教職センターの教員に、学科生お

よび全国的な教職資格の取得と就職状況についてご報告いただ

き、本学科として、中学社会、高校の地歴、倫理、政治・経済な

どの教職科目の提供に引き続き取り組んでいくこと、またその場

合の留意点などについて、確認し議論した。（根拠資料：FD 研修

会資料） 

 

2-1-2 教育内容や学科科目の編成は、全体として学科の理念やポリシー

に相応しいものとなっていると判断する。 

 

2-1-3 大学院進学者にフィールドワーク科目の履修者がおおいという傾

向があり、学科の特色ある科目が一定の教育効果をもっていると

判断できる。 

 

2-1-4 学科では、人類学研究所と共催で、2010 年度から毎年「人類学

フェスティバル」を開催している（2015 年度は 11 月 22 日）。ゼ

ミやフィールドワークのクラスを単位とした人類学系の文化祭で

あり、教育・研究の成果を地域社会に公開・発信する、他学科に

ない特色ある取り組みであると考える（根拠資料 人類学研究所

HP）。  

 

2-1-5 2016 年 1 月には、日本中国考古学会中部地区部会との共催で、

中国から研究者を招いて研究会を開催し、また 2 月には、人類学

研究所との共催で、アメリカから研究者を招いて公開講演会を開

催した。2014 年度には、哲学系ゼミが主体となって学外から講

師を招き講演会を主催するという試みもあった。今後も、学科教

員がパイプ役となって、多様な形態による教育内容の提示と発信

に活発に取り組んでいきたい。 

 

2-1-6 2015 年度秋の学科会議において、春学期・秋学期ともに 2 年次

基礎演習のクラス規模が相当アンバランスな状態であることにつ

いて、あらためて問題提起がなされた。これを受けて、学科協議

会で議論し、その上で学科会議で継続的に議論した結果、数年来

懸案として認識されていた、2 年次基礎演習クラスの人数上限設

定を 2016年度にはじめて行うことを決定した。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 2015 年度の学科 FD 研修会では、学科教員が教職科目を担うにふ

さわしい業績を蓄積していくことが重要であるという点が確認さ
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れた。これは中長期的な今後の課題のひとつである。 

2-2-2 2017 年度カリキュラム改訂では、大幅な変更を予定はしていな

いが、その中で教育内容や学科科目の編成について、妥当性や改

善点を検討していく。 

 

2-2-3 2014 年度の学科 FD 研修会では、1 年次基礎演習の統一化につい

て日本文化学科から学んだ。これを受けて、2014 年度の学科自

己点検・評価委員会では、いったん内容の統一については見送る

とした。その後、2015 年度に入って、学科教員から意見具申が

あり、2015 年度の学科自己点検・評価委員会においてふたたび

この点について意見交換した結果、2016 年度に作業をおこなう

カリキュラム改訂の際に、あらためて 1 年次基礎演習の内容の統

一化の可否について可能性を検討することとした。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

C.教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改善に

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 ≪理念・目的≫の項でも述べたように、2014 年度に実施した卒

業予定者にたいするカリキュラムアンケート調査の結果を整理

し、教育の成果や内容の改善へと結びつける。長期化する就職活

動の影響が看過できない。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 ≪理念・目的≫の項の 1-2-1 で述べたように、アンケート調査を

踏まえ、今年度いくつかの具体的な改善策を講じ、また、すぐに

は対応できないが、今後取り組むべき課題も認識した。 
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3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学科の教育の成果は、最終的に卒論（研究プロジェクト論文）に

集約される。学科では、春学期の題目提出、秋学期の題目変更、

11 月末の下書き提出、1 月の最終稿提出、その後の口頭試問（主

査・副査の 2 名体制）によって、卒論を組織的に検証し、またこ

れを電子化して保存し、在学生が閲覧できるようにすることで、

成果の蓄積と継承をはかっている。 

 

1-3-2 毎年度末の学科自己点検・評価委員会では、当該年度の卒論の全

体を確認し合い、教育成果の検証の機会としている。 

 

1-3-3 毎年 6 月の学部長表彰式の際には、学生から学科への意見や提案

を聞くことで、学生の視点からの検証もはかっている。すでに触

れたように、2015 年度からは、前年度末に実施する卒業生への

アンケートを改善へとつなげる作業もはじめた。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 卒論提出後に、2 名の体制で口頭試問を実施し、毎年度末の学科

自己点検・評価委員会で当該年度の卒論の状況を確認するという

体制によって、教育成果の集大成を検証するという組織的な取り

組みは機能していると判断する。（根拠資料：学科自己点検・評

価委員会資料） 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 2015 年度学科自己点検・評価委員会では、口頭試問について、

現状の一律 1 名 15 分ではやや時間が足りないクラスがある（そ

のため予定時間と実態とがずれていく）ことが確認されたので、

1 月に予定される口頭試問では、ゼミであらかじめ周知徹底させ

ることを条件に、口頭試問の時間を 20 分程度に増やすことを可

とする方向で、2016 年度内に検討することを申し合わせた。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし。  
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※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 教室設備（ＰＣ・音源関係）の老朽化・不具合により、学科科目

の授業の開始直後や途中に教室変更や授業の中断を余儀なくされ

るということがあった。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 今年度については、そうした事態を学科教員は経験していない。

ただ、老朽化した教室設備の改善とメンテナンス管理の改善を求

める、と自己点検・評価報告書に記載した本学科への具体的な回

答はないため、全学的な状況については不明である。 

 

 

全学 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 4 年間の成果としては不十分に思える卒論も一部にはみられるも

のの、他方では秀逸な卒論もすくなくない。自らの留学体験や学

科科目であるフィールドワークの実習体験を基点に、現代社会の

特徴や問題を再発見し論じようとするものもある。論理構成や文

章力、関連する研究領域の先行研究の整理などの点も含め、卒業

論文全体からは、学科の教育目標がおおむね達成されていること

がうかがわれる。 

 

1-3-2 2015 年度卒業生の進路状況は、過去とおおきく変わっていな

い。 

 

1-3-3 2015 年度に、前年度末の卒業生アンケートの結果を確認したと

ころ、卒業生は学科の教育内容に比較的満足していると判断でき

た。2015 年度の卒業生アンケートの結果の詳細はまだまとめら

れていないが、概観するかぎり、やはりおおむね本学科の教育内

容に満足していると判断できる。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 2015 年度卒業生の卒論や進路などを見るかぎり、過去の卒業生

と遜色はなく、本学科の教育目標に沿った一定の成果が上がって

いると考えられる。 
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2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 個々の学生の勉学等の状況を指導教員が把握し、特段の理由のな

い留年者が今後増えないよう、今後も丁寧な指導を積み重ねてい

く。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

・学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施され

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 リニューアルした学科ホームページの中身をさらに改善・充実さ

せていく必要がある。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 新たに学科に広報担当を設けた。この広報担当を中心に、ウェブ

ページの一定の充実化をはかった。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 入学者選抜については、11 月入試、2 月入試、2 月の編転入・転

部転科の機会ごとに、事前と事後の学科会議において学科の選抜

基準や受け入れの確認・了承を行い、公正性と適切性を組織的に

担保している。 

 

1-3-2 11 月の推薦入試の後、合格者に課す「入学前課題」の課題図書

選定とコメント送付に学科教員全体が関わる体制を取っている。 

 

1-3-3 オープンキャンパスを学生募集の重要な機会と位置づけ、学科長   
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が学科の特色や 3つのポリシーの要点を高校生に説明し、事後の

学科会議でオープンキャンパスの状況を確認するなどしている。 

1-3-4 入学ガイダンスの際に、学科長が学科の理念や目的、ポリシーを

説明し、周知をはかっている。 

 

1-3-5 高校からの模擬授業の依頼には、可能なかぎり教員を派遣してい

る。 

 

1-3-6 3～4 年ごとに指定校推薦の見直しを行うルールを設けており、

これを定期的な検証の機会としている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 上記の体制により、学科の募集定員と入学者選抜は、3 つのポリ

シーに沿い、公正かつ適切に行われていると判断する。現状では

入学者数も確保されている。 

 

2-1-2 2015 年度には、学園内高校の推薦依頼人数枠の変更と、2016 年

度入試の志願者数（とくに初めて実施した全学統一入試個別型）

を踏まえた入学定員数の変更を行った。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 2016 年度または 2017 年度には、指定校の見直しをする予定であ

る。学科では、3 年ごとをめどに指定校の入れ替えを行うという

ルールを設けている。また、本学科ではカトリック校推薦入学者

が定員を割り込む状態が続いている。2015 年度学科自己転換・

評価委員会では、この枠の推薦入学者を増やすための何らかの取

り組みをはじめるべきではないかという議論があった。入試課と

相談しつつ、2016 年度にその具体的な取り組みの方法や時期を

検討する予定である。今後も、定期的に、指定校の見直しを中心

とし、総合的に学生募集と入学者選抜のあり方を検証していく。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 受験生や入学した学生にとっては、学科の研究・教育の幅広さ

が、特色としては認識されず、むしろ学科の特徴をわかりにくい

ものとしているようである。学科の基本的な方針や特色・魅力

を、受験生や高校教員などにこれまで以上にアピールする戦略

が、不可欠である。 

 

3-1-2 2014 年度・2015 年度は、合格者の歩留まりが予想よりもよかっ  
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たため、2 年続けて学科定員を相当上回る入学生を受け入れるこ

とになった。 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2015 年度の学科会議等では、「歴史」をキーワードに学科の特色

をアピールする可能性について議論しており、入試広報のレベル

では、すでにそうした取り組みをはじめている。今後は、これを

学科の将来構想のひとつの柱として、引き続き継続的に議論し、

学科そして学部でもコンセンサスが得られれば、このプランを中

長期的な学科の戦略的課題と位置づけ、何らかの実行策に移す段

階に踏み出していく。 

 

3-2-2 学科の運営に支障が出るほどまでにはいたっていないが、より正

確な合否案の作成が望まれる。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2015年度心理人間学科自己点検・評価報告書 

 

心理人間学科長 川浦 佐知子 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 昨年度、今年度分の「卒業生対象カリキュラム調査」で収集、蓄

積されたデータが十分分析されているとは言えない。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 「2015 年度卒業予定者対象カリキュラム調査」の結果を、①学

生が学科で身につけたと感じている力、②ゼミ履修、③成績評

価、④学生の科目履修傾向と科目選択動機という角度から検討

し、昨年度のものと比較検討した。（2016 年 3 月 22 日～24 日開

催「2015 年度心理人間教育研究会」プログラム「2015 年度卒業

予定者対象カリキュラム調査報告」） 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 「2015 年度心理人間教育研究会」において、学科の基盤をなす

「ラボラトリー方式の体験学習」の歴史的・哲学的背景、基本理

念について、「協同学習」の基本理念と併せて検討することで、

学科の理念について検証した。（「2015 年度心理人間教育研究

会」プログラム「協同学習はラボラトリー方式の体験学習をどう

見るのか―対話を通して」） 

 

1-3-2 国家資格となる「公認心理師」への対応を巡って学科会議、及び

2015 年度心理人間教育研究会で検討を重ね、現在提示されてい

る「公認心理師」受験資格学部教育カリキュラム案（計 46 単

位）をもとに、今後の学科の方向性について課題を明らかにし

た。（2016 年 1 月 13 日開催第 14 回学科会議議事録、及び「2015

年度心理人間教育研究会」プログラム「学科将来構想：新人次枠

を念頭に置いて」） 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 国家資格認定の動向について、学科教員間で共通認識を得ること

ができた。併せて学科として「公認心理師」受験資格学部教育カ

リキュラム案に対応していくことが決まり、今後のカリキュラム
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改正へ向けての方向性が定まった。 

2-1-2 学科の理念・目的に関する検討を、①「2015 年度卒業予定者対

象カリキュラム調査」の結果、②国家資格となる「公認心理師」

受験資格学部教育カリキュラム案、といった学生の履修に関わる

データや心理学を取り巻く日本の現状を反映する成立法案をもと

に、具体的に検討することができた。同時に学科開設当時からの

基本理念を、③アクティブラーニングの先駆けである「ラボラト

リー方式の体験学習」と「協同学習」の対話を通して改めて検討

することができた。（「2015 年度心理人間教育研究会」プログラ

ム①「2015 年度卒業予定者対象カリキュラム調査報告」、②「学

科将来構想：新人次枠を念頭に置いて」、及び③「協同学習はラ

ボラトリー方式の体験学習をどう見るのか―対話を通して」） 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 「公認心理師」受験資格学部教育カリキュラム案に対応するため

に、新設する必要のある科目をどの様に手配するのか、具体的な

方策について学科将来構想ワーキングループを中心に、学科会議

で継続的に検討していく。 

 

2-2-2 引き続き、学科が対応すべき具体的な課題を学科の理念・目的に

照らして検討する。また、学科における「ラボラトリー方式の体

験学習」及び「協同学習」の導入意義を自明のものとせず、学科

の理念・目的の根幹をなすものとして、引き続き検討する。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 学科基本領域の一つである「教育」を、「心理学」や「人間関係

論」とどの様に関連付けるのか、明らかにする必要がある。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 カリキュラム改正、人事計画を含む学科の中・長期的将来構想を

検討するなかで、教職センターとも連携しながら、学科における

「教育」領域の位置づけを再検討する。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

・教員に求める能力・資質等を明確にするとともに、教員の資質の向上を図るための方策

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 
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1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 引き続き、研究面での実績の向上に努める。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2015 年度と比べ、学科全体として研究論文の数、学会発表数が

増加した。（「2015年度人文学部教員評価のための報告」） 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 「人文学部における教員評価の基準と実施体制に係る内規」を全

員満たしている。 

 

1-3-2 教員 1名が 2015 年度、博士の学位を取得した。  

1-3-3 チームティーチングで運営される「人間関係フィールドワーク」

や「人間関係プロセス論」、及び同時間割で複数開講されている

「人間関係概論」や「心理人間学基礎演習Ⅱ」等で、頻繁に教員

による事前打ち合わせやふりかえりが行われており、これが教員

の資質向上の一助となっている。 

 

1-3-4 学科では研究プロジェクト論文指導の一環として、複数教員によ

る口頭試問の機会を設けている。学生の論文指導を複数の教員で

行う機会は、教員の指導力の向上に寄与している。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 2015 年度と比べ、学科全体として研究業績数（研究論文数、学

会発表数）が増加した。（「2015 年度人文学部教員評価のための

報告」） 

 

2-1-2 9 名（採択 6 名、分担 3 名）が科学研究費補助金を受けての研究

を行った。（南山大学 教育・研究支援事務室ウェブページ「研

究（外部資金）科学研究費助成事業採択結果 2015 年度採択結

果」） 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 心理人間教育研究会等で、互いの研究内容や成果について理解を

深める。 
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３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 公募による採用人事を進めたが、予定された職位（講師・准教

授）と応募者の実績のミスマッチから、採用が叶わなかった。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2016 年度は領域設定をより明確に提示するとともに、予定され

る職位を変更（講師・准教授・教授）して、早々に公募を開始す

る。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

A.教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に検

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 研究プロジェクトについて、口頭試問後の指導の在り方について

より明確にしておく必要がある。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 学科会議において口頭試問後の副指導教員の指導役割を検討、再

確認した。（2015 年 11月 11日開催第 9回学科会議議事録） 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 心理人間学科自己点検・評価委員会（2016 年 3 月 2 日開催）、及

び心理人間教育研究会（2016 年 3 月 22 日～24 日開催）におい

て、教育課程の編成について検証した。 

 

1-3-2 毎回の学科会議において、学生の状況（出席状況、休学予定、留

学予定等）について学科教員間で情報の共有を図っている。 

 

1-3-3 年度当初の学科会議で授業登録状況を確認し、定員を超えて登録

のあった科目や抽選の発生した科目の有無等を確認している。 

 

1-3-3 研究プロジェクト論文作成の指針となる「2015 年度研究プロジ

ェクト論文（卒業論文）要項」を発行し、題目提出、題目変更、

草稿提出、口頭試問、教務課提出のスケジュールを学生に提示

し、その都度、学生の進捗状況を学科会議で確認している。口頭
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試問や研究プロジェクト論文発表会を通して、複数の教員が学生

の研究内容の詳細を確認している。（「2015 年度研究プロジェク

ト論文（卒業論文）要項」、「2015 年度研究プロジェクト論文発

表会プログラム」） 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 学科におけるアクティブラーニングの基幹を成す「ラボラトリー

方式の体験学習」と「協同学習」について、歴史的背景、基本思

想、目的について検討した。（「2015 年度心理人間教育研究会」

プログラム「協同学習はラボラトリー方式の体験学習をどう見る

のか」） 

 

2-1-2 研究プロジェクト論文の口頭試問を、毎年異なる教員ペアで担当

することで、各ゼミの扱う研究内容や研究手法について相互理解

と相互検証が進んでいる。 

 

2-1-3 「心理人間学基礎演習Ⅱ」受講生に対する調査を毎年行い、統計

等数値処理を苦手とする学生の状況や学習効果について検証を行

っている。（「2015 年度心理人間教育研究会」プログラム「基礎

演習Ⅱにおける調査結果報告３」） 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 研究プロジェクト論文の口頭試問実施後、学科全体で提出論文の

状況を共有する。 

 

2-2-2 引き続き「心理人間学基礎演習Ⅱ」受講生に対する調査を行い、

結果を検証する。 

 

2-2-3 優秀研究プロジェクト論文を顕彰する制度を検討する。  

2-2-4 引き続き「心理人間教育研究会」において教育目標、学位授与方

針、教育課程の編成・実施方針について検討する機会を設ける。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし。  
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※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

B.教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 本学科において「教育学」を学ぶことの重要性が十分理解されて

いない。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 「心理人間学基礎演習Ⅰ」等、授業で学生に対し説明された。し

かし、「2015 年度卒業予定者対象カリキュラム調査」自由記述欄

を見ると、「教育」に関する言及は少ない。引き続き、心理学、

教育学、人間関係論の 3 領域の関わりについて、学生に説明して

いく必要がある。（「2015 年度心理人間教育研究会」プログラム

「2015 年度卒業予定者対象カリキュラム調査報告」） 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学科教育の軸となる心理学、教育学、人間関係論の 3 領域につい

て、心理学 24 科目、教育学 12 科目、人間関係論 16 科目を開講

した。 

 

1-3-2 19 の外部受け入れ機関との連携をもって、「人間関係フィールド

ワークⅠ・Ⅱ」を開講し、年 2 回の報告会を行った。（『2015 年

度人間関係フィールドワーク報告書』） 

 

1-3-3 2016 年 1 月 30 日開催、研究プロジェクト論文発表会で 4 年生

109 名がパネル発表を行った。（「2015 年度研究プロジェクト論文

発表会プログラム」） 

 

1-3-4 2015 年 1 月に「心理学実験」の報告会を開催し、参加した 1 年

生が次年度受講に先駆けて心理学実験についての理解を深めた。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 「2015 年度卒業予定者対象カリキュラム調査」結果から、①多

くの学生が体験学習と理論学習をバランスよく履修できているこ

と、②心理学だけでなく、教育学、社会学、人間関係論といった

領域について学ぶことで、多角的な視点を得ていること、③前述

2 点が学生に学科教育課程に対する高い満足感をもたらしている
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こと、④多くの学生がゼミでの丁寧な指導に満足していることが

明らかとなった。（「2015 年度心理人間教育研究会」プログラム

「2015 年度卒業予定者対象カリキュラム調査報告」） 

2-1-2 「ラボラトリー方式の体験学習」を採用している実習科目、講義

科目、実験科目、研究法科目いずれも、学生から高く評価されて

いる。（「2015年度卒業予定者対象カリキュラム調査」結果） 

 

2-1-3 「心理人間学基礎演習Ⅳ」等、Web Class を用いて授業外での学

生間のやり取りを促進する試みが継続的にされている。また、

「社会心理学」の授業では、スマートフォンを用いて学生の反応

をリアルタイムで収集し、講義に反映させる試みもされている。 

 

2-1-4 事前課題や Webclass への書き込みを導入した「子ども・学校

論」において、予習復習などの自主的な学習が促進され、「学生

による授業評価」において 4.40（大学平均 3.38）という好結果

であった。同じ項目について「心理学実験Ⅱ」においても 4.67

という好結果であり、教員の丁寧な返却課題へのコメントを受け

て、学生が毎回の課題提出に意欲的に取り組んだことが明らかと

なった。（『2015 年度春学期学生による授業評価』） 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 「卒業予定者対象カリキュラム調査」を継続的に実施し、その結

果を分析するとともに、学科で共有する。 

 

2-2-2 「卒業予定者対象カリキュラム調査」で学生から高い評価を得て

いる授業や、授業内で学生と教員、学生と学生がインターアクテ

ィブに関わる授業を中心に日常的授業参観を行う。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 「公認心理師」受験資格学部教育カリキュラムへの対応と併せ

て、学科教育の軸となる心理学、教育学、人間関係論の 3 領域に

ついてその関連をより明確にする必要がある。 

 

3-1-2 PF 評価を行う授業について、その意義や理由が十分、学生に伝

わっていない。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2016 年度は「公認心理師」受験資格学部教育カリキュラムに対

応するために新規開講が必要となる科目を検討し、開講時期や担

当者を定める。 

 

40



3-2-2 2016 年度春学期当初より、PF 評価を行う授業では、その意義や

理由をシラバス説明時に学生に十分説明する。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

C.教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改善に

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし。  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 

 

「2015 年度卒業生対象カリキュラム調査」の結果とその分析

が、心理人間教育研究会で報告された。（「2015 年度心理人間教

育研究会」プログラム「2015 年度卒業予定者対象カリキュラム

調査報告」） 

 

1-3-2 履修内容の一部改訂を行った「心理人間学基礎演習Ⅱ」につい

て、その学習効果について調査が行われ、結果が報告された。

（「2015 年度心理人間教育研究会」プログラム「基礎演習Ⅱにお

ける調査結果報告３」） 

 

1-3-3 学科の「人を対象とする研究」倫理審査申請の状況が報告され、

学生の研究内容について研究法の観点から検討がなされた。

（「2015 年度心理人間教育研究会」プログラム「人を対象とする

研究」倫理審査申請と研究法）） 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 「人間関係概論」における授業満足度が 4.85（全学平均 4.35）

と非常に高かった。また新しい知識（技術や能力）を得られたと

感じる学生も多く、4.87（全学平均 4.40）という好結果であっ

た。（『学生による授業評価 2015 年度春学期』） 

 

2-1-2 「2015 年度卒業予定者対象カリキュラム調査」で得られた学生

からのフィードバックを学科で共有し、2016 年度の授業運営に
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早々に活用する道筋が立った。（2016 年 4 月 6 日開催 2016 年度

第 1回心理人間学科会議議事録） 

2-1-3 2016 年 1 月 30 日開催研究プロジェクト論文発表会に 1 年生 51

名、2 年生 42 名、3 年生 94 名、卒業生 15 名、一般 8 名、計 210

名の参加があった。（2016 年 2 月 4 日開催第 15 回学科会議議事

録） 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 「2016 年度卒業予定者対象カリキュラム調査」を実施し、結果

の分析を行う。「心理人間教育研究会」で分析内容を発表し、学

科で共有、次年度の教育実践に生かす。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし。  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 「2015 年度卒業生予定者対象カリキュラム調査」結果から、学

生がディプロマ・ポリシーに掲げる「協働を実践する力」、「多様

な観点から人、社会を理解する力」、「コミュニケーション力」、
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「実践から学ぶ力」（ポイントの高い順）を習得したという実感

を持っていることが判明した。（「2015 年度心理人間教育研究

会」プログラム「2015 年度卒業生予定者対象カリキュラム調査

報告」） 

1-3-2 『2015 年度春学期「学生による授業評価」』集計において、授業

全体、及び授業運営に関わる項目 4～18 の平均が 4.51 であった

（名古屋キャンパスの平均は 4.38）。授業全体についての満足度

は 4.54 であった (名古屋キャンパスの平均は 4.34)。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 研究プロジェクト論文において、ディプロマ・ポリシーに挙げら

れる「人間関係や社会における多様な課題」を研究テーマとし、

実証的に扱う学生が増えている。（「2014 年度研究プロジェクト

論文発表会プログラム」） 

 

2-1-2 ディプロマ・ポリシーに挙げられる「他者との協働を実践する

力」、「優れたコミュニケーション能力やリーダーシップ」が、学

生の自主的、自発的な活動（学科生コミュニティによる新入生オ

リエンテーション、新入生登録ガイダンス時のサポート、及び 2

年生へ向けてのゼミ紹介や、ボランティアによる学科紹介冊子

『こころ』の編集・作成）において発揮されている。（『2016 

KOKORO Department of Psychology and Human Relations』） 

 

2-1-3 平成 28 年度教員採用試験において、専任教諭 3 名が正規採用合

格を果たした。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策(もしあれば) ※ 

2-2-1 特になし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし。  

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は○印を付してください。 
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≪学生の受け入れ≫ 

・学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施され

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 入学志願者の質の維持・確保。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2015 年度入試実績(志願者数、歩留、5 月 1 日付在籍者数、在学

生成績)、及び 2016 年度 11 月入試結果を検証した上で、指定校

推薦導入、及び指定校候補について検討した。検討の結果、1）

都市部大学の定員管理が今後更に厳格化されること、2）2016 年

度学園内推薦入試等 11 月入試結果が堅調であったこと、3）2016

年度から始まる全学個別入試の動向を見守る必要があることを理

由に指定校推薦の導入を見送る結論に至った。（2016 年 1 月 13

日開催第 14 回科会議議事録） 

 

1-2-2 2016 年度一般入試において合格者を 100 名程度減じ、定員 110

名に対し 117 名入学者を獲得することができた。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2016 年度入試の志願者は、一般:576 名、全学個別：291 名、全

学併用：233 名、センター前３:293 名、センター前５:122 名、

センター後：23 名で、前年度 1313 名から 1538 名と志願者増と

なった。全学個別導入によって志願者増となったこと、センター

後志願者が昨年の倍となったことが特筆すべき点として挙げられ

る。学園内推薦入試志願者数は 8 名（男子部 1 名、国際 3 名、聖

霊 4 名）、カトリック系高等学校推薦入試志願者は 15 名、外高卒

3 名、外国人留学生 3 名の志願者があった。11 月入試志願者計

29名のうち 25名が合格となり、前年から 8名増となった。 

 

1-3-2 2016 年 4 月 1 日現在在籍者数は 1 年生 117 名（定員比 1.06）、2

年生 123 名（1.12）、3 年生 132 名（1.20）、4 年生 105 名

（0.95）となっている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 入学時、学科アドミッション・ポリシーにある「人間真理の探

究」、「対人関係能力の実践」、「自分や他者、人間関係の理解」

（ポイントの高い順）に興味のある学生が 4 年間在籍し、学びを

深めていることが明らかとなった。（「2015 年度心理人間教育研
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究会」プログラム「2015 年度卒業予定者対象カリキュラム調査

報告」） 

 

 

2.《2015年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2015年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし。  

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は○印を付してください。 

 

以上 
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2015年度日本文化学科自己点検・評価報告書 

 

日本文化学科長 西岡 淳 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 大学改組の進行経過を常に把握しながら、学科会議で人文学部日

本文化学科におけるディプロマ、カリキュラム、アドミッション

の３つのポリシーの見直し作業を慎重に進める。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 学科全体で大学改革の経過を把握しつつ検討しているが、現在の

ところ「３つのポリシー」の文言を見直すなどの具体的な作業は

行っていない。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学科の理念・目的の適切性については、定例の学科会議で関連す

る案件があればその度に確認しており、年度末に学科の自己点

検・評価を行う際にも検証している。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 学科 Web ページ作成により、学生や受験生に学科の理念や目的を

広く伝えることができるようになった。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当なし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 昨年度に引き続いて 2016 年 1 月に卒業予定者に対するカリキュ

ラム調査を行った。まだ試行段階ではあるが、その結果を学科の

理念・目的を検討する際の材料としたい。 
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2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 カリキュラム調査で得られたデータから、学科の「３つのポリシ

ー」に関するものを抽出・分析する。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

・教員に求める能力・資質等を明確にするとともに、教員の資質の向上を図るための方策

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学科構成員の年齢を考えると、この５､６年で学科の半数近くの

教員が退職するので、大学の改組状況を十分考慮して、長期的な

視点に立って、今後の日本文化学科の教員構成並びに補充を考え

る必要がある。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 前年度に示した事項がすでに具体的な日程に上ってきている現実

を踏まえ、今後の教員構成及び補充を学科内で継続して議論して

いる。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 教員の任用、昇格、再任用などの人事案件に関しては、その都度

学科会議の議題として慎重に検討を行い、議論を重ねて進めてい

る。 

 

1-3-2 再任用人事を一件おこなった。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 比較的少人数の学科であるが、すべての成員が学内の業務や学外

での広報活動などに積極的に協力している。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 
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2-2-1 該当なし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 今後数年で半数近くの教員が退職するので、長期的な視点で今後

の学科の教員構成と補充を考える必要がある。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学科会議で継続して議論する。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

A.教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に検

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 大学の改組、人文学部の改組・改編の動きと歩調を合わせなが

ら、必要であれば、学科の開講科目の更なる検証、点検を行う。 

 

1-1-2 クォーター制導入に関する議論を更に深める必要がある。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 長期的な学科の教育の在り方を考慮しつつ、大学改革の動きに合

わせて、2017年度開講科目（案）を作成した。 

 

1-2-2 今年度の学科 FD 研究会において、「学科で検討すべきクォーター

制の諸問題をめぐって」と題し、クォーター制導入に伴い学科内

で準備すべきさまざまな事柄について話し合った。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学科の教育目標や教育課程の編成・実施方針などについては、定

例の学科会議で関連の案件がある度に確認している。 

 

1-3-2 各領域における教育目標、関講科目数、内容に関する科目間の調

整・点検、各科目の実施方法などについては、学科会議において

だけでなく、領域別、科目別に関連教員が日常的に把握、点検を

行っている。 
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1-3-3 2 年次生の次年度のゼミ配属については、例年と同じく 2 度のゼ

ミ説明会と長期のゼミ見学期間を設け、2016 年 1 月に最終決定

した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 今年度の学科 FD 研究会において、クォーター制実施後の教育課

程の編成・実施方針などについての議論がなされた。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 大学改革の進展に応じて、今年度とは別の切り口からも議論する

機会を持つようにする。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 クォーター制の実施にあたって、現時点では不確定要素も少なく

ないため、学科内でより一層情報を共有する必要がある。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学科会議で継続して議論する。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

B.教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 初年度教育の授業「日本文化学基礎演習Ⅰ、Ⅱ」を一年行ってみ

たあとで、学科 FD 委員会を開催し、テーマ設定、PC 教室など教

室配置、フィードバックの仕方などに関する更なる改善点がある

ことが判明したので、それらの課題を一つずつ検討、解決してい

く必要がある。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 
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1-2-1 上記学科科目「日本文化学基礎演習Ⅰ、Ⅱ」では、毎回の授業の

前後に担当教員がミーティングを行い、前年度所掲の改善点その

他について継続して検討し、そのつど解決している。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 日本文化・日本文学・日本語学・日本語教育の四領域にわたる教

員が、多岐にわたる学科科目を開講し、学生に幅広い知識と視野

を提供している。 

 

1-3-2 3 年次からのゼミにおいては専門的な訓練・教育を施し、最終成

果である卒業論文の作成につなげている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 今年度の学科カリキュラム調査の集計結果において、学科のカリ

キュラムに関する肯定的回答（「やや満足」「満足」「非常に満

足」の合計）が 98％と良好であったことから、学科の教育内容

は、全体として学科の編成・実施方針にふさわしいものが提供で

きていると判断される。（『2015 年度 日本文化学科カリキュラム

調査』） 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当なし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

C.教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改善に

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 
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1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学科アンケートの分析結果を踏まえて、学科の教育内容、教育方

法、ならびにカリキュラムの改善に関する検討を始める。 

 

1-1-2 「研究プロジェクト」作成の過程で特に指導が必要な学生に対し

て授業以外での指導が可能なオフィスアワーのより積極的な活用

が望まれる。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 今年度の学科カリキュラム調査の集計結果によれば、学科のカリ

キュラムやゼミ指導に関する回答は概ね良好であった（『2015 年

度 日本文化学科カリキュラム調査』）。 

 

1-2-2 「研究プロジェクト」作成に関して特に指導が必要な学生に対し

ては、オフィスアワーを活用するとともに、各教員が必要に応じ

て学生とアポイントメントをとり、授業時間以外の指導を行って

いる。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 ４年次の「研究プロジェクト」において、各指導教員は、研究発

表会、口頭試問、最終プレゼンテーションなどの機会を設ける

が、これらを通して教育成果が上がっているかどうかの検証を行

っている。 

 

1-3-2 学科における教育の最終的な成果である卒業論文（研究プロジェ

クト）は、データ化して保存し（承諾者のみ）、合同研究室にお

ける閲覧に供することによって、活用と継承をはかっている。 

 

： 毎年 6 月の学部長表彰の際に各表彰者から出される要望を、学科

の教育内容・方法の改善に資するものとして受け取っている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 今年度の学科カリキュラム調査の集計結果を学科の全教員に配布

し、個々の授業についての検討材料としても活用してもらうこと

とした。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 
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2-2-1 該当なし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 クォーター制の実施に伴う影響も考えられるため、学科内で議論

して情報を共有する必要がある。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学科会議で継続して議論する。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2014 年度の卒業生に対して、学科のポリシー、学科開講科目、

更に、本学科での学生生活に関する学科アンケートを行ったが、

更なる改善を目指して次年度も継続して行う必要がある。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2015 年度卒業生に対しても、学科のカリキュラムや学生生活に

関する学科アンケートを継続して行っており、集計結果を各教員

に配布して改善の余地の有無を引き続き検討している。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学科の四領域はそれぞれ独立した教育内容を持つとともに、相互

に関連する要素も具えているので、学生の側でも複数の領域にま

たがった幅広い学習が行われている。 

 

1-3-2 ４年次に学科の教育の成果である卒業論文（研究プロジェクト）

が提出されるが、各指導教員は時間をかけて丁寧に指導をしてお

り、成果物の質も概ね満足できるものである。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 
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2-1-1 今年度の学科カリキュラム調査の集計結果では、学科のカリキュ

ラム、ゼミ指導、個人研究（研究プロジェクト）に関しては、

「やや満足」「満足」「非常に満足」などの肯定的回答が 9 割以上

を占めており、良好な結果が得られたと判断される（『2015 年度 

日本文化学科カリキュラム調査』）。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

・学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施され

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 教員と学科学生が協力して作成した学科紹介パンフレットを実習

校見廻りの際や高校生に対する模擬授業やオープンキャンパスな

どで積極的に配布する。 

 

1-1-2 次年度から日本文化学科も全学統一入試（個別学力試験型）を導

入することにし、より慎重に学生選抜を行う。 

 

1-1-3 オープンキャンパスのときに日本文化学科のブースに来た学生に

次年度もアンケート調査を継続して行う。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 前年度の回答で示した機会に学科パンフレットを配布している  
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が、推薦指定校等への配布も検討したい。 

1-2-2 入学試験の際には入試課と協議してアドバイスを受けることによ

り、学生の受け入れを慎重に判断している。 

 

1-2-3 アンケートの一部の文言を修正した上で（大学の行うアンケート

との重複を避けるなど）、継続して行っている。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 一般入試・11 月入試など、すべての入学者選抜に際して学科会

議を開き、入学者の選考基準や合否の確認などをその都度確認し

て、学生の受け入れが公正に行われるよう留意している。 

 

1-3-2 学内における高校生対象の模擬授業や、高校から講師派遣の要請

などがあった場合には、学科内の教員をできる限り派遣して授業

を行うよう、積極的に対応している。 

 

1-3-3 今年度より全学統一入試（個別学力試験型）を導入し、6 名の募

集に対して 231 名の志願者があった。入学手続者（編転入等を除

く）は、定員 100 名に対して 104名であった。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 学科 Web ページ作成により、受験生に対する広報活動を従来より

も幅広く行うことができるようになった。 

 

2-1-2 十数年ぶりに外国人留学生別科留学生推薦入学枠からの入学者が

あった。 

 

 

 
2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 Webページの内容を今後より充実させる。  

2-2-2 この入学者に対して充実した内容の教育を行う。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 11 月入試において、学園内推薦をはじめとする複数の枠で志願

者が募集人数を割り込み、結果的に 25 名募集のうち手続者は 13

名であった。 
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2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 定期的に行っている学園内高校との懇談会において、学科の受け

入れ方針を伝えて入学者の確保をはかるほか、学科パンフレット

を推薦指定校等にも配布するなどして、広報活動を充実させる。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2015年度外国語学部自己点検・評価報告書 

 

外国語学部長 真野 倫平 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2017 年改組に向けて、学部・学科の理念・目的の見直しを行う

必要がある。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2017 年改組に向けて、学部将来構想 WG で学部・学科の理念・目

的の全体的な再検討を行っている。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学部・学科の理念・目的については外国語学部自己点検・評価委

員会においても検証を行ったが、2016 年度については現行通り

とした。 

 

1-3-2 3 つのポリシーについては、南山大学 Web サイトや入試要項別冊

子に掲載して、社会に周知を図っている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 学部将来構想 WG で 2017 年改組に向けた学部・学科の理念・目的

の見直しを行い、広報誌に反映させた。（「大学案内 2017」） 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 学部将来構想 WG で学部・学科の理念の検討を続けるとともに、

広報においてその周知を図る。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特に 2 専攻制を導入した 4 学科では各専攻の理念・目的を明確に

するとともに、広報を積極的に展開する必要がある。 
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2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学科長会議ならびに学部将来構想 WG でカリキュラム改編ならび

に広報対策を引き続き検討する。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

・教員に求める能力・資質等を明確にするとともに、教員の資質の向上を図るための方策

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 教員評価委員会の評価システムについて見直しを行う。  

1-1-2 「任用・昇格、再任用に係る外国語学部内規」について見直しを

行う。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 教員評価委員会の評価システムについて見直しを開始した。  

1-2-2 「任用・昇格、再任用に係る外国語学部内規」について改定作業

を開始した。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 任用人事 1 件、昇格人事 2 件、期間を定めない任用 1 件、再任用

1件、留学 2件の人事が成立した。 

 

1-3-2 学部から多数の役職者を出していることもあり、一部の教員に大

学運営の仕事が集中する傾向が続いている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 学部主催の FD 講習会を 2 回開催した。テーマは外国語による教

育法についてと、Webclass の活用についてであった。（教育・研

究支援事務室 WEB サイト） 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策 ※ 
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(もしあれば) 

2-2-1 学部主催によるアクティブ・ラーニングや外国語による教育法に

ついての FD 講演会あるいは講習会を企画している。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 現在の「任用・昇格、再任用に係る内規」には講師の上乗せ基

準、再任用の上乗せ基準が存在しない。 

 

3-1-2 一部の教員に仕事の負担が集中しがちであるため、研究活動に支

障をきたす恐れがある。 

 

3-1-3 研究活動が活発でない教員が一部に存在する。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 講師の上乗せ基準、再任用の上乗せ基準を設ける方向で内規の改

訂を行う。 

 

3-2-2 負担の分散に偏りが生じないように十分留意する。  

3-2-3 教員評価委員会で教員の研究活動を検証し、学科長から当該教員

に対して適宜アドバイスを行う。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

A.教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に検

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2017 年改組に向けて、教育目標、学位授与方針および教育課程

の編成・実施方針の全面的な見直しを行う必要がある。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2017 年改組に向けて、学部将来構想 WG で教育目標ならびに各方

針についての検討を行っている。 
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3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 教育目標ならびに各方針については外国語学部自己点検・評価委

員会においても検証を行ったが、2016 年度については現行通り

とした。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 学部将来構想 WG において教育目標ならびに各種方針を検討し、

その結果を 2017 年度広報誌に反映させた。（「大学案内 2017」） 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 学部将来構想 WG で学部・学科の理念の検討を続けるとともに、

広報においてその周知を図る。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2017 年改組に向けて、教育目標ならびに各種方針の広報をこれ

まで以上に展開する必要がある。 

 

3-1-2 特に 2 専攻制を導入する 4 学科については、専攻ごとの教育目標

ならびに各方針を明示する必要がある。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学科長会議・学部将来構想 WG において、WEB サイトの改訂ある

いは高校訪問など広報についての具体的な対策を検討する。 

 

3-2-2 学部将来構想 WG において専攻ごとの教育目標やカリキュラムの

明確な差別化を行うようにする。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

B.教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 「海外事情実習・語学実習」の引率は担当教員にとって大きな負

担となっている。 
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2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 学部将来構想 WG で引率形態について検討を行った。  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2017 年改組に向けてカリキュラムの改革を準備しており、特に 2

専攻が導入される学科では、プログラムの差別化を行い専攻にふ

さわしい教育内容を準備している。 

 

1-3-2 「海外事情実習・語学実習」については、2017 年度より「海外

フィールドワーク」として原則必修化する予定である。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 「国際化推進事業」（第 3 期）の 1 年目の諸企画をほぼ計画通り

に行った。（各学科の「国際化推進事業報告書」） 

 

2-1-2 学部主催による「国際社会で活躍するキャリアを考える特別プロ

グラム」による講演会を 4回開催した。（教務課 WEBサイト） 

 

 

 
2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 「国際化推進事業」（第 3 期）の 2 年目の諸企画を計画し実行す

る。 

 

2-2-2 「国際社会で活躍するキャリアを考える特別プログラム」を継続

する。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 海外実習の引率については、2017 年度原則必修化にともないさ

らなる負担の増加が見込まれるので、対策を考える必要がある。 

 

3-1-2 2017 年のクォーター制導入にともない授業運営に問題が起きな

いか注意する必要がある。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 
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3-2-1 学部将来構想 WG で外部委託の可能性も含めて検討を行う。  

3-2-2 学部将来構想 WG でシミュレーションを行い、不測の事態が起き

ないよう十分に注意する。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

C.教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改善に

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 外国語学部自己点検・評価委員会における評価システムについて

見直しを行う。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 「研究業績システム」に教育業績についても記載するよう教授会

で指導した。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 年度末に外国語学部自己点検・評価委員会の懇談会を実施した。  

1-3-2 学部長表彰式における成績優秀者から意見聴取を行い、教育課程

に対する学生の意見を聴取した。 

 

1-3-3 各学科で外国語検定試験を奨励し、あるいは集団受験を実施し、

結果を教育課程の改善に利用している。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 「学生による授業評価アンケート」で項目 04 から 18 の平均値が

ほぼすべての学科で全学の平均値を上回った。（2014 年度秋学

期・2015年度春学期の学生による授業評価アンケート） 

 

2-1-2 学部長表彰における学生の意見はおおむね好評であった。（「2015

年度外国語学部学部長表彰式における学生からの意見・要望 覚

書」） 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策 ※ 
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(もしあれば) 

2-2-1 学部主催による FD 活動を通じて、教員の FD についての意識を高

める。 

 

2-2-2 学部長表彰式における成績優秀者からの意見聴取を継続する。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2017 年度改組に向けて新たな教育方法を開発・導入する。特に

新たなアクティブ・ラーニングの方法を開拓する。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学部 FD 委員会ならびに学部将来構想 WGで検討を行う。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 卒業生の就職率が今後も高いレベルを維持できるよう配慮する。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 学生に対してキャリア支援室ならびに就職ガイダンスの利用を呼

びかけた。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 卒業者数については、卒業判定対象 567 名中、卒業不可者は 138

名（再試合格者を除く）であった。割合は 24％であり、昨年度

とほぼ同様であった（2014年度は 558名中 144名の 26％）。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 外国語学部の卒業生の 2015 年度の就職率は 98.01％であり、前

年度の 98.23%に引き続き高い水準にある。（「就職統計」） 
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2-1-2 2015 年度の派遣留学生数は大学全体で 98 名、うち外国語学部で

68 名であり、69.4％の高い留学率を誇っている（前年度は 119

名中 89 名の 74.8%）。（国際教育センター統計） 

 

2-1-3 各種検定試験において多数の合格者を出した。（各学科の自己点

検・評価報告書） 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 キャリア支援室と協力して学生の就職を支援する。  

2-2-2 各学科で海外留学を奨励するとともに、学生に対する支援をさら

に強化する。 

 

2-2-3 各学科で外国語検定試験の受験を引き続き奨励する。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 JASSO の留学生交流支援（ショートビジット）奨学金採択者が

2016 年度はアジア学科の 24 名のみであった（前年度は 5 学科 76

名）。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学科長会議で不採択の理由を検討し、今後の対策を検討する。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

・学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施され

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 一般入試において志願者の減少が続いている。推薦入試において

も推薦枠が満たされない傾向が続いている。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善されたか) ※ 

1-2-1 2016 年度一般入試における志願者はやや減少した。推薦入試も一

部の学科で受け入れ予定者数を下回った。 
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3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学内推薦については南山高校男子部の学生指導の先生と協議を行

った。 

 

1-3-2 指定校推薦については 4つの学科で指定校を見直した。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 2016 年度入試における学部全体の入学者数は定員をわずかに上

回り、適切な範囲に収まった。（入試課資料） 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 文科省の定員管理がさらに厳格化するので、入試課と協力のうえ

合否判定において十分に配慮する。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 推薦入学において志願者数が不足する場合が多いので、入学者数

を確保する必要がある。特に定員増を予定している学科は要注意

である。 

 

3-1-2 2017 年度改組に向けた広報をこれまで以上に大々的に展開する

必要がある。 

 

3-1-3 2017 年度より 2 専攻制を導入する学科は合否判定がより複雑に

なることが予想される。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 指定校の見直しを行う。特に定員増を予定している学科は受け入

れ人数を下回らないよう注意する。 

 

3-2-2 2017 年改組に向けて、WEB サイトの更新、高校訪問などの広報戦

略を展開する。 

 

3-2-3 入試課と協力の上、正確な合否判定に努める。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

以上 
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2015年度英米学科自己点検・評価報告書 

 

英米学科長 WF Purcell  

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 Anticipating the 2017 reform, we need to address that 

section of our language education program connected to the 

LL. 

 

1-1-2 We need to look seriously at how to implement the quarter 

system. 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 We’ve examined several options from academic companies 

and are now exploring the possibility of creating our own 

instrument. 

 

1-2-2 The department working group is in the process of 

developing a working schedule to implement the quarter 

system. 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 Anticipating the 2017 reforms, including the establishment 

of the new International Humanities Faculty, and keeping 

in mind the stated ideals and objectives of the Faculty of 

Foreign Studies, we are in the process of reevaluating the 

foci of the departmental academic curriculum. 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 Nothing to note at this moment.  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 Nothing to note at this time.  
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３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 Nothing to note at this time.  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 Nothing to report at this time.  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

・教員に求める能力・資質等を明確にするとともに、教員の資質の向上を図るための方策

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 We need to continue to encourage members to submit their 

work to refereed journals. 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 The data for 2015 is not yet complete. At this point 11 

members have reported 3 books, 9 papers in international 

journals, 3 in university publications and 4 papers 

presented at international conferences. 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 Owing to the establishment of the new faculty we are faced 

with impending personnel changes. With these in mind we 

are currently reevaluating the academic focus and needs of 

our program. In particular, we are involved in the process 

of evaluating staff needs according to academic 

discipline. 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 More members have developed an awareness of the potential 

for incorporating e-learning into their teaching. 
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2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 Nothing specific at this point.  

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 There were no particular issues in this past year.  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 Further increase member awareness of the potentials of e-

learning tools in our teaching. 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

A.教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に検

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 Anticipating the 2017 reform, we need to address that 

section of our language education program connected to the 

LL 

 

1-1-2 We need to look seriously at how to implement the quarter 

system 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 We are continuing to explore options concerning the 

language component of our curriculum. One area we are 

working on is the feasibility of self-access, on-line 

programs as a supplement and a potential alternative to 

the traditional LL. 

 

1-2-2 The department working group is in the process of 

developing a working schedule to implement the quarter 

system. 
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3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 During the year the curriculum group worked on formulating 

approaches to better integrating language learning and 

academic subject matter in curriculum planning. 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 More members are aware of the need to be teaching academic 

classes in English. More efforts are being made in this 

direction. 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 There is nothing to add at this moment.  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 There is nothing to add at this time.  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 There is nothing to add at this time.  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

B.教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 We need to work more closely with the other departments in 

order to complement each other. We can do this in 

particular with the Asian Studies and Hispanic Studies 

programs, as there are significant areas for overlapping. 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 
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1-2-1 The faculty working group has formulated a proposal to 

integrate such courses at the faculty-wide level. 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 The departmental curriculum revision committee has been 

working to finalize the new curriculum for 2017. 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 Nothing specific to add at this moment.  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 Nothing specific to add at this moment.  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 Nothing specific to add at this moment.  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 Nothing specific to add at this moment.  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

C.教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改善に

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 Nothing in particular at this time.  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 The curriculum committee continues to examine paths and  
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options for development. 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 One member is preparing a proposal for modernizing the 

listening program into a self-access program. 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 Nothing specific to note at this point.  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 We need to finalize our options for transitioning away 

from the traditional LL program. 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 Nothing specific to add at this point.  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 Finalizing new curriculum.  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 We need to encourage more of our students to take 

advantage of study abroad opportunities. 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 Due in part to the extremely high yen –dollar exchange  
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rate, there was a significant drop in participants in the 

American Studies Practicum. 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 Nothing to add at this time.  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 It seems there was an increase in the number of students 

applying for study abroad. 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 Looking towards the new curriculum, one member is 

currently preparing the groundwork to establish programs 

in Hawaii, the UK, and Canada. 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 Nothing to add at this time.  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 Nothing to add at this time.  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

・学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施され

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 It is time to reevaluate schools to which we offer 

recommendation slots 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された ※ 
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か) 

1-2-1 We reevaluated schools to be awarded recommendation slots. 

We’ve awarded more slots to schools outside the Tokai 

region. 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 Thanks largely to Prof. Murasugi’s efforts we were able 

to conduct more demonstration classes for high schools 

than in the previous year. 

 

1-3-2 A departmental Facebook page has been established.  

：   

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 Frequent updates regarding departmental activities have 

been regularly updated to our Facebook page. 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 Nothing to add at the moment.  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 Better use can probably be made of the homepage.  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 Nothing to add at this point.  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2015年度スペイン・ラテンアメリカ学科自己点検・評価報告書 

 

スペイン・ラテンアメリカ学科長 加藤 隆浩 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 継続の重要性を念頭に置き、担当者の入れ替えなどで活動が単発

で終わらないよう引継ぎの際に確認しておく必要がある。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 学科の理念・目的は、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にそれぞれ明記され、ＷＰ等を

通して誰でも確認できるようにし、透明性・継続性は担保されて

いる。毎年、３つのポリシーを検討するが、今のところ変更・修

正は必要ではないと考えている。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2017 年度から開始となる学科の 2 分割に向け、いかなる変更が

必要となるか最終チェックをする。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 学科の理念、目的に謳われている「国際性」を体現する職業の一

つが外交官であるが、昨年度に続き、外務省等からスペイン・ラ

テンアメリカの専門家を招聘し、学生の関心を高めるよう努め、

本年度は 3 年次生が在外公館専門調査員に合格し、後輩等への良

い刺激となっている。 

 

2-1-2 文科省が実施した「大学の世界展開力強化事業(中南米)」に上智

大学、上智短期大学と共同で申請し、採択された（5 年間、総計

2.5億円の補助） 

（http://www.nanzan-u.ac.jp/Topics/195/195_01.html） 

国際教育セン

ター 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 外務省に入省した本学卒業生を招聘し、学生の関心を一層高め  
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る。 

2-2-2 「大学の世界展開力強化事業(中南米)」を活用し、ラテンアメリ

カでのネットワークを拡張し、教育機関との協力関係を確立・強

化する。 

国際教育セン

ター 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 改善事項ではないが、次年度から 2 専攻制を採用するため、学

部・学科の理念・目的の細部に変化が生ずる可能性がある。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 次年度から予定される変革のシミュレーションを精査し、その変

化に即応できるような柔軟な体制作りに努力する。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

・教員に求める能力・資質等を明確にするとともに、教員の資質の向上を図るための方策

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学科内の教員間のコミュニケーションをよりいっそう活発にす

る。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 メーリング・リストで、教員と合同研究室の秘書 2 名とはすぐに

連絡が取れる体制をしいている。また、学科のコーディネターを

中心に非常勤の教員と学科教員との交流も盛んになっており、空

き時間などを利用して日常的に意見交換がなされている。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 
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2-1-1 ネイティブの非常勤教員には、学科での教育を熟知した教員が行

う授業を積極的に見てもらいＦＤの効果をあげている。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 2017年度に向けて学科特製の冊子『Un, dos,tres al español』
を改訂し学科必修科目のセメスターごとの学習工程表・重点を示

し、学科科目内容・レベルのスタンダード化を進め、授業の中味

が外部からも自由に見える教育システムづくりに努める。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 学科の各教員がアクティブ・ラーニングを試みているが、語学科

目中心であり、他の非語学科目では互いにどのような方法を実践

しているか分からない。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 アクティブ・ラーニングをどのように利用するかを学科内で教え

合い、より有効な方法論を共有できるようにする。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

A.教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に検

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 真の語学運用能力をつけさせるようなカリキュラムを学科共同で

開発したい。 

 

1-1-2 2017 年度改組に向けて、教育目標等に関して根本的な見直しを

行う必要がある。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 学科の会話・購読のテキストを担当教員全員で作成し、それを授

業で使用しながら、本学科に最適のテキストを目指し熱心に改訂

に取り組んでいる。 
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1-2-2 改組により学科が 2 専攻に分かれるので教育目標を各専攻と合致

するよう定めた。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2017 年度の改組のシミュレーション（とりわけ教育課程の編成

に関して）を繰り返し行い、見落としがないか精査する必要があ

る。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 学科特製の冊子『Un, dos,tres al español』の改定版（117p.）

を作成し、学科の授業に合わせて活用できるようにした。それに

よって、本学科の教育目標、教育課程の編成・実践の方針の道し

るべとなっている。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特にない。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 改善事項ではないが、2017 年度からの改組によって生ずるさま

ざまな変更事項を多方面から検討しておく必要がある。とりわ

け、教育課程の編成に焦点を当てる。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 これまで時間割編成委員は一人に任されていたが、学科全体で考

え見落としがないかを検討する。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

B.教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 現在行っている諸活動を一時的な試みで終わらせることのないよ

う継続させ、よりいっそう発展させていく必要がある。 
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2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 上智大学、上智短期大学と共同提案した「大学の世界展開力

強化事業(中南米)」プログラムが文科省に採択（5 年間）さ

れ、教育課程の編成の幅を広げ、実践を強化することができ

るようになった。 

国際教育セン

ター 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 上記の「大学の世界展開力強化事業」プログラムは、上智大学、

上智短期大学と本学とで実施するが、両者間で単位・授業形態等

について考え方が異なっている場合があるので、粘り強くすり合

わせをしなければならない。 

国際教育セン

ター 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 「大学の世界展開力強化事業」プログラムのスケジュール通りペ

ルー・スタディ・ツアーを実施した。 

 

2-1-2 上記のプログラムによりコロンビア・教皇庁立ハベリアーナ大学

へのスペイン語実習 Bなど新設科目を立ち上げることができた。 

（http://www.nanzan-u.ac.jp/Topics/195/195_01.html） 

 

： 来年度に向けてスペイン語だけで行う授業が増加した（4 科目→

6科目） 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 ラテンアメリカの教育機関と連携を深め、協定を増やす努力が必

要である。 

国際教育セン

ター 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 留学から戻った学生、会話能力の高い学生をいかに伸ばしていく

か検討すべき。 

 

3-1-2 スペイン語実習の引率が学科教員にとって大きな負担となってい

る。次年度から開講されるペルー・スタディ・ツアー、ハベリア

ーナ大学でのスペイン語実習を考えると、これまでにもまして負

担は増加する。 
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2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 上級クラス、スペイン語だけのクラスをさらに充実させることは

できないか検討する。 

 

3-2-2 引率の形態を検討する。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

C.教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改善に

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 今年度のスペイン語実習は、予定していた定員を 4名下回った。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 学生の関心を盛り込めるよう実習プログラムを再検討し、その結

果、定員を 10名以上超える応募があり、選抜試験を実施した。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 毎年 12 月、学科生全員に実力テストを実施し、それを基にカリ

キュラム編成に役立てている、また「欧州共通語学能力基準」に

準拠した DELE,さらにはスペイン協会主催のスペイン語検定試験

の受験を推奨し、学生の学習レベルの把握に努めている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 「大学の世界展開力強化事業(中南米)」への参加には、選抜試験

の合格が必須であり、多くの志願者があった。ペルー・ステディ

ーツアは約 3 倍、ハベリアーナ大学での実習の志願者は、2 倍強

の倍率となった。 

（http://www.nanzan-u.ac.jp/Topics/195/195_01.html） 

 

2-1-2 学科特製冊子『Un, dos,tres al español』（2015 年版）を改定

し、スペイン語学習において各学年の学期ごとのポイントを明記

し学習の目安を示した。 
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2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 「大学の世界展開力強化事業(中南米)」プログラムに関して、ま

だ認知度が低いので、チラシを作成し学外においても周知徹底を

はかる。 

国際教育セン

ター 

2-2-2 1 年生にはガイダンスを開催し『Un, dos,tres al español』の

活用法を徹底する。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 学科を 2 つの専攻に分割する改組の準備が進んでいる。たえず進

捗状況を見ながら、当分の間、教育課程、内容、方法を多角的に

精査・検討する。 

 

3-1-2 上記同様、改組後には『Un, dos,tres al español』の改訂版も

必要になる。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学科構成員全員で問題点を洗い出し、必要があればその解決策を

検討する。 

 

3-2-2 同上。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 スペイン語の必修科目で学力が最低基準を下回ってしまう学生へ

の対処法を検討する。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 TA を活用する。これまで TA との学習は自主性に拠ったものであ

ったが、より効果的にするには、基準に達しない学生には、TA

との学習を義務化することも視野に入れ、今後の有り方を検討す

る。 
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3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 海外に進出する企業から「スペイン語のできる学生」と学科を指

定する求人（10 件以上）が増加している。（キャリア支援室調

べ）。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 国の予算がついた「大学の世界展開力強化事業(中南米)」プログ

ラムを活用して、ラテンアメリカの諸機関との連携をはかり、本

学ならびに本学科の目標である国際化を推進したい。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 近年、学内の予算削減・節約が強化され、教員からのカンパで賄

う学科行事もある。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 外部資金の獲得に全力をあげたい。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

・学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施され

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 受験生の心に響く、より効果的な働きかけができるよう学科の特

色や魅力をいっそう強くアピールしていかねばならない。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

80



1-2-1 受験生にプラスの宣伝効果があったかどうかは不明だが、他の学

科、学部が志願者数を減らすなか、本学科の志願者数は増加し

た。ただし、受験生へのアピールは粘り強く続けていく必要があ

る。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 上智大学と共同の「大学の世界展開力強化事業(中南米)」プログ

ラムが文科省に採択され、対外的にも大きな宣伝材料となった。

（http://www.nanzan-u.ac.jp/Topics/195/195_01.html）。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 上記のプログラムを活用し、さらに多彩な活動を考案し、本学科

の特徴を打ち出していく。 

国際教育セン

ター 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 入学してくる学生の出身が東海地域に集中し、なかなか「全国

区」の仲間入りができないのは残念である。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 オープンキャンパスなどを活用し、本学科の PRに努めたい。 

模擬授業、出前授業、学科説明会などに積極的に参加し、学科の

魅力を説き学科のプレゼンスが周知されるようにする。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2015年度フランス学科自己点検・評価報告書 

 

フランス学科長 ダヴィッド・クーロン 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2017 年改組に向けて、学科の理念・目的の見直しを行う必要が

ある。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 学部によって設置された改組を検討する委員会で新しい学部の理

念の検討がおこなわれてきたが、学科でも学科の理念・目的を明

確化するための検討がおこなわれ、フランス語の運用能力の修得

を基礎に地域研究をおこなうという目標は維持しながら、地域研

究の内実を検討し、フランスの文化と社会という二つの側面を教

育・研究する学科であるという点を明確化した。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 外部に向けて学科の理念・目的を広く広報するためのホームペー

ジの更新を継続的におこなっている。 

 

1-3-2 ３つのポリシーの適切性に関する検証を学科会議において継続的

におこなっている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 推薦入試の面接の応答で学科の理念・目的を明確に認識している

受験生が多くなっている。これは推薦入試という特殊性もあると

思われるが、大学の広報やホームページによる広報がある程度効

果をあげている証左であるように思われる。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  

 

 

82



３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 学科を文化と社会という二つのコースに明確に分離した改組の理

念を実際の教育でも実践し、またそれを受験生にも周知させる努

力が必要である。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 科目名のみならず、その内容についても学科内で詳細に検討・議

論をおこなう。 

 

3-2-2 二つのコースに分離した意図を明確に受験生に広報する。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

・教員に求める能力・資質等を明確にするとともに、教員の資質の向上を図るための方策

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 事務負担が一部の学科教員に集中する傾向にある。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 委員を学科構成メンバー全員で均等に負担するよう割り振った。

また負担の大きな委員会業務については、正式に委員に就任した

教員以外の教員も協力して負担を軽減するよう努力した。教育負

担については事務負担とのバランスに配慮しながら、担当コマ数

を決定した。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 役職者として学科教員 1 名が学部長を務めているほか、入試の問

題作成委員に就任している教員も複数存在する。事務負担・教育

負担は依然として大きいが、これは学科だけで解決・対応できる

問題ではないだろう。 

 

1-3-2 改組のための作業に莫大な時間が費やされ、とりわけ若手教員が

動員され、ややもすれば教育・研究が阻害される傾向がある。 

 

 

 

 

83



２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 事務負担の均等化については不完全ながらもある程度実現されて

いる。 

 

2-1-2 外部資金獲得も継続しておこなわれている。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 事務負担・教育負担については常に配慮を怠らないようにしない

と偏る傾向がある。従ってこの点については学科教員全員が常に

意識的であることが必要である。 

 

3-1-2 とりわけ若手教員については過重な事務負担に翻弄されることな

く、研究に専念できる環境をつくる必要がある。若手教員が十分

に教育・研究に専念できる状況を実現しなければならない。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 負担の分散に偏りが生じないように十分留意する。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

A.教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に検

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2017 年改組に向けて、教育目標、学位授与方針および教育課程

の編成・実施方針の全面的な見直しを行う必要がある。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 学部および学科において教育目標、学位授与方針および教育課程  
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の編成・実施方針の検討がおこなわれた。その結果、学科はフラ

ンス社会研究を中心とするコースとフランス文化研究を中心とす

るコースという二つのコースによって構成されるようになった。

学科では以前から履修モデルとしてこの二つの領域の存在を提示

していたが、コースとしてたてることにより、これがより明確化

された。 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 フランス学科の教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施

方針の適切性については、学科会議での検討を継続的におこなっ

ている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当なし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2017 年度の改組における教育目標等は明確化され、履修科目も

ほぼ決定されたが、今後はそれぞれの科目の内容を詳細に検討

し、全体的な教育目標を効率的に実現できるよう努力しなければ

ならない。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 履修科目の内容の詳細な検討を学科会議において継続的におこな

う。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

B.教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 
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1-1-1 「フランス語実習」の引率が学科教員にとって大きな負担となっ

ている。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2017 年度の改組後は「フランス語実習」の運営を外部委託する

ことが検討されているが、教育目標の実現・学生の安全確保の面

からいまだ検討すべき問題は多いので、最終決定にはいたってい

ない。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 フランス語実習について本年度も依然として定員を上回る参加希

望者がいたが、直前のフランスにおけるテロに配慮し、参加決定

者に対して改めて参加の意思を問い，その結果 9 名の辞退者がで

た。 

 

1-3-2 フランス語実習の引率者については従来二名を派遣していたが、

本年度は一名とした。 

 

1-3-3 学生による授業評価アンケート結果の検証をおこない、学科会議

で改善点を議論している、また学部長表彰式における成績優秀者

からの意見聴取をおこない、それをもとに改善点を学科会議で議

論している。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 語学教育にかんしてはフランス語教育振興協会主催の実用フラン

ス語技能検定試験の団体受験を実施し、学生の学習レベルの把握

に努めている。学生にはこの試験の受験をおこなうよう指導して

いるが、毎年（年二回）40名程度の学生が受験をしている。 

 

2-1-2 学生の評価アンケートや意見聴取に基づき、授業改善の措置がお

こなわれている。これは板書・発声の改善といったレベルから，

授業内容そのものの検討・再構築といってレベルにまで渡ってい

る。 

 

2-1-3 フランス語の運用能力の改善については現状に満足せず、常に向

上をめざすよう努力しなければならないことは言うまでもない

が、ＴＣＦや仏検受験の結果を見る限り、現在の体制（授業時間

や担当教員数など）から判断してそれなりの成果があがっている

と考えられる。 

 

 

 

86



2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 フランス語の運用能力の改善については現状に満足せず、常に向

上をめざすよう努力しなければならない。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 授業や課外活動（語劇、シャンソンなど各種コンクール）を通じ

て引き続きフランス語運用能力の向上をめざす。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

C.教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改善に

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 「学生による授業評価アンケート」2014 年度春学期では項目 4〜

18 の評定平均値がフランス学科科目は 4.30 であり、2013 年度春

学期（4.45）と比べやや低下した（根拠資料「学生による授業評

価」のまとめ 2014年度春学期）。 

 

1-1-2 フランス語実習の際に行われた TCF 受験（2015 年 3 月）受験者

34 名のうち 26 名が A2 を、8 名が B1 を取得した。前年度（20 名

が A2、14 名が B1）と比べてやや悪い結果となった（根拠資料 

TCF試験結果）。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 「学生による授業評価アンケート」2015 年度春学期では項目 4〜

18 の評定平均値がフランス学科科目は 4.58 であり、2014 年度春

学期（4.30）と比べやや向上した（根拠資料「学生による授業評

価」のまとめ 2015年度春学期）。 

 

1-2-2 フランス語実習の際に行われた TCF 受験（2016 年 3 月）受験者

25 名のうち 1 名が A1 を、17 名が A2 を、7 名が B1 を取得した。
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前年度（34 名中 26 名が A2、8 名が B1）と比べてやや悪い結果と

なった（根拠資料 TCF試験結果）。 

フランス語運用能力の到達度については各学年それぞれに特殊な

事情があり、一概には、そして年度ごとには評価しがたいが、全

般的には現在の教育体制（必修コマ数、クラス規模等）で実現で

きるレベルとしては妥当なレベルに達していると評価できる。た

だ現状に満足せず，不断にレベル向上の努力をすべきであること

は言うまでもない。 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 フランス語運用能力の獲得を基礎としてフランス地域研究を実践

するための能力も向上させる必要がある。そのもっとも明白な形

の成果は卒業論文であるが、数名の教員によって担当学生の卒業

論文を印刷がおこなわれている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 卒業論文をまとめて印刷することにより新たに卒業論文を準備す

る学生も先輩の成果を参考にすることができるようになってい

る。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 卒業論文の作成に関して学科レベルでの検証システムが必要であ

る。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 卒業論文のレベルをさらに向上させるため、優秀論文の発表会な

どを開催することを検討したい。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 
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≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 留学については、2014 年度の派遣留学生は交換 4 名、認定 8 名

の計 12 名であり、2013 年度（交換 7、推薦 1、認定 12 の計 20

名）よりやや減少した。ただしこれは正規の派遣留学の数字であ

り休学留学者は含まない。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2015 年度の派遣留学生は交換 7 名、認定 7 名の計 14 名であり、

2014 年度（交換 4、認定 8 の計 12 名）より増加した。ただしこ

れは正規の派遣留学の数字であり休学留学者は含まない。留学生

の数については個々の学生の事情もあり、際限なく増加させられ

るわけではないが、教員が学生を啓発する努力はおこたらず、留

学への意欲をたかめるよう常にこころがけている。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 交換留学先としてあらたに École de Management Bretagne 

Atlantique (EMBA)（フランスのカンペール市）が加わった。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 フランス語実習については 2013 年度、2014 年度に引き続き、

2015 年度も日本学生支援機構（JASSO）の奨学金を受けた。その

人数は 10名である。 

 

2-1-2 卒業生の就職については、2015 年度就職統計によるとフランス

学科生の就職率は 94.44％であり、2014 年度の 94.87％に引き続

き高い水準を維持している（根拠資料 キャリア支援室「就職統

計」）。 

 

： École de Management Bretagne Atlantique (EMBA)（フランスの

カンペール市）が新たに交換留学先として加わったことにより留

学のための学生の選択肢が増加した。とりわけこの新提携先はフ

ランス語学習ができるだけではなく、多くの授業が英語によって

おこなわれており、その点では新しいタイプの交換留学の形式と

なり、これまでとは異なった成果が期待できる。実際に学生の関

心は高く、これへの留学希望者の数は多かった。 
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2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 欧州では現在、各地でテロ事件が発生している。留学している学

生は意外にこうした問題への危機意識が希薄である場合があるの

で、学科として留学中の学生に体系的な形で注意を喚起する体制

を構築したい。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 現在，留学中の学生に対して「事務的」な連絡を誰がおこなうか

について必ずしも統一した認識があるわけではないので、これに

ついてコーディネーターを指名し，一元的に問題を扱う体制にす

る。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

・学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施され

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 フランス学科の 2014 年度一般入試について、河合塾統計偏差値

が 52.5 に下がった。 

 

1-1-2 学園内推薦のうち南山高等学校（男子部・女子部）について志願

者ゼロの状態が続いている。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2016 年度の 11 月試験の志願者は 14 名であり（2015 年度は 18

名）、前年度よりやや減少した（根拠資料 「2016 年度（平成 28

年度）入学試験総括表＜1 年次入学＞」）。2016 年度の一般入試志

願者は 616 名であり（2015 年度は 592 名）、こちらも前年度に比

べやや増加した（根拠資料 「2016 年度（平成 28 年度）入学試

験総括表＜1年次入学＞」）。 

 

1-2-2 また、学園内推薦のうち南山高等学校（男子部・女子部）につい  

90



ては、2012 年度入試より被推薦者資格を見直したにもかかわら

ず依然として志願者が少ない状態が続いており、2016 年度に志

願者が 1名であった。 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2016年度入試において全学統一入試の個別学力型を導入した。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 2016 年度入試において全学統一入試の個別学力型を導入するこ

とにより、この入試種別の受験者が 145 名となり、その結果、

2016 年度の一般入試・全学統一・センター入試の志望者数総計

は 616名となり、昨年度（592名）より 24名増加した。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 2017 年度に改組をおこなうため 2016 年度に特化した対策を考え

ることは有効ではない。むしろ 2017 年度改組のための検討（カ

リキュラム内容の細部）や広報を充填的におこなう必要がある。 

 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 志願者増加のための広報活動を更に充実させる。  

3-1-2 大学のオープンキャンパスでの広報を充実させる。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2016 年度にはオープンキャンパスは二日にわたっておこなわれ

ることになっている。この行事に学科として積極的に関与する。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2015年度ドイツ学科自己点検・評価報告書 

 

ドイツ学科長 太田 達也 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学科独自のホームページの閲覧者数は、現在のところ、さほど多

くない。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 ホームページの閲覧者数（月平均）は前年度に比べて約二倍に増

えたが、恒常的に閲覧されているわけではない。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 3 つのポリシーの妥当性、および、適切に実現されているかにつ

いては、学科会議で毎年検証を行っている。 

 

1-3-2 学科会議以外の教員ミーティングでも、ドイツ学科の理念・目的

の適切性について議論を重ね、検証を行っている。 

 

1-3-3 「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」を定め、南山大学 Web サイトを通して社会

へ、とりわけ受験生に対して入試要項別冊子に掲載して、周知を

図っている。（根拠資料：大学 Web ページ 外国語学部ドイツ学科 

http://www.nanzan-u.ac.jp/Dept/fg/policy.html） 

学長室 

入試課 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 定期的に開催している学科会議は、理念・目的の適切性を検証す

る良い機会となっている。 

 

2-1-2 学科会議以外の教員ミーティングも、理念・目的の適切性を検証

するうえで重要な情報交換の場として機能している。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 非常勤教員との教育理念共有の場をできる限り多く設ける。  
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３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 学科独自のホームページがまだまだ恒常的に利用されているとは

言い難い。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 どのようにしたら学科のホームページをより恒常的に閲覧しても

らうことができるか、実際にいくつかの方策を実施しつつ、より

効果的な方法を模索する。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

・教員に求める能力・資質等を明確にするとともに、教員の資質の向上を図るための方策

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 言語教育についての理念について、必ずしも全学科教員で共通の

認識があるわけではない。 

 

1-1-2 学会発表や論文・著書の執筆などの研究成果物の数については、

教員によってバラツキがある。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 言語教育についての信念は教員間により差はあるが、教育実践に

おいては意思統一が図られている。 

 

1-2-2 教員間にバラツキはあるものの、一定の研究成果はあげている。  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 ドイツの社会事情などの専門家を招いて、教育・研究に関する講

演会を開催し、学科教員がこれに参加した。 

 

1-3-2 地域研究センターとの共同企画として異文化コミュニケーション

の専門家を招いた講演会を開催し、学科教員がこれに参加した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 
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2-1-1 教育の資質については、定期的に行っている授業内容に関する協

議を通じて、互いに他の教員の授業方法を知る機会を持ち、自ら

の教育力の向上に役立っている。 

 

2-1-2 日本独文学会主催のドイツ語教授法ゼミナールに、専任教員 1

名、非常勤教員 3 名が参加し、教育方法に関する深い知見を得る

に至った。 

 

2-1-3 日本独文学会主催のドイツ語教員養成・研修講座に、非常勤教員

2 名が参加しており、これもまた教育方法に関する深い知見を得

る良い機会となっている。 

 

2-1-4 オーストリア政府公認ドイツ語能力検定試験の試験官資格講習に

専任教員 3 名、非常勤講師 5 名が参加し、ドイツ語教育能力が大

いに促進された。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 言語教育等の専門家を招いた講演会を開催し、学科教員の資質向

上につとめる。 

 

2-2-2 ゲーテ・インスティトゥートの試験官資格講習に専任教員、非常

勤教員が参加し、ドイツ語教育能力のさらなる向上につとめる。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 一部の教員に仕事の負担が集中しがちであるため、研究活動に支

障をきたす恐れがある。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 留学から帰国した教員 1 名が業務に復帰するため、負担の分散を

はかり、全教員の研究活動に支障がないようつとめる。 

 

3-2-2 ただし秋学期については、教員 1 名が留学するため、負担の分散

に偏りが生じないように十分留意する。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

A.教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に検

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 
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1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 クォーター制を視野に入れた改革を具体的に考えていかねばなら

ない。 
教務課 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 クォーター制を視野に入れた新カリキュラムの素案を作成した。 教務課 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切

性については、定期的な学科会議において検証を行っている。 

 

1-3-2 学科会議以外の教員ミーティングにおいても、適切性について議

論を重ね、検証を行っている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 定期的に開催している学科会議は、教育目標、学位授与方針およ

び教育課程の編成・実施方針の適切性を検証する良い機会となっ

ている。 

 

2-1-2 学科会議以外の教員ミーティングも、適切性を検証するうえで重

要な情報交換の場として機能している。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 新カリキュラムが実際の運営においてうまく機能するかどうか、

十分にシミュレーションを行う必要がある。 
教務課 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 非常勤講師については、いわゆる「5 年雇い止め」ルールを適用

することを視野に、教員不足にならないよう配慮する必要があ

る。 

教務課 

人事課 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 
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3-2-1 長期的な非常勤講師委嘱案を早めに作成し、大学・非常勤講師の

双方にとって不利益の生じないかたちで、非常勤人事をすすめる

ようにつとめる。 

教務課 

人事課 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

B.教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 Kreis 等の学生団体により、上級生の持っている情報が下級生に

多少は共有されるようになってきているとはいえ、まだまだ十分

ではない。 

 

1-1-2 同じ相談内容を抱えた複数の学生が教員のところにバラバラに来

るために、教員にとって個別面談にとられる時間が長くなってい

る。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 Kreisは定期的に催しを行い、一定数の参加者があった。  

1-2-2 同じ相談内容を抱えた複数の学生が教員のところにバラバラに来

るために、教員にとって個別面談にとられる時間が長くなってい

るという状況は、前年度からあまり改善されていない。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学科開講の授業に関しては、「『学生による授業評価』のまとめ」

によるならば、教員の授業運営や授業全体に関する 15 の設問項

目の 5 段階評価の平均値が、2015 年度春学期は 4.43、2015 年度

秋学期は 4.59 であり、総じて学生から高い評価を得ていると言

える。（根拠資料：「『学生による授業評価』のまとめ」の集計資

料） 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 ヨーロッパ言語共通参照枠をベースとしたドイツ語能力の育成を

行い、その結果として多くの学生が、これに準拠した試験に合格

している。（ゲーテ・インスティトゥートの試験では、A2 受験者

39名中 6名が合格、31名が部分合格。B1受験者 38名中 8名が

合格、28名が部分合格。） 
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2-1-2 ドイツ語授業およびドイツ事情を内容とする授業を通して学生の

ドイツ語圏への関心を喚起した結果、ドイツへの留学者が、長

期・短期あわせて少なくとも 13名いた（「ドイツ語実習」参加者

を除く。）。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 ドイツ語関連のスピーチ・コンテストや検定試験受験のサポート

を積極的に行う。 

 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 留学に向けての相談などは同じ相談内容であることが多いが、複

数の学生が特定の教員のところにバラバラに来る状況である。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 「留学相談会」などの催しを開催することで、学生サポートの効

率化を図る。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

C.教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改善に

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 交換留学については、毎年必ず、提携先のドイツ語圏の大学に学

生を派遣できるようにすべきである。 

 

1-1-2 DAAD（ドイツ学術交流会）の奨学金受給者を毎年、本学科から輩

出したい。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 残念ながら、ベルリン自由大学、バンベルク大学への派遣が見合

わせとなっている。 

国際教育セン

ター 
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1-2-2 DAAD（ドイツ学術交流会）の奨学金公募については、2015 年度

も本学科から複数の学生が合格した。 
 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 ドイツ語教育に関しては、ゲーテ・インスティトゥートのドイツ

語能力検定試験への集団受験を行い、本学科の学生がどのレベル

に達しているかを客観的に把握するよう努めた。 

 

1-3-2 国内および国外の他の大学でどのようなドイツ語教育が行われて

いるかを知る機会が比較的乏しく、他の教育機関の実践を参照す

ることで、より知見を広げることが求められる。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 DAAD（ドイツ学術交流会）の奨学金受給者が、本学科から少なく

とも 2名いた。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 今後も、DAAD 奨学金への応募を積極的に呼びかけ、促進・サポ

ートしていく。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 一部のドイツ語圏協定校への派遣が見送りになっている。 国際教育セン

ター 

3-1-2 その結果、ドイツ語圏の大学への交換留学先の選択肢が少ない。 国際教育セン

ター 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 現在派遣が見送りとなっているベルリン自由大学やバンベルク大

学などの協定校への派遣を確実に行えるようにしたい。 

国際教育セ

ンター 

3-2-2 ドイツ語圏の新たな派遣先大学を開拓する。 国際教育セ

ンター 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 
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≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 3・4 年次の授業については、ドイツ語力を継続的に発展させる

ことができるよう、改善する必要がある。 

 

1-1-2 留学に行かない学生のドイツ語力をさらにアップさせるための改

善が必要である。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 ドイツ語力を継続的に発展させることについては、現状のカリキ

ュラムでは改善できていない。 

 

1-2-2 留学に行かない学生のドイツ語力をさらにアップさせることにつ

いても、現状のカリキュラムでは改善できていない。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 ヨーロッパ言語共通参照枠をベースとした、質の高いドイツ語教

育が実現できている。 

 

1-3-2 各種ドイツ語能力検定試験でも高い成果をあげている。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 「ドイツ語実習」では、現地に向かう前から事前授業に参加する

とともに、文化・社会についての事前調査に積極的に取り組み、

本実習はドイツ語・ドイツ事情の勉学の動機づけになっている。 

 

2-1-2 ドイツ総領事館や DAADの協力のもとで例年開催している「ドイ

ツ語弁論大会」「ドイツ語暗誦大会」において、ともに本学科生

が 1位となった。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 ドイツ語教育およびドイツ事情に関する授業とも、さらに質を向

上させ、学習者中心の授業運営としていく。 

 

2-2-2 学生の授業外での支援についても一層充実させる。  
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３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 3・4 年次では、一部の学生において、ドイツ語の継続的学習が

あまりなされていない。 

 

3-1-2 留学に行かない学生に対するドイツ語学習の授業外サポートをよ

り改善する必要がある。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 3・4 年次においてもドイツ語の学習を続けるよう、学生に強く

促す。 

 

3-2-2 自律的・継続的な学習ができるよう、個別面談などによる学習支

援を行う。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

・学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施され

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 ドイツ学科の教育内容についての広報がまだまだ不十分である。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 学科独自のホームページで、学科の活動内容を発信することにつ

とめた。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 ドイツ学科の志願者数は、前年度から大きく増加した。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 一般入試の志願者数は、2014 年度が 164 名に対し、2015 年度は

203名と、大幅に増加した。 

 

2-1-2 全学統一（センター併用）の志願者数は、2014 年度が 149 名、  
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2015年度は 176 名と、大幅に増加した。 

2-1-2 センター利用（3 教科型）の志願者数は、2014 年度は 74 名に対

し、2015年度は 197 名と、大幅に増加した。 

 

2-1-2 センター利用（5 教科型）の志願者数は、2014 年度は 32 名に対

し、2015年度は 47名と、増加した。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 志願者数が一時的なものとならないよう、より一層、学科の教育

について、外に向けてアピールしていく必要がある 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 学科独自のホームページの活用が未だ十分とは言えない。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 ホームページをより魅力的な内容にするよう、学科内で議論して

方向性を定め、改善につとめる。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2015年度アジア学科自己点検・評価報告書 

 

アジア学科長 森山 幹弘 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 過去 5 回の言語実習に参加した学生に対し、事後の学習において

充分に彼らの学修状況を把握し、必要な補足的指導ができていな

い。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善されたか) ※ 

1-2-1 この点についてまず学科会議で、事後の学修状況の把握の必要性

ついて議論した。その議論の中で、言語実習に参加した学生（今

年度は昨年の台湾での実習に参加した学生）を対象として中国語

の語学科目担当教員からそれぞれの学生についての学修状況の報

告を受けた。なお、このような議論と報告を彼らが卒業するまで

毎年一回以上行うこととしていく計画である。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学科の教育理念と目的に沿って、開講科目の不断の見直しを行う

とともに、定例の学科会議（教授会の前に開催、17 回実施し

た）での議論を通じて教員の教育上の改善の姿勢を問うことを通

じて、その理念の実現に近づく努力を続けている。 

 

1-3-2 学科の恒例の行事である新入生オリエンテーション（於多治見修

道院）、インドネシア語スピーチコンテスト、卒業論文判定会

議、卒業パーティーをそれぞれの担当者を中心に、本年度も成功

裏に実施することができた。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 本年度の「アジア言語実習」は３回目のインドネシアでの実習と

なり、大過なく実施することができたとともに、学生が意欲的に

インドネシア語を学び、実践的な語学力が飛躍的に伸びた。参加

学生は中国語とともに２つの言語を同時に学ぶことの重要性を理

解するとともに、複眼的な思考でアジア理解を行おうとしてい

る。 
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2-1-2 言語実習に参加した学生を中心にして中国とインドネシア、台湾

の国費留学に合格する学生の数が一定して得られている（中国６

名、インドネシア５名、台湾２名）とともに、私費留学を含めて

本年度も中国（９名）インドネシア（７名）台湾（２名）マレー

シア（１名）オーストラリア（１名）へ長期に留学する学生を出

している。長期海外留学者は各学年の学生の 3 分の１に相当す

る。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 インドネシアと台湾で隔年実施している「アジア言語実習」につ

いては、現在の実施形態（3 週間、３単位付与）を維持するとと

もに、交流を深めた学生同士のネットワークを維持していくよう

に促すことで、実戦的言語能力を維持させ、さらに高い言語能力

を身につけさせていく。2017 年度に向けて、現在の隔年実施体

制を毎年実施に変更する準備を行い、学生の２言語習得の制度を

整えることにより、学科の教育目標を達成することを目指す。 

 

2-2-2 言語実習を継続して実施するとともに、学科教員による丁寧な留

学指導を継続して実施していく。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 学科の教育の理念を念頭に、2017 年４月からの入学定員の増加

と２専攻の設置に向けて具体的な検討を進める。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学科における議論の時間を十分に確保し、次年度の改革に向けた

議論を尽くす。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

・教員に求める能力・資質等を明確にするとともに、教員の資質の向上を図るための方策

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 本年度は学科の教員において充分に研究成果が公刊できていなか

った。 
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2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善されたか) ※ 

1-2-1 研究成果を全く公刊できていない教員が２名おり、充分に改善さ

れたとは言えなかった。一方、その他の教員については昨年度と

比較して研究成果が出され、改善を見た。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 本年度も本学科の教員は、引き続き自らの能力と資質を活かして

教育と研究、および大学の運営とのバランスをとりながら各自が

資質の向上のために努力をした。特に、教育においては少人数の

学科であるので、学生一人一人に丁寧な指導を行うことに努め

た。大学運営については、副学長と図書館長を出し、全学的な大

学運営に貢献した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 昨年度と比較してより多くの研究業績が出された。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 学科長と FD 委員が中心になり、学科の教員に対して機会がある

ときにはこまめに研究活動を奨励する。また科学研究費に学科教

員の全員が申請するように促していく。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 本年度もまた２名の教員が研究成果を公刊しなかった。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 本年度に研究成果が公刊されなかった２名の教員については、将

来的な学科の教育・研究計画及び人事計画と絡めながら、学科長

と FD委員が当該教員に対してアドバイスを行う。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 
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≪教育内容・方法・成果≫ 

A.教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に検

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 アジア学科の教育目標については、学科の３つのポリシーに従

い、学科会議で随時検討を行っているが、体系的な検証を行って

いるとは言えない。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善されたか) ※ 

1-2-1 2017 年度の改組に向けて、２専攻制の議論を行う中で、学科の

３つのポリシーについて、学部将来構想ワーキング・グループの

委員と学科長を中心にして学科会議においてまとまった議論がで

きた。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 2017 年 4 月からの改組に向けて、具体的な議論ができた。カリ

キュラムの再編成、クォーター制に向けての授業運営の方法、教

員の新設学部への移籍に伴う採用人事などである。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 2016 年度の最初から、前年度の具体的な改革の議論に沿って、

採用人事を皮切りに、教育課程の再編の具体的な作業を進めてい

く。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  
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2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

B.教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善されたか) ※ 

1-2-1 該当なし。  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 定期的に開催している学科会議において、教育課程の編成・実施

方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供できているか、

不断に検討を行っている。 

 

1-3-2 本年度も継続して、東アジアと東南アジアについての地域研究を

行う「学科科目」、専門地域の枠を越えて人文科学・社会科学に

関する知識を身につける「学部共通科目」を提供している。「学

科科目」においては、1 年次にアジア学入門と位置付ける科目、

2 年次にアジアに関する基礎知識修得をめざす科目、3・4 年次に

専門的知識を修得できるように組まれており、修得した知識を有

機的に接合し、理解を深め、思考力を発展させるように編成され

ており、各課程にふさわしい教育内容を提供している。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当なし。  
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３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 インドネシア語の会話の授業の運営について、教育課程に相応し

い内容の授業を提供できていないことに対して、学生からの不満

の声が聞かれる。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 次年度に向けてインドネシア語の会話の授業の運営について担当

者（専任及び非常勤）と、インドネシア語教育のコーディネータ

ーが問題点を共有し、具体的な改善方策を検討し、次年度の授業

内容に反映させる。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

C.教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改善に

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 「アジア言語実習」に関しては、過去 5 回ともに、実習の前と後

で学生の作文能力、スピーチ能力を測っているが、その結果を教

育課程や教育内容・方法の改善に結びつけることは具体的には行

っていない。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善されたか) ※ 

1-2-1 本年度においても、具体的に教育内容・方法の改善に結びつける

取り組みを行うことはできなかった。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 語学教育については、中国語検定、HSK（中国政府公認の中国語

資格試験）の受験を推奨している。インドネシア語検定試験につ

いては、その信頼度について十分でないと判断されるため、その

受験は学生の自由に任せている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし。  
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2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当なし。  

 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 言語実習の結果を教育課程等の改善に結びつけられていない。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 当該外国語の中級上級科目の履修を促す。  

3-2-2 言語実習で身についた能力をさらに伸長させられる教授方法を 

教員間で検討する。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 すべての学生の語学力が学科の教育目標に到達しているとは言え

ない。またアジアの歴史や現在の社会政治に対する理解も不足し

ている学生がいる。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善されたか) ※ 

1-2-1 どの程度改善されたか、具体的な数値によって説明することは難

しい。主観的な評価としては、本年度において明瞭に改善された

とは言い難いが、学科教員間でこの現状について共有するととも

に、その改善について議論を行い、昨年と同様にアジア理解が不

足している学生に対しては、ゼミを中心にして指導を行った。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学力が不足していたり、やる気を失っている学生に対しては、本

年度においても学科会議で情報を共有し学科全体で指導すること

ができた。 
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２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 今年度もすべての卒業論文をゼミ担当者全員で判定した。論文の

執筆に際しては、中国語もしくはインドネシア語、あるいは韓国

語などのアジアの言語で書かれた資料を使うことを義務づけてお

り、今年度もすべての卒業論文はその条件を満たした。学科の教

育目標に沿った成果が上がっていると言える。 

 

2-1-2 第 8 回目となるインドネシア語スピーチコンテストを南山大学に

おいて実施し、学生の動機付けができたとともに、本年度も昨年

度に続き優勝者をアジア学科から出すことができた。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 次年度も継続して丁寧に学生の卒論指導を行うとともに、外国語

教育だけでなく、アジアの諸問題に対する理解ができるように１

年次からゼミを通じて指導を行う。 

 

2-2-2 インドネシア語スピーチコンテストへの出場を今年度も促すとと

もに、中国語のスピーチコンテストに出場するように促し、語学

学習に対する動機付けを行う。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 学科教員の丁寧な指導により改善の傾向は認められるが、すべて

の学生の語学力が学科の教育目標に到達しているとは言えない。

またアジアの歴史や現在の社会政治に対する理解も不足している

学生がいる。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 次年度も継続して、学科が目標としている語学レベルに達してい

ない学生に対しては、語学科目の担当教員が具体的な方法を示

し、指導を行っていく。アジア理解が不足している学生に対して

は、１年次からのゼミを中心にしたより丁寧な指導を行うことを

指導教員によって実施する。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 
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≪学生の受け入れ≫ 

・学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施され

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 11 月入試で充分に入学者を確保できなかった。それにより、定

員を確保するために一般入試の最低点を下げざるを得なかった。 

 

1-1-2 志願者が減少した。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善されたか) ※ 

1-2-1 11 月の推薦入試においては、本年度も学園内から十分な志願者

を集めることができなかった。しかし指定校推薦の対象校を見直

した効果があり、例年よりも志願者及び入学者が増加した。それ

により、一般入試の合格最低点については、昨年度よりも高い点

数とすることができた。 

 

1-2-2 一般入試については、全学統一入試の制度改革により志願者が増

加したとともに、他の入試種別についても志願者が増加した。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学園内高校の受け入れ人数を変更することは容易ではないため、

本年度も昨年に引き続き、入試課と相談しながら丁寧に入試の分

析を行い指定校を見直した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 指定校を見直したことにより、志願者と入学者が増加した。  

2-1-2 全体として一般入試の志願者が増加した。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 継続して入試結果を丁寧に分析し、必要であれば指定校の見直し

を実施する。 

 

2-2-2 2017 年度の改革を見据えて、オープンキャンパス、模擬授業、

高校訪問などの広報活動を一層精力的に実施し、志願者増を目指

していく。 
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３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

以上 
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2015年度経済学部自己点検・評価報告書 

 

経済学部長 阪本 俊生 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2017 年度に導入されるクォーター制に対応し、それを積極的に

活用した、より質の高い教育を目指す教育体制およびカリキュラ

ム編成案の策定。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 経済学部教授会(7 月 29 日)において、経済学部 2017 年度カリキ

ュラム改正に関する第 2 次ワーキング・グループ(WG) 中間報告

が承認され、また経済学部研修会(9 月 2 日)において、カリキュ

ラム改正(クォーター制対応を含む)について検討し、教授会(9

月 9 日)において最終報告が承認された。また、カリキュラム改

正に関する第 3 次ワーキング・グループが設置され、教授会(3

月 10日)において中間報告がおこなわれた。 

 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 国際化推進のため、短期留学プログラムを実施し(2 月 17 日～3

月 13日)、27名が参加した。 

 

1-3-2 2017 年度クォーター制導入および新カリキュラム体制にともな

い新年度の教務関係業務や日程等の変更の可能性もあるため、

2017 年度の新入生オリエンテーション合宿は見合わせる方向で

議論をおこなった。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 経済学部のウェブページのリューアルをおこなった。  

2-1-2 授業時間外学修時間および能力別クラスに関するアンケートを新

たに実施した。 

 

2-1-3 学部長表彰式において、2 年次以上の各学年の成績優秀者と懇談

し、学部の教育のあり方やその他の学部運営についての意見聴取

をおこない、参考となる意見を教授会(7月 8日)で報告した。 
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2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 短期留学プログラムの学生の報告会を実施すること。  

2-2-2 短期留学プログラムを今後も継続すること。  

2-2-3 また短期留学プログラムを科目として設け、単位化すること。  

2-2-4 経済学部のウェブページの運用・活用方法を検討すること。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 カリキュラム改正およびクォーター制の導入も踏まえて、経済学

部の 3つのポリシーの修正や見直しの必要がある。 

短期留学プログラムについて、今年度の実施状況について検証

し、その経験と反省をふまえて改善すること。 

 

3-1-2 新入生オリエンテーション合宿を今後どうするか検討が必要。廃

止するとすれば、その代替となるものを考慮する必要がある。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 経済学部の 3つのポリシーの修正および改善をおこなうこと。  

3-2-2 新入生オリエンテーション合宿の今後の扱いについて、学部研修

会等を通じて検討すること。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

・教員に求める能力・資質等を明確にするとともに、教員の資質の向上を図るための方策

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学部研修会において、経済学部教員の専門分野の明確化について

議論を行い、取扱要領を制定することとした。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 経済学部教員の専攻分野判定に係る取扱要領については、前年度  
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の教授会(2015 年 3 月 4 日)で継続審議となったが、2017 年度か

らのカリキュラムの改正ともかかわることから、カリキュラムの

議論をふまえつつ教授会や研修会において慎重に検討を進める。 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 国際経済政策論および金融論の教員、計 2 名を 2016 年 4 月 1 日

付けで新規任用することが決まった。 

 

1-3-2 学部教員の研究業績については、経済学部独自の教員評価システ

ムを通じて、毎年検証を行っている。このシステムにより、昨年

度までの研究業績が基準に満たない 4 名の教員のうち、留学中の

1 名を除く 3 名について、それぞれに面談をおこない、事情を聞

くとともに基準を満たすための方策について説明を求め、報告書

を提出させた。留学中の 1 名については論文執筆中である旨の連

絡を受けている。 

 

1-3-3 カリキュラム改正に関する第 3 次ワーキング・グループ中間報告

が教授会(3 月 10 日)において、今後のカリキュラムとの関連で

今後の人事の進め方も審議された。 

 

 教員の来年度の 9 月からの留学願い書が提出され、手続きが開始

された。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 経済学部研修会(9 月 2 日)において、「経済学部の教員評価の基

準と実施体制に係る内規」の見直しをおこない、昇格や再任用の

際、授業改善や授業評価も参考にする条項を追加した。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 カリキュラム改正に関する第 3 次ワーキング・グループの最終報

告をおこない、2017 年度以降の科目と教員の組織のビジョンを

提示すること。 

 

2-2-2 新任用および昇格人事を通じて、2017 年度以降の経済学部の教

育・研究体制を完成させること。具体的には退職する 2 名の教員

の後任人事および新たに追加する 2 名の教員の人事を進めるこ

と。 

 

2-2-3 2015 年 3 月 11 日の教授会で承認された、「経済学部教員の専攻

分野判定に係る取扱要領」を適用しつつ、科目担当や人事を進め

ること。 
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2-2-3 留学予定教員の留学手続きを進めること。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 大学の諸規程の改定(再任用の制度や定年制の変更等)およびカリ

キュラム改正にともない、「経済学部における教員評価の基準と

実施体制に係る内規」を見直す必要がある。 

大学全体 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 「経済学部における教員評価の基準と実施体制に係る内規」を大

学の現状に則したかたちで改定する。 

大学全体 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

A.教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に検

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 なし  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 なし  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 「カリキュラム改正のためのワーキング・グループ（第 2 次）」

の最終報告を受け、引継ぎ事項を検討するための第 3 次ワーキン

グ・グループを発足させた。また、2017 年度以降の科目の設

置・編成に関して検討を行った。 

 

1-3-2 経済学部研修会において、毎年検討を行っている。今年度は、ク

ォーター制度化における経済演習のあり方等について議論され

た。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 
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2-1-1 経済学部の 2017 年度以降のカリキュラム・ツリーを作成し、教

授会(6 月 3日)において承認された。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 なし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 なし  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 なし  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

B.教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 なし  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 なし  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学生の語学能力の向上を図るため、2016 年 2 月 17 日から 3 月 13

日までのグリフィス大学（オーストラリア）への短期留学プログ

ラムを企画し、希望者の中から成績によって 27 名を選抜して派

遣した。 

 

1-3-2 留学プログラムの中に、異文化を学んだり現地学生と交流した

り、証券取引所を見学するなどのアクティビティを設けた。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 
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1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 財務省東海財務局からの寄付講座が今年度より開設された。当該

講座については経済学部独自で授業評価アンケートを行った。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 授業評価アンケートの結果を財務省東海財務局に伝え、改善事項

について検討していくことを予定している。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 語学能力の向上を計測する手段を講じていなかったため、留学の

効果が計測しづらい。 

 

3-1-2 アクティビティ全体の中で経済分野のものが少なく、学生も、留

学先において経済学部生としてするべき学習を認識しづらい。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 留学の前と後に TOEIC など語学検定を受けるよう、学生に促す。  

3-2-2 経済学部としての短期留学プログラムの目的を見直し、経済分野

のアクティビティを増やすことを検討する。 

 

3-2-3 帰国報告会を開催し、現地での経験を聴取する。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

C.教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改善に

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 「学生生活アンケート」の内容に，不十分な点が FD 研修会で指

摘された。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

117



1-2-1 (1)学生に学部の教育方針を周知させるための資料を，年度初め

に，演習クラスを通じて配布した。(2)能力別クラスの授業レベ

ルの適否については，「学生生活アンケート」に含めるととも

に，6月に別途アンケート調査を行った。 

 

1-2-2 「学生生活アンケート」の自由記述欄に具体的項目が設けられ、

集計結果が報告された。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 「学生生活アンケート」の項目を整理し，マークシート方式とし

た。また，自由記述欄も記入しやすくした。 

 

1-3-2 「学生生活アンケート」に，ＤＰを具体的に理解して学生生活に

望んだかの項目を追加した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 「学生生活アンケート」実施が徹底され、回収率が 77.7％と過

去最高であった。 

 

2-1-2 「学生生活アンケート」の自由記述欄を記入しやすくしたため，

約半数の学生が記入した。 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 なし  

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 なし  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 なし  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 
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1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 過去 3 年間の「学生生活アンケート」から、社会人となることに

ついての意気込みは、男女ともに 10％程度低下している。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 社会人となる意気込みについて、高いと回答した学生の割合が昨

年度の 77％から一昨年度（83％）を上回る 85％に上昇した。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 なし  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 本年度、就職協定の変更で企業の面接が 8月以降に開始となった

にもかかわらず、希望業種での内定が前年度の 42.8％から

57.3％に上昇した（『学生生活とその成果に関するアンケート』

より）。 

 

2-1-2 ゼミナールで年度初めに教育目標に関する周知を行った結果、今

年度は人間性が身についた（84％）、知識が身についた

（71.4％）、論理的思考力や表現力が身についた（77.7％）と高

い回答が得られた。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 なし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 なし  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 なし  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。
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≪学生の受け入れ≫ 

・学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施され

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学園内指定校推薦の定員と志願者数にミスマッチがある。  

1-1-2 昨年度、一般入試 B 方式の定員を増やした（+5 名）にもかかわ

らず、同方式で志願者数が減少した。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 聖霊高校と国際高校から推薦枠と一致する推薦があり，昨年の 5

名に対して，総計で 7名の推薦があった。 

 

1-2-2 昨年度 300 名を下回った B 方式の志願者は，今年度は，一昨年水

準に回復し，400名を上回った。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 なし  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 なし  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 なし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 なし  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 なし  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

以上 
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2015年度経営学部自己点検・評価報告書 

 

経営学部長 赤壁 弘康 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2017 年度までに求められている文部科学省の勧告やクォーター

制導入に対応すべく、経営学部「3 つのポリシー」のそれぞれを

有機的に関連付けるような改訂案を学部自己点検・評価委員会の

下で作成・協議し、あわせてカリキュラム・ツリー等のカリキュ

ラムの可視化にも着手する。素案が固まり次第（早ければ 2015

年度中には）、教授会で審議を始める。 

 

1-1-2 産学連携や学外プロジェクト参加等、学生の主体的な学びを促進

しようとする意欲的な教員の取り組みを支援するために、学部学

生の研究活動費の一部を南山大学経営学会から援助する。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 経営学部自己点検・評価委員会を 4 回開催し、1-1-1 の検討事項

を協議した。カリキュラム・ツリーの原案を教授会で審議し、承

認された。2017 年度のクォーター制導入に対応したカリキュラ

ムに関連した検討事項は、素案をそのつど教授会で開示するとと

もに、2016 年度教授会への継続審議事項としている。 

 

1-2-2 学生の主体的な学びを促進するための援助は実際に支出され、学

生の主体的な学びを促進しようとする意欲的な教員の取り組みを

支援した。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 「3 つのポリシー」・カリキュラム可視化については、クォータ

ー制導入をにらんで、学部自己点検・評価委員会で継続して協議

し、教授会で審議することにした。 

 

1-3-2 1-1-2 の学生の主体的な学びを促進するための援助ほかに、経営

学部教育功労顕彰を 2015 年に新設し、教授会において意欲的な

教員の取り組みを顕彰した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 
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2-1-1 学生の主体的な学びを促進しようとする意欲的な教員の取り組み

を支援するための援助（南山大学経営学会） 

 

2-1-2 経営学部教育功労顕彰制度を発足し、第 1回顕彰を実施した。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 特になし。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

・教員に求める能力・資質等を明確にするとともに、教員の資質の向上を図るための方策

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2014 年度に留学を予定していた教員がタイムリミットまでに受

け入れ先機関を見つけることができなかったため、出発を 2015

年に延ばさざるを得なかった。学部全体として留学・研究休暇等

を計画的に取得できるようにするため、中長期的な視点から人事

計画表を作成し、大学に人事計画表を提出した後、学部自己点

検・評価委員会や学部懇談会を通じて可能な範囲内で情報を共有

するようにしたい。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2015 年度留学中の教員は留学延長を願い出て認められた。これ

とは別に、2016 年度に留学 1 件が新たに認められ、留学・研究

休暇の取得が計画的に行われるようになった。 
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3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 留学・研究休暇、任期延長等の学部人事計画は、はじめに学部人

事委員会で協議したうえ、学部自己点検・評価委員会、学部懇談

会で意見聴取・情報共有したのち、適切な時期に教授会で審議し

ている。 

 

1-3-2 2017 年に予定されている学部入学定員増に伴う教員配置の変動

について、学部の基本方針を学部懇談会で協議し、可能な範囲で

情報共有した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 学部人事委員会、自己点検・評価委員会、学部懇談会を適宜開催

し、任期延長・留学・研究休暇をはじめとした人事計画について

協議することによって、人事計画を計画的に策定している。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 2016 年度も学部人事委員会、自己点検・評価委員会、学部懇談

会を適宜開催することによって人事計画を進める。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2015 年度の将来構想委員会等で入学定員増に伴う教員配置の見

直し案が協議の俎上に上ったが、具体的な内容・対応に関しては

次年度に持ち越されることになった。2017 年度に教員配置の変

動が生じる場合、授業分担等の適切性が確保されるよう計画する

必要がある。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2017 年度の学部入学定員増が承認されることを前提にした場

合、完成年度の 2021 年度以降の中・長期人事計画の策定に 2016

年度から計画的に取り組む必要がある。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

A.教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に検

証を行っているか。 
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１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 経営学部「3 つのポリシー」のアドミッション・ポリシー、カリ

キュラム・ポリシーが最終的にディプロマ・ポリシーに結実する

よう、有機的に関連付けられるように改訂作業を進める。これと

同時に、カリキュラムの可視化にも取り組む。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 現行カリキュラムの下でのカリキュラム・ツリーは教授会の審議

の結果すでに策定済みである。3 つのポリシーの見直しについて

は、2017 年度のクォーター制の実施を前提に、継続して協議す

ることになった。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 現行カリキュラムの下でのカリキュラム・ツリーは決定済み  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 文科省の指導とクォーター制の実施を前提にした 3 つのポリシー

（アドミッション・ポリシー、これと連動したカリキュラム・ポ

リシー、ディプロマ・ポリシー）の改訂 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2015年度は特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2017 年のクォーター制の導入に対応した 3 つのポリシーの改正

案を検討し、確定する。この点に関しては、学部自己点検・評価

委員会を中心に協議し、教授会で審議する。 
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※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

B.教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 1 年次の多人数科目をなくし教育効果を向上させる目的で、経営

学部専任教員が担当する 1 年次開講基礎科目のうち、1 人担当と

して残った経営学総論Ⅰ・Ⅱを同一セメスター複数開講とする。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 経営学総論Ⅰ・Ⅱの同一セメスター複数開講はすでに実現済み。

これによって 1 年次基礎科目は複数担当となって、多人数科目を

なくし教育効果を向上させることができるようになった。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学部 FD 活動をより活発におこなった。2015 年度は、特に、アク

ティブ・ラーニングに関する他大学の取り組みを講演してもら

い、ノウハウ・情報の共有化を行った。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 上記 1-2-1 で述べた改善によって、すべての 1 年次基礎科目は、

経営学部専任教員による同一セメスター複数担当開講とすること

ができた。こうした開講努力によって、1 年次の多人数科目をな

くし初年時の教育効果を向上させることができた。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 1 年次の基礎科目は 1-2-1 で述べた改善によって、教育効果を上

げる努力が実を結んだ。しかし、2 年次以上の経営学部基本科目

他学部教授会 

教務委員会 
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（いわゆる 4 コア科目）のなかには、他学部生の履修が多数に上

るものがあり、図らずも、担当教員の努力ではいかんともしがた

いマスプロ講義となっている。これら経営学部基本科目が他学部

での学科科目に指定されていて、経営学部の判断・開講方針を直

ちに反映させることが困難な場合には、当該学部でできるだけ主

体的に開講していただくようお願いしたい。 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 経営学部教務委員・時間割委員を窓口として、引き続き他学部教

務委員・時間割委員と協議する。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

C.教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改善に

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 経営学部は、教育内容の改善のためには、計画的な研究活動が不

可欠であると考える。教員の研究活動に関しては、学部教員評価

委員会で全教員研究業績の評価を行っており、学部基準に抵触し

た教員には研究改善計画書を提出してもらった。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 上記 1-3-1 で提出された研究改善計画が遂行されていることの確

認は、次年度の学部教員評価委員会で行うことになる。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策 ※ 
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(もしあれば) 

2-2-1 2016 年 5 月 17 日に開催された学部教員評価委員会において、ビ

ジネス研究科所属教員を含め全教員が学部基準に抵触していない

ことが確認され、計画通り研究改善が行われていることが裏付け

られた。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2015年度は特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 特になし。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 将来懸念されることとして、1-3-1 で述べた国際科目群の科目提

供については、担当可能な教員が限られることもあり、学部全体

のカリキュラムによっては毎年開講することがむつかしいことも

起こり得る。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2015年度は従前どおりの開講数を確保することができた。  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし。  
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2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2017 年度のクォーター制導入に伴って、国際科目群担当教員に

負担が集中することのないよう、時間割編成で配慮する必要があ

る。 

時間割編成委

員会 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 担当者との調整機会を担保するため、2017 年度学部時間割編成

をできるだけ早期に策定する。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

・学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施され

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2015 年度の 11 月入試入学者が 81 名に増加したことを受けて、

前年度との比較で、一般入試以下の 2 月入試合格者数を 300 名以

上絞り込んだ。この結果、2015 年度は 268 名の 1 年次入学者を

受け入れることとなり、2 箇年続いた傾向は若干緩和された。こ

の点について、入学者超過傾向は幾分緩和されたものの、2015

年度も本学 6 方式の歩留まり予測を超過している事態には変化が

ない。事態改善のためのもう一段階の方策を学部自己点検・評価

委員会で検討する必要がある。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 推薦入学制度を一部修正することによって、2016 年度 11 月入試

入学者は前年度並みの 78 名となった。この結果、2016 年度入学

者は 253 名となって、入学者超過傾向は一層改善された。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし。  
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２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 推薦入学制度の一部を修正した。また、アドミッション・ポリシ

ーの内容を反映するよう、推薦入学者に対する入学前課題の内容

を修正した。こうした努力が奏功して、2016 年度入学者は 253

名となって、入学者超過傾向はさらに改善された。 

 

2-1-2 志願者の増加を図るため、2017 年度一般入学試験要項で B 方式

の入試科目を改正し、A方式との差別化を明確にした。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 アドミッション・ポリシーの明確化を含め、2017 年度に向けて 3

つのポリシーの改訂作業を実施する。 

 

2-2-2 入学定員の超過が起こらないよう、学部が主体的に実施できる方

策を推進する。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 必要ならば推薦入学制度の見直しをさらに進める。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2015年度法学部自己点検・評価報告書 

 

法学部長 澤登 文治 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 理念・目的を、教員、学生個人に具体化させる作業を継続する。  

1-1-2 「現代社会において生じる様々な問題を的確に理解・把握し、こ

れを整理・分析し、それらの問題に適切に対応し解決する能力」

を培うためには、上記、現代社会におけるフィールドワークなど

を通じて、そのような眼や感覚を要請しなければならない。ま

た、国際的視野から問題を検証する能力を身につけることも必要

である。インターンシップ研修など全学プログラムが本学にはあ

るが、法学部生の参加率はまだまだ低く、現代社会の様相を体験

できるプログラムの準備をすることが必要であることは、教員間

で共有されている。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 「大学案内」や入試説明会、１年生配布のテキスト＆マテリアル

ズの掲載によって、教員、学生個人に具体化させる作業を行って

いるが、例年通りであり特筆すべき変化を設けていない。 

 

1-2-2 能動的、主体的な教育を通じて、理念・目的の徹底を図る教育方

法の試みの促進について、学部自己点検評価委員会において、定

期的な確認及び検証を実施している。本年度は国際海外研修プロ

グラムの実施に向けた準備を行い、インターンシップ科目につい

ても具体的に検討に入った。裁判所見学等も継続的に実施した。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学部の理念・目的の適切性について、認証評価準備の際に検討し

明確にしたものが、「人間の尊厳のためにという倫理観・世界観

をベースにしながら、学生に法律学の基礎的素養を習得させ、現

代社会において生じる様々な問題を的確に理解・把握し、これを

整理・分析し、それらの問題に適切に対応し解決する能力を身に

つけさせる」ことである。この理念・目的に関し、統一的な意識

の教員間における醸成について、学部自己点検評価委員会におい

て、定期的な確認及び検証を実施している。 

 

1-3-2 新入生ガイダンスおよび「ベーシック演習」の機会を利用して、

継続的に徹底を図っている。 
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２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠

を記述してください 

※ 

2-1-1 理念・目的の出発点である「人間の尊厳のために」という教育モ

ットーは、2 年次から共通教育科目である「人間の尊厳」におい

て学ぶ。また、法学部では、1 年次から、基礎的な科目である

「憲法」（全 6 単位）、「民法」（4 単位）、「刑法」（4 単位）を修得

させ、かつ、基礎的な学習のためのスキルを学ぶことができるよ

うに、少人数の「ベーシック演習」を配置している。これによっ

て 4 年間の学生生活の基礎をなす学習姿勢や技術及び人間関係を

構築することが可能となっている。 

 

2-1-2 現代社会における諸問題に対する理解、分析、解決のための能力

の養成の一助として、現場を知るため裁判所見学・刑務所参観な

どを実施している。 

 

2-1-3 本年度も、一般企業への就職（178 名）、そして公務員試験合

格・就職（44 名）、大学院進学（5 名）など、多様な卒業生を輩

出することができ、理念・目的の効果が実証されている。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 学部自己点検評価委員会などにおいて、適宜、検証していく。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 理念・目的を、教員、学生個人に具体化させる作業を継続する。  

3-1-2 「現代社会において生じる様々な問題を的確に理解・把握し、こ

れを整理・分析し、それらの問題に適切に対応し解決する能力」

を培うためには、上記、現代社会におけるフィールドワークなど

を通じて、そのような眼や感覚を要請しなければならない。ま

た、国際的視野から問題を検証する能力を身につけることも必要

である。これら、現代社会の様相を体験できるプログラムを、よ

り発展的に設定することが求められる。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 「大学案内」や入試説明会での説明の仕方について統一的な意識

を教員間で醸成する。教員の指導を通じて、この掲載をより実質

化していく方策を検証していく。 
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3-2-2 多元的・複眼的視点については、単なる座学だけではなく、より

能動的、主体的な教育を通じて、理念・目的の徹底を図る教育方

法の試みを検証し、より横断的な体制を構築するために、法学部

独自のインターンシップなどの開発と、海外研修プログラムの充

実化が方策と考える。また、1～4 年次の演習の充実化が検討事

項である。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

・教員に求める能力・資質等を明確にするとともに、教員の資質の向上を図るための方策

を講じているか。 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 法学分野における研究者不足の状態は継続しており、任用が進ま

ない状況にある。また、未補充のポストにつき、どの科目に充て

ていくのか議論が必要なものもある。近々予測される退職者ポス

トの利用の仕方を踏まえながら、必要な科目を決定の上、順次任

用していかなければならない。 

 

1-1-2 教員評価についても、引き続き、教員の研究能力・教育能力の具

体的向上を図る方法を検討しなければならない。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 人事懇談会を開催し、検討の上、適宜、採用人事を行っている。  

1-2-2 「法学部・法務研究科『教員評価』に関する内規」（2008.7.2 法

学部教授会決定）によって、3 年に 1 回の研究活動等の報告を実

施し、能力・資質等に関する理解を深める機会を設定している

（今回は 2010～2012 年度に関する教育研究実績報告）。さらに、

教員の教育の能力向上に関して、学生による授業評価を実施し、

また各授業の成績分布について教授会で明確にしている。その上

で、授業評価が一定基準未満の教員に対して指導・サポートをし

ている。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 全学的な規程である「南山大学教育職員選考規程」（3 条「キリ

スト教的世界観に基づく本学設立の目的並びに使命に協力し、人

格、識見、経歴、教育研究上の能力および業績、学会活動等にお

いて、大学教育職員として十分な素質をそなえる者」であること

を要する）に基づき、法学部では、現在 18 名の教員を配して教
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育を行っている。 

1-3-2 教員に求める能力・資質等を明確にし、教育の資質の向上を図る

ために、FD活動の一環として、研修会等を開催している。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠

を記述してください 

※ 

2-1-1 近年、全国的に実定科目法の教員の任用が困難な中、労働法、国

際法分野について即戦力となる人材を確保できた。刑事訴訟法、

政治学、法哲学、新設科目、任期付教員の人事についても、採用

人事を進めている。 

 

2-1-2 2015 年度には、クウォーター制度移行に伴う授業・演習などに

ついての FD 活動が行われた。このような FD 活動の継続的実施に

よって、学生による授業評価においても、2014 年度科目に関

し、一定基準未満に該当する法学部教員はいなかった。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 採用人事を懇談会を通じて、適宜、検討していく。  

2-2-2 継続的・定期的な FD 活動を行っていく。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 法学分野における研究者不足の状態は継続しており、任用が進ま

ない状況にある。また、未補充のポストにつき、どの科目に充て

ていくのか議論が必要なものもある。近々予測される退職者ポス

トの利用の仕方を踏まえながら、必要な科目を決定の上、順次任

用していかなければならない。 

 

3-1-2 教員評価についても、引き続き、教員の研究能力・教育能力の具

体的向上を図る方法を検討しなければならない。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 法務研究科と連携を取りつつ、ポストの確保をこれまで行い、必

要な人数については確保されてきた。今後は、退職者ポストの利

用の仕方の検討を進め、必要な科目を決定の上、順次任用してく

ことが必要である。教員評価については、さらに能力・資質等の

向上を具体的に図るための方策として、業績記入のない教員への

奨励方法を検討していく。 
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3-2-2 教員・教員組織について、本学法学部の使命・課題等、およびそ

の教員としての能力・資質等について、さらに共通の理解を得る

ことができるよう、継続的・定期的な FD 活動を通じて、実現を

図っていくことが重要である。今後、そのような機会をさらに広

げていくように努める。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

A.教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に検

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 クウォーター制の導入を見据えた検証が必要である。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 「大学の目的に関する規定」第 6 条（法学部は、キリスト教的世

界観に基づく建学の精神に立脚して人間性の涵養につとめるとと

もに、広い教養と関連諸科学の理解に基礎づけられた法的思考の

育成を目標とし、法を中心とした社会的諸現象の体系的研究と実

践的教育を実施して、法の基礎的理論と応用に通ずる人材を養成

し、これに期待する地域社会の強い要請にこたえ、もってわが国

の文化の進展と福祉に寄与することを目的とする）、および、「法

学部 3 つのポリシー」を基準に、法学部では、教育課程の編成・

実施方針を作成し、その適切性については、毎年、そして、本年

度は特にクウォーター制度を見据えて、学部自己点検評価委員会

において検証を行っている。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠

を記述してください 

※ 

2-1-1 教育内容について教育目標・方針に沿って構成されており、特に

伝統的な学問を学ぶ法学部としては十分な内容を構成している。 

 

2-1-2 クウォーター制度を見据えて、教育内容について、継続的に検証

を行った。 

 

2-1-3 クウォーター制度を見据えて、ワーキング・グループを設置する  
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とともに、インターンシップ科目についての検討チームを構成し

た。 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 継続的に、学部自己点検評価委員会、クウォーター制度検討ワー

キング・グループ、インターンシップ科目検討チームなどで、検

証を行っていく。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 クウォーター制の導入を見据えて、継続性を持って具体的な検討

を行うことである。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 教育目標、学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針につい

て、クウォーター制の導入を見据えた検証を、学部自己点検評価

委員会、クウォーター制度検討ワーキング・グループ、インター

ンシップ科目検討チームなどで行っていく。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

B.教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 主体的な参加を促す教育方法については、演習を通じて行ってい

るが、さらに積極性を引き出していく教育方法、また、キャリア

を意識した学習意欲の向上について、将来の自己のキャリア形成

に向けた、より主体的な姿勢を引き出す教育方法を、継続的に模

索する。 

 

1-1-2 法学部生を対象とした、「国際性」を高める教育内容の向上を模

索することが課題である。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 継続的に、キャリア教育の充実化を図り、2 年次のキャリア教育  
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を実施した。講義科目についても、新たな科目の設定などを検討

した。 

1-2-2 海外法文化研修科目を導入した。  

1-2-3 全学と足並みをそろえ、カリキュラムツリーを作成した。  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 編成・実施方針に従い、講義と演習による少人数指導という二本

柱によって、次のような教育を実践している。 

①体系的、系統的、かつ多面的に「法と法律」を学び、確かな法

的スキル（法知識・法技術）を習得させるために、開講年次に配

慮をしながら、基本的な科目だけでなく、発展的な科目を多数配

置するとともに、1~4 年次の各学年に演習を設けている。 

②「人間の尊厳」に裏打ちされた人権センスを涵養するために、

「人間の尊厳」科目の履修を選択必修（4 単位以上）とし、学部

開講科目においてもそれを意識した授業が設けられている。ま

た、「環境法」「少年法」「社会保障法」「ジェンダーと法」などの

「人間の尊厳」に密接に関連する発展的な講義科目を提供してい

る。 

③多元的、複眼的な視点から問題状況を把握できるバランス感覚

を身につけさせるために、各科目においてそれを意識した授業が

なされることは同様であるが、比較的少人数かつ全学年にわたっ

て開講される演習への参加を保証し、きめ細かい双方向指導の中

で、これらの能力を習得できるようにしている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠

を記述してください 

※ 

2-1-1 演習の履修率は高く、1 年次から 4 年次までほぼすべての学生が

ゼミに所属し、4年次の専門演習の履修率も高い。 

 

2-1-2 1 年次の演習の内容は、共通教材『テキスト＆マテリアルズ』で

統一的になり、4 年間の各演習の位置付けも明確になった。教材

は時宜に応じた内容に修正を図った。 

 

2-1-3 法律学の基礎的な事項についての理解は、各種資格試験受験の奨

励や、企業への就職に向けた基礎的科目についての学習を奨励で

き、合格者も多数輩出でき、一定程度達成することができたほ

か、法学検定試験については、一昨年、昨年と続き、本年度も団

体として賞（ベーシック〈基礎〉コース・第 3位）を得た。 

 

2-1-4 2 年次演習のミドル演習においても、全体講義の手法でキャリア

教育を、各学期、発展的かつ継続的に実施することができた。 
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2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 過程編成、実施方針、教育内容について、総合的に、学部自己点

検評価委員会などで、適宜、継続的に検証していく。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 主体的な参加を促す教育方法については、演習を通じて行ってい

るが、さらに積極性を引き出していく教育方法、また、キャリア

を意識した学習意欲の向上について、将来の自己のキャリア形成

に向けた、より主体的な姿勢を引き出す教育方法を、継続的に模

索する。 

 

3-1-2 法学部生を対象とした、「国際性」を高める教育内容の向上を、

さらに継続的に模索することが課題である。 

 

3-1-3 演習形態を、より能動的なものとして発展的に検討し、また、学

年間の縦の繋がりを強化することが課題である。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 キャリア教育について、1 年次から意識させるための教育方法に

検証を加え、さらなる継続的なキャリア教育を実施すべく、2 年

次のキャリア教育のさらなる充実を検証していく。また、講義科

目については、新しい分野の発展、社会のニーズとともに、開講

年次、関連科目の設定・廃止を再度検証・検討していく。 

 

3-2-2 国際化推進の足がかりとして、法学部・海外研修制度の実施と構

築に向けた南山大学国際化推進事業（第 3 期）として設置した

「海外法文化研修」科目を安定的に運用できるように検討してい

く。 

 

3-2-3 クウォーター制度移行に伴い、演習・講義について、具体的に検

証していく。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

C.教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改善に

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 教育成果をいかに把握するかを検討していくことが重要である。  
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2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 学部自己点検評価委員会を定期的に開催したが、教育成果の把握

については、さらに具体的なものを検討することはできなかっ

た。 

 

1-2-2 成績優秀者を表彰する「学部長表彰」で懇談会を毎年開催し、そ

こで学生の意見・要望を聞き、それら意見・要望に関して定期的

に検証し、教育課程、教育内容・方法の改善のための参考とし

た。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 改善成果の指標として、法学検定試験、資格試験の合格者数、進

学者数の把握などがあるところ、毎年コンスタントに受験者・合

格者・進学者を輩出している。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠

を記述してください 

※ 

2-1-1 学部長表彰の懇談会の意見を聴取することができた。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 継続的に、懇談会を開催し、学部自己点検評価委員会で検証して

いく。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 教育成果をいかに把握するかを検討していくことが重要であり、

特に情報収集の仕組みを検討することが課題である。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 教育成果をどのように把握していくのか、学部自己点検評価委員

会などで検証していく。そして、クウォーター制への移行に伴

い、演習形態の再編などを視野に入れて、教育成果の検証手段を

検討する。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 
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≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 教育目標に沿った具体的な成果があがっているかどうかを、学部

自己点検評価委員会などで検証していくことが必要である。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 教育目標に沿った成果があがっているかどうかを、現状で明確な

形で評価する仕組みを構築することは難しい状況にある。ただ

し、クウォーター制の導入に伴うカリキュラム再編に従って、学

部自己点検評価委員会などで、適宜、検討している。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 教育課程の編成・実施方針、教育内容について、総合的に、点検

評価作業を行っている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠

を記述してください 

※ 

2-1-1 点検評価作業を総合し、法曹など各種法律職、公務員、民間企

業、資格取得者等多様な人材をコンスタントに輩出しており、教

育目標に沿った成果は上がっている。 

 

2-1-2 本学部が 2015年度法学検定試験協会の賞を獲得した。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 全体講義を通じて、特に 1、2 年生対象にキャリア教育を強化し

ていく。 

 

2-2-2 公務員志望者に対するキャリア形成の機会を増やしていく。  

2-2-3 法科大学院との連携を強化するために演習形態を再検討する。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 教育目標に沿った具体的な成果を明らかにできるような情報収集  
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の枠組みを強化することが必要である。 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 教育目標に沿った成果があがっているかどうかを、学部自己点検

評価委員会などで、適宜、検証していく。 

 

3-2-2 クウォーター制度の移行に伴い、教育内容を、特に、4 年次の演

習の形態を含めた演習形態の再編を、学部自己点検評価委員会な

どで検証していく。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

・学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施され

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2016 年度入試においては、受け入れ予定者数を達成することが

できた。しかし、辞退者数が増えていること、センター試験利用

の入学試験の受験者数が増加していること、法学部人気が年度に

よって変動していることなどから、受け入れ数を予測することが

難しくなっている。したがって、より綿密な検討により適切な入

学者数を確保する方策を模索すべきである。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 学生募集および入学者選抜について、学部自己点検評価委員会お

よび学部委員会において、毎年、受け入れ方針の確認および入学

者数などの状況を確認・検証し、各種入試における受け入れ方

針、および、それぞれの受け入れ予定者数（定員とは異なる）の

決定を行っている。その上で、入試種別ごとに開催される全学合

否判定資料作成委員会後、学部委員会を開催し、公正かつ適切

に、合格者数の検討を行い、学科選考会議原案を作成している。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 組織的に学部委員会および自己点検評価委員会を継続的に開催

し、公正さおよび適切さを確保している。 

 

1-3-2 2017 年度の入試から、全学統一試験の科目配点を英語重視型か

ら平均化することとして変更し、一般入学試験との差別化を図っ

た。 
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1-3-3 2016 年度指定校推薦の枠を継続的に検討し、若干数増加させ

た。 

 

1-3-4 学園内推薦として、新たに 1校を指定した。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠

を記述してください 

※ 

2-1-1 最近減少傾向にあった、11 月入試での指定校推薦による入学者

比率を、2014 年に 2.5 割程度まで引き上げることができたが、

今年はその数をほぼ維持すること（75名）ができた。 

 

2-1-2 入学試験による学生確保は、法学部人気の回復傾向もあり、比較

的安定的に実施することができた。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 入学者確保は、なお、安定的であるとまでは言えない。また、十

分な学力ある学生を選抜できるように入学後の成績のモニタリン

グも重要である。そのために、継続的に、推薦入試制度検討委員

会における検証が、重要である。 

 

2-2-2 指定校推薦の評定基準を 2 グループ（ＡとＢ）に分けているが、

高い評定基準の指定校について一定数を低い評定基準に下げるか

どうかが、検討課題である。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 昨年に引き続き、2016 年度入試においては、受け入れ予定者数

を達成することができた。辞退者数が減少傾向にあったこと、全

学統一入試の志願者が増えているとともに、センター試験利用の

入学試験の受験者数が増加していること、法学部人気が回復傾向

にあることなどから、受け入れ数を予測することが難しくなって

いる。したがって、受け入れ予定者数を大幅に超えないように綿

密な検討により適切な入学者数を確保する方策を模索すべきであ

る。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 入学者確保のためには、全体の受入予定者数を減少することなく

2 月の各入試のそれを減少させるために、11 月入試の安定的な入

学者数確保が重要かつ急務であるため、引き続き、その認識を学
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部構成員の間で共有することが必要である。 

3-2-2 近年では、全学統一入試とセンター利用入試の志願者が増えてい

ることから、機会を利用して、近年の法学部志願者の傾向も把握

する方策を検討し、かつ、法学部の入試制度全体の検証を、引き

続き行う必要がある。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2015年度総合政策学部自己点検・評価報告書 

 

総合政策学部長 山田 望 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1  各種オープンキャンパスや学部説明会における学部理念・目的

に関するよりきめ細かな分かりやすい学外へのアピールと共に、

在学生に向けての理解促進の必要性。 

 

1-1-2  学長室による学部紹介パンフレットの表紙の見直し。  

1-1-3  毎年、高校生を対象とした学部主催の作文コンクールを実施

し、優秀な作文を提出した高校生を保護者同伴で瀬戸キャンパス

に招待し表彰式を行い、高校生や父兄と総合政策学部について多

様な意見交換をし、その意見を学部理念や目的の検討材料として

いる。しかし、今年度は応募者が０名という残念な結果となり、

次年度においては作文コンクールの周知方法などの検討が必要と

なろう。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1  毎年度開催されているオープンキャンパスや学部説明会におい

て、2017 年度にキャンパス統合、それに合わせた学部・学科の

改組が予定されていることを説明した。その際、改組前の次年

度、改組後の 2017 年度以降も、教育環境、教育内容、学生生活

のすべての領域において質の確保、向上を図り、一層の学部理

念・目的を具現化していくことを特に強調した。 

 瀬戸キャンパスの大学祭である聖南祭が総合政策学部のみによ

る実施・運営となったことから、今回初めて、高校生や保護者、

卒業生を対象とした学部・学科相談室を学部企画として設けた。

受験を検討している保護者同伴の複数の高校生が来室し、総合政

策学部の理念・目的、教育内容について教員に直接相談し、大変

有意義な企画となった。予想に反して卒業生の訪問も多く、総合

政策学部の存在意義や目的・理念の重要性について卒業後に実感

した等の感想を述べる者が多く、改めて学部理念や目的の再確認

を行うことができた。 

 

1-2-2  学部紹介パンフレットは、学部からの要望に沿う形で表紙写真

が差し替えられ、より魅力的なものに変更された。 

 

1-2-3  昨年度は高校生を対象とした作文コンクールへの応募者が無か

ったが、今年度は、コンクールへの応募を促す働きかけが功を奏

し、複数の応募者があり、その中から優秀な作文を選考の上、表

彰することとなった。しかしながら、受賞者が都合のため来学で
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きず、例年行っていた受賞者や保護者との意見交換を実施するこ

とができなかった。 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1  2017 年度のキャンパス統合に合わせて、入学定員の削減とカ

リキュラムの大幅な改訂が予定されており、そのために学部・学

科の理念・目的を見直し、新たな理念に基づく新しいカリキュラ

ムの策定、ならびに履修要項の作成を行った。 

 

1-3-2  2017 年度の入学定員削減に伴い、教員数や教員配置について

も大幅な変更を行う必要が生じ、学部の新たな理念・目標を実現

できるよう、それに合わせた教員配置を、執行部とも協議しなが

ら検討した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1  2017 年度のキャンパス統合に向けた学部改組として、学部の

理念を再検討すると同時に、学部カリキュラムを全面的に見直し

て３コース制を導入するものとし、そのために「学部内将来構想

委員会」、「将来構想作業ワーキンググループ」、さらに「学部内

カリキュラム改正委員会」を発足させ、2015 年度内に毎月２回

程度、年間では２５回を超える会合を開催し、新カリキュラム案

の検討・作成を行った。 

 

2-1-2  2017 年度の学部改組にあたり、教員数を 26 枠にまで削減させ

る方針が示され、学部の新たな理念に沿った教員配置を実現すべ

く、学部長（学部人事選定委員会）と大学執行部との協議によ

り、2017 年度以降の新たな教員配置について検討し原案を作成

した。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1  2017 年度のキャンパス統合と学部改組を控え、既に多数回の

会合を開催してきた「学部内将来構想委員会」、「将来構想ワーキ

ンググループ」、「学部内カリキュラム改正委員会」を、新総合政

策学部を構成するメンバーによる一層機能的、かつ有効な組織構

成へと改編することが望まれる。例えば、導入予定の３コース制

を踏まえた組織編成が考えられる。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1  2017 年度のキャンパス統合と学部改組に合わせた、新たな学  
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部理念・目的や、それに基づくリニューアルされたカリキュラム

内容に関して、従来の理念やカリキュラムとは異なる点を十分に

分かりやすく高校生や保護者に対してアピールできるような、有

効な入試広報の方策・内容が求められている。新カリキュラム案

を可視化した、魅力的で分かりやすい学部紹介パンフレット類の

作成とそれに合わせた入試広報活動の再検討。 

3-1-2  学部理念や目的を具現化する科目として、従来の「基礎演習」

（リテラシー中心の共通教育科目）と総合政策入門（オムニバス

形式の学科科目）を統合させ、新たに「総合政策基礎演習」とい

う学科科目を立ち上げる予定である。この立ち上げに伴い、従来

の「基礎演習」の教科書であった『知の演習』を、新たな学部理

念に即したものへと改訂する必要がある。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1  学部の新しい理念や新カリキュラムを可視化した学部パンフレ

ット類の作成と効果的な入試広報。 

 

3-2-2 新カリキュラムに基づく、「総合政策基礎演習」科目の立ち上

げに伴う、『知の演習』の改訂作業。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

・教員に求める能力・資質等を明確にするとともに、教員の資質の向上を図るための方策

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1  2 年後のキャンパス統合も視野に入れ、教員の研究、教育、大

学運営、社会貢献、それぞれの部門における公正かつ有効な教員

評価ができるよう、今年度もさらに精緻な教員評価を行い、その

結果を踏まえた教員の指導体制を強化する。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1  これまで充分に機能してこなかった学部評価委員会を、今年度

は数回にわたって開催することにより、学部構成メンバーの研

究、教育、大学運営、社会貢献の各活動について厳正なる評価を

行い、基準に達していない、あるいは大学運営に非協力的である

と判断された教員に対して、学部長室に呼び出しの上、適切な指

導・激励を行った。引き続き、研究業績の評価については、2015

年度の研究業績が確定する 2016 年 5 月を待って、さらに詳細な

評価・指導を実施する予定である。 
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3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1  昇格については、「総合政策学部における教育職員評価の基準

と実施体制に係る内規」に従い、業績審査委員会を通して厳正か

つ公平な審査・判定がなされ、１ 名の准教授の教授への昇格人

事を行った。また、外国人教員１名について、規定に基づいて

「任期を定めない任用」とする人事を実施した。 

 

1-3-2  外務省国際協力局地球環境課より首席事務官をお招きし、「地

球環境と日本外交」と題して学部主催の外交講座を開催した。多

数の学生と教員が聴講し、政策の現場で要職を担う外部講師の講

演会等を催すことも、教員の能力・資質向上に繋がる貴重な機会

となった。（2015年 10月 21日） 

 

1-3-3  総合政策学部とアジア・太平洋研究センターとの共催で、アジ

アの国際政治、国際関係に関する講演会を３回、外部講師を招い

て実施した。多数の総合政策学部の学生ならびに学部教員が聴講

し、学生にとってアジア地域が抱える諸問題について専門的に学

ぶ絶好の機会になると共に、教員の能力・資質向上にもつながる

貴重な機会となった。第１回：日時： 6 月 24 日（水）演題：

「中央アジアのエネルギー問題と日本の政策：石炭高効率化支援

を事例として」講師：稲垣文昭氏（慶応義塾大学 SFC 研究所上席

所員）、第２回：日時： 12 月 16 日（水）演題：「アメリカの対

アジア戦略：中国との共存は可能か」講師：中山俊宏氏（慶應義

塾大学総合政策学部教授）、第３回：日時：2016 年 1 月 12 日

（火）演題：「日中韓経済協力の意義と現状」講師：下野寿子氏

（北九州市立大学外国語学部教授） 

 

1-3-4  総合政策学部研究会として、環境分野の外部講師を招いて、

各々の分野の最先端の研究成果について発表を行って頂き、本学

部所属教員との活発な議論を交わすことで、教員の能力・資質向

上に資する貴重な機会となった。日時：9 月 9 日（水）①テー

マ：「アジアの大都市における都市発展と水環境の変化」講師：

谷口智雅氏（三重大学特任教授）、②テーマ：「地域気候・エネル

ギー政策の確立に向けた環境政策研究」講師：杉山範子氏（名古

屋大学特任准教授） 

 

1-3-5  学部 FD 企画として、愛媛大学、教育・学生支援機構教育企画

室からアカデミック・アドヴァイジングについて研究を行ってお

られる研究者を講師として招き、学生支援システムの活性化に関

する講演を聴くと共に、そのような支援方法を実際に運用・展開

させることが教員の教育・指導能力の向上にも繋がることを確認

した。（2015 年 12月 11日） 

 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 
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2-1-1 特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当なし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1  １−３−５で挙げた学部 FD 企画を含む、2015 年度の FD 企画参

加者数が、正規の所属人数 49 名に対して 21 名と、僅か 42.9%に

留まっており、これは全学部中で最下位であり、全学平均が

78.3%であったことと比しても際立って少ない結果であった。そ

の要因として、FD 講習会の開催日が複数の教員の授業と重なっ

ていたこと、名古屋キャンパス所属教員は他学部主催の FD 講習

会に容易に参加できるが、瀬戸キャンパスからは移動時間等の関

係から参加するのが困難であったことなどが挙げられる。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1  次年度は、FD 講習会の開催日時を、授業や会議と極力重なら

ないよう綿密に調査の上計画し、かつ、１回のみならず複数回、

瀬戸キャンパスで行うこと、また、他学部主催の FD 講演会の実

施日程等の情報を早い段階で周知させるなどの配慮・工夫を講ず

る。可能ならば、テレビ会議システムにより名古屋キャンパス開

催の FD 講演会に参加する可能性や、ビデオ録画により日程調整

が叶わなかった教員も視聴できるような工夫を講ずることができ

ないか検討する。 

 FD委員会 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

A.教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に検

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1  2017 年度から新設される予定の新学部・新学科の教育目標、

教育課程の編成・実施方針と本学部のそれらとが、如何に差別化

を図り、双方共が明らかに異なった目標や課程内容を有している

ことを、新学部・新学科の内容を具体化する際に充分に意識しな

がら具現化しなければならない。 
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2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1  2-1-1 に記したように、2017 年度の学部改組として、学部カリ

キュラムを全面的に見直して３コース制を導入するものとし、そ

のために「学部内将来構想委員会」、「将来構想作業ワーキンググ

ループ」、さらに「学部内カリキュラム改正委員会」を発足さ

せ、2015 年度内に毎月２回程度、年間では２５回を超える会合

を開催し、新カリキュラム案の検討・作成に取り組んできた。 

 新学部の理念・目標にグローバリゼーションとサステイナビリ

ティーが二本の柱として盛り込まれていることに対して、本学部

の従来の理念と重複する点が懸念要因として指摘されたが、新学

部はあくまでも文学系学部であり、本学部は社会科学系であると

いう点が決定的な相違であり、差異化について大きな問題にはな

らないとの説明があった。しかしながら、従来の、「国際的な視

野に立って問題発見・問題解決を行う」、といった学部設置当初

の教育目標が古くなったため、３コース化による専門分化を図り

つつ、他方では文明論と政策科学とを一層緊密に連携させること

で、学部全体として有機的・統合的なカリキュラムとなるよう、

委員会や作業ワーキンググループの会合を重ねることで学部の新

教育課程の具現化に努めた。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1  昨年度に引き続き、教育目標や学位授与方針については、本学

WEB サイトにて「３つのポリシー」の公表を通じ、かつ入試要項

別冊子などにも掲載することにより、広く周知させてきた。 

 

1-3-2  毎年開催される、７大学総合政策学部学部長懇談会において

（本年度は立命館大学大阪茨木キャンパスにて開催）、本学部の

教育目標や学位授与方針について説明を行った。また、他の６大

学の総合政策学部長と、教育課程の編成・実施方針に関する意見

交換を行うことができ、2017 年度の改組に向けた貴重な示唆や

助言を得ることができた。とりわけ、ほとんどの大学の総合政策

学部に於いて、分野横断的に政策について論ずる学部基幹科目は

オムニバス形式を採っており、そこで展開される理念・方策をフ

ィールド系科目の積極的導入によって、より現実的・実際的に補

完する科目・課程編成になっていることが確認できた。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1  2017 年度のキャンパス統合を見据えた学部の教育目標や教育

課程に関する見直しを図りつつ、積極的な入試広報活動を行って

きたことの結果として、移転効果によるものではあると推定され

るが、本学部の志願者数が前年度よりも 1000 名以上増加した。 
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2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1  新たな学部理念や教育内容の特色などを、パンフレット類の作

成のみならず、基礎演習教科書の改訂、オープンキャンパスなど

のユニークな広報活動の際に、より一層積極的・効果的に展開さ

せるべきである。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1  2017 年度に新設される新学部・新学科の教育目標、教育課程

の編成・実施方針と本学部のそれらとが、如何に差異化を図り、

各々独自に構築された特色ある教育カリキュラム内容であるか、

ということが受験生や保護者の目にも一層明らかに分かるように

なるよう、両学部関係者間で教育内容や入試広報内容の擦り合わ

せのための会合が開かれるべきである。どのように差異化が図ら

れているかが明確に見て取れるような、分かりやすくかつインパ

クトのある入試広報活動が必要である。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1  2017 年度以降の新カリキュラムの策定にあたった教務担当教

員、ならびに入試広報担当教員といった現場教員のレベルで、新

学部、総合政策学部、外国語学部間の教育課程や実施方針、入試

広報戦略に関する擦り合わせの会合・機会を設ける。 

新学部、外

国語学部 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

B.教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1  NAP 中止時には、履修中止学生を対象とした未修外国語のクラ

スの開講はもとより、それらを前提要件とする総合政策外国文献

講読へのクラス数の検討等を見越した対応が求められる。 

 

1-1-2  学部の理念・目的をより具現化させた 2017 年度のカリキュラ

ム改正を進めることは必要不可欠であるが、同時に、2016 年度

入学生までの旧カリキュラムでの教育提供の維持と保障について

も配慮・検討が必要である。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 
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1-2-1  NAP 中止時の対応について、2016 年度までは従来通り共通教育

科目の未修外国語という扱いであるため、中止時には他の NAP に

振り分けるか、もしくは座学の未修外国語クラスに振り分けるか

の対応となる。2014 年度は政情不安定ということでタイ NAP を

中止し、それに伴って他の NAP への振り分けと座学のスペイン語

特別クラスを設けることで対応した。2015 年度は、韓国 NAP が

MERS 発生のため中止を余儀なくされ、登録していた全員を座学

による韓国朝鮮語に振替させる措置を講じた。前年度タイ NAP 中

止の際の対応が十分に活かされ、代替科目への振替を問題なく行

うことができた。 

 

1-2-2  教務団メンバーが中心となった「学部将来構想委員会」や「作

業ワーキンググループ」の尽力により、2017 年度の新カリキュ

ラム案作成の際に、旧カリキュラムの開講と読み替えなどについ

て十分に議論の上、新旧カリキュラム読み替え表の作成作業を開

始した。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1  学部長（学部内人事選定委員会）と大学執行部（将来構想担当

副学長、将来構想推進室長）との間で、2017 年度以降の教員削

減、ならびに新たな教員配置を実現すべく、３コース化を踏まえ

た教員配置案の作成を行った。大学執行部との具体的な協議・折

衝に際して、長時間にわたる臨時の学部人事選定委員会を数回開

催し、2017 年度以降のリニューアルに向けた、有効かつ戦略的

な教員配置案を作成することができた。 

 

2-1-2  2017 年度の新カリキュラム案作成のために、「学部内将来構想

委員会」、「将来構想ワーキンググループ」、そして「学部内カリ

キュラム改正委員会」の３つの組織を立ち上げ、教務委員や教務

団、学科長が中心となって３コース化を踏まえた新カリキュラム

案の編成作業を行った。2015 年度内に開催されたこれらの委員

会、作業ワーキングの会合は通算で２５回以上を数え、新たな学

部理念に即した、適切な新カリキュラム案が完成するところまで

漕ぎ着けた。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1  ３コース化による新たな教員配置案が具体的になってきたこと

を踏まえ、大学院の研究指導担当や学部ゼミの担当、あるいは
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NAP 等フィールド系科目の担当など、各教員の科目負担を睨みな

がら、バランスのとれた科目配置や運用上の工夫が求められる。 

3-2-2  2016 年度中には、2017 年度以降の新教員配置案が正式に機関

決定される見込みであり、３コース制の新カリキュラム案の中身

を、とりわけ各分野間、各科目間の内容的連携に着目して練り上

げる必要がある。コース、分野、担当科目、そして大学院科目と

の内容的整合性や連携性の観点から、教育課程の仕組みや内容を

さらに深化させるべく検討していく必要がある。コース、部門、

科目ごとの担当者ミーティングの開催が求められる。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1  2017 年度以降の新カリキュラムにおける学科科目について、

「プロジェクト研究」（ゼミ）の開講数、各コースの政策論科目

の配置、学科科目化される「総合政策基礎演習」の内容、さらに

は「総合演習」といった科目について、具体的な内容や開講形態

などを詰めていく必要が急務である。さらにこれらの新カリキュ

ラムと旧カリキュラムとの読み替えをどのように行うか、4 月入

学生のみならず９月入学の留学生にも対応した新カリキュラムや

新旧の読み替えについて、早急に検討し具体的案を練り上げる必

要がある。 

 

3-1-2 NAP の７プログラムならびに国内外の学外体験プログラムにつ

いて、2017 年度以降、これらのフィールド系科目をどのように

学部カリキュラムの中に位置付け、どのような実施・運用体制を

構築すべきか早急に検討する必要がある。目下、NAP の７プログ

ラムについて、学部としては、可能な限り学科科目化する方向で

検討を進めており、それが実現した場合の具体的な課題につい

て、予算面での方策も含めて検討を行っている。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1  「学部内カリキュラム改正委員会」などを開催し、留学生担当

教員とも連携を取りながら、新カリキュラム案を詰めると同時に

新旧の読み替え案の作成を急ぐ。 

 

3-2-2  NAP や学外体験プログラムなど、学部の看板科目となってきた

フィールド系科目については、これまでのノウハウの蓄積を活か

し、有効なプログラムとして発展させていくためにも、可能な限

り学科科目化する方向で検討し、同時に事務負担の軽減等も視野

に入れた現実的な実施・運営体制を構築する。「学部内カリキュ

ラム改正委員会」などが中心になって実際的な検討を進める。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 
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≪教育内容・方法・成果≫ 

C.教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改善に

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1  NAP や学外体験プログラムなど、フィールド系科目の実施運営

や成果に関する評価を、一層、明朗かつ公正なものにすべく、報

告会や担当者会議のあり方、評価の仕方に関する見直しを行う。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1  NAP７プログラム、国内外の学外体験プログラム、また、中日

新聞社のデスク担当者によるオムニバス形式の「総合政策連続講

義」のカリキュラムにおける位置づけ、実施・運営方法、評価方

法などに関するミーティングを、教務団ならびに学部内将来構想

委員会と作業ワーキンググループのメンバーが中心になって、数

回に及ぶ議論を重ね、来年度のみならず 2017 年度の新カリキュ

ラムに向けた検討を行った。 

 NAP７プログラムについては、フィールドワークのやり方、報

告会での発表の仕方について、コーディネータが中心となって、

より効果的な成果が得られるよう全体講義等において指導を行っ

た。学外体験プログラムについても、評価委員会のメンバーが中

心となって各プログラムが計画通りに実施されているか、予算面

でも適正な処理がなされているかなどについてより詳細にわたっ

て厳正なる評価を行った。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当なし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 
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3-1-1  毎年、学部配分予算の中から各「プロジェクト研究」（ゼミ）

に対してゼミ人数に即した予算が振り分けられており、各ゼミ

は、その予算を使用して教育成果物としての卒業論文集を作成し

たり、あるいは共同研究実施のために用いている。また、卒業論

文や卒業研究の内容を学部内で公開発表する機会を設けているゼ

ミも複数存在する。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1  ゼミ費が各ゼミにおいてどのように活用されているのかを把握

すると共に、卒業論文の公開発表の機会を増やしたり、発表会の

アナウンスを徹底させるなどにより、プロジェクト研究の成果を

学部全体で評価、共有できるように工夫する。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1  「学生による授業評価」の結果を継続的に検証していくことは

毎年度の定例的な検討課題といえる。 

 

1-1-2  NAP や学外体験プログラムなど、フィールド系科目や短期留学

プログラムを、2017 年度以降の新カリキュラムの中にどのよう

に位置づけ、展開させていくか、学部の魅力ある看板企画として

抜本的な見直しを図る必要がある。 

 

1-1-3  今後、フィールド科目の在り方を検討すると共に、NAP や学外

体験プログラムなどの成果の測定や、提出される成果のより有益

な活用の在り方を検討する必要がある。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1  本学部教員の授業に対する「学生による授業評価」の結果の

内、設問４〜１８までの項目では全学平均を上回っているが、設

問１〜３の学生の授業参加に関する項目では、全学平均値を下回

るという結果が出ている。すなわち、総合政策学部の学生は、全

体の満足度においては全学平均値を上回ったものの、授業内容へ

の集中度や自主的な学習を自ら進んで行ったかという主体的な学

習度において劣っている、との結果が明らかとなった。 

 

 

 

153



3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1  2015 年 12 月 5 日〜6 日に開催された日本政策学生会議

（ISFJ）の政策フォーラムにおいて、総合政策学部の鶴見ゼミ、

水落ゼミの学生グループが研究発表を行った。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 １−３−１の政策フォーラムにおいて、鶴見ゼミの学生は「環境

エネルギー分科会」にて、「再生可能エネルギー普及政策」とい

うテーマで政策提言を行い、分科会賞を受賞した。また水落ゼミ

の学生は「教育（１）分科会」にて、「小学生の学力向上の規定

要因」というテーマで学力向上のための政策提言を行い、分科会

賞を受賞した。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1  次年度においても、学生の研究に対する経済的支援を進めるた

め、総合政策プロジェクト研究学生活動支援費の有効な活用を継

続する。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1  NAPの７プログラムは、これまで共通教育の未修外国語として

位置づけられてきたが、これを 2017 年度新カリキュラムでは、

可能な限り学科科目化する方向で見直し、フィールドワーク中心

の科目として新たに再構成する必要がある。これまで選択必修科

目であったのが選択科目となり、未修外国語の位置付けから外れ

ることから、NAPを登録する学生数の確保や、予算措置まで含め

て全て学部・学科で実施・運営できるよう、プログラム内容の見

直しや実施形態の変更が必要となる。 

 

3-1-2 「総合政策連続講義」は、従来、中日新聞社の社会部デスク担

当者によるオムニバス形式で開講されてきたが、2017 年度以降

の新カリキュラムの中にこの科目をどのように発展的に位置づけ

運用していくかについて、見直し・再検討が求められている。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1  新カリキュラムにおいては、NAP と学外体験プログラムをフィ

ールドワーク中心の学科科目として実施・運用するための具体的

な方策を、科目内容のみならず事務体制やセキュリティー管理ま
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で含めて、学部内の諸委員会や作業ワーキンググループにより検

討していく。 

3-2-2  「総合政策連続講義」のこれまでの実績を踏まえながら、新カ

リキュラムにおいてさらにどのような科目として展開・発展させ

ていくことが可能であるか、教務団や学部内カリキュラム改正委

員会が中心になって具体的に検討を進めていく。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

・学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施され

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1  次回は、330 名定員による最後の入試となるため、学園内単位校からは、

指定枠を概ね満たす推薦者が確保できるよう、進路指導教員などとの事前

協議を重ねる必要がある。 

 

1-1-2  留学生の受入について、2017 年度のキャンパス統合時の大幅な制度改革

に向けた、協定校や受け入れ枠数の見直しを図る必要がある。 

 

1-1-3  2017 年度のキャンパス統合時には、入学定員を大幅に見直すとの方針に

従って、具体的な新しい入学定員の策定と、その機関決定を行う必要があ

る。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善されたか) ※ 

1-2-1  聖霊高校の進路指導教員を訪問するなどして学園内単位校からの推薦者

を増やすよう努力した結果、概ね指定枠を満たす推薦者を確保することが

できた。 

 

1-2-2  2017年度の入学定員削減に合わせる形で、後援会奨学金による留学制度

の見直しを図り、国際教育センターと連携して関係者による検討会議を重

ね、新たな協定案・内規案を作成すべく検討を進めた。同時に協定校の推

薦枠の見直しを図り、削減案に基づいて、新たな協定校を探し、インドネ

シアのカトリック系高校２校と協定を締結した。［シュラディカラ・エン

デ高等学校（SMAK Syuradikara Ende）、ソフェルディ・トゥバン高等

学校（SMAK Soverdi Tuban）］ 

 

1-2-3 入学定員の見直しを検討した結果、2017 年度には総合政策学部の入学定

員を、現行の 330 名から 275名に減らすことが機関決定された。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1  2017 年度入試より、これまで A 方式と B 方式の２方式により 2 日間で実

施していた一般入試の日程を、１方式に一本化して１日で行うことを決定
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した。 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述してください ※ 

2-1-1 「移転効果」も働いて、一般入試の志願者数が大幅に増加し、全体として

本学部志願者数は前年度よりも 1000 名以上増える結果となった。しかしな

がら、今回の志願者数が大幅に増えたことにより入学者の偏差値レベルが一

時的に上がったとしても、翌年にはその反動が生じる可能性もあるため、慎

重な合否判定を行った結果、ほぼ予定どおりに定員の 1.05 倍の入学者を確

保することができた。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策(もしあれば) ※ 

2-2-1 キャンパス統合による地の利や３コース制導入による改組など、2017年度

の大規模な変化を前面に打ち出し、かつ、従来継続してきた学部の特色ある

プログラムやカリキュラム内容を一層分かりやすく受験生や保護者に説明す

ることで、今年度同様の志願者数の増加を期待する。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1  2017 年度からの入学定員削減と学部改組について、カリキュラムの変更

内容で未だ決まっていない事項（NAP の位置づけやゼミ開講数など）を早急

に決定し、新しい学部方針を明確にした上で、学部説明会やオープンキャ

ンパスなどで、一層判り易く説得力のある解説ができるようにする。 

 

3-1-2  国際教育センターにより進められている 2017 年度以降の後援会留学生制

度に関する新しい協定案の機関決定と協定書き換えの手続きが進むのに合

わせて、学部での留学生の受け入れ・教育体制の構築や留学生用の新カリ

キュラム案作成を進める。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1  NAP など看板となるフィールド系科目の方針など、未決定事項を早急に決

めると共に、できるだけ早い時期に 2017 年度以降の新しい総合政策学部の

教員配置や３コース化について機関決定し、効果的で戦略的な入試広報活

動を例年よりも早く前倒しで実施する。 

 

3-2-2  「学部内将来構想委員会」、「将来構想作業ワーキンググループ」、「学部

内カリキュラム改正委員会」が中心となって、日本語担当教員の全面的な

協力体制の下、留学生用の新カリキュラム案、新旧カリキュラム読み替え

案の作成を進める。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以 上 
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2015年度理工学部（情報理工学部）自己点検・評価報告書 

 

理工学部長 沢田 篤史 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 「JABEE 認証対応の一環として企業アンケートにより本学部卒業

生に対する評価を得ているので，それを継続している．」, 「本

学部における理工系技術者教育に対して，企業からの意見を収集

するアンケートを設計している．」については，実際に卒業生の

就職先企業に対する調査の実施が必要である． 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 JABEE 認証対応で行っている企業アンケートを，JABEE に特化し

た内容でなく，理工学部の技術教育に関して広く意見を聴取する

内容に改訂した．本学部の 2017 年 3 月卒業見込生を対象に行っ

た企業説明会に参加した企業に対して新しい内容でのアンケート

を行った．卒業生の就職先企業に対する調査は行っていないが，

企業説明会に参加した企業にはかなりの数の本学部卒業生が就職

していることから，この結果を今後の評価・改善に役立てる． 

 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学部の外部評価委員会を開催し，学部の理念・目的の適切性につ

いて外部の視点から継続的に意見を聴取している． 

 

1-3-2 本学部卒業生の主な就職先は，中部地区を中心とした情報通信・

ソフトウェア関連企業，サービス業，製造業などとなっている． 

 

1-3-3 学部の目的・理念について，将来の展開も含めて点検・検討する

ために，各学科の若手教員からなる学部将来構想ワーキンググル

ープを立ち上げて検討を行っている． 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 本学部卒業生の主な就職先である，情報通信・ソフトウェア関連

企業，サービス業，製造業への求職者については，ほぼ全員，就

職することができた．これは，本学部の目的・理念が受け入れ先

の企業に理解され，かつ，目的・理念に沿った卒業生を輩出でき
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ていることを示している．（根拠資料：2015 年度学部別進路状

況，2015 年度理工学部・理工学研究科就職先リスト（キャリア

支援室）） 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし．  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 三つのポリシーについて，より具体的に本学部の目的・理念が分

かるよう改訂する必要がある．（各学科についても同様） 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2017 年度のクォータ制導入に伴うカリキュラム改正を機に，三

つのポリシーをより具体的なものに改定する．（各学科について

も同様） 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

・教員に求める能力・資質等を明確にするとともに、教員の資質の向上を図るための方策

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学部として研究業績の改善について働きかけを行っているが，業

績が十分にあげられない教員も存在することから，実効性を持つ

対策が必要である． 

 

1-1-2 科研費をはじめとする競争的資金へ長年にわたって応募しない教

員が存在することから，実効性を持つ対策が必要である． 

 

1-1-3 産学共同研究への参画実績が，特定の教員に偏っており，より多

くの教員が共同研究実施のきっかけをつかめるようにする必要が

ある． 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

158



1-2-1 PORTA に登録された研究業績を，学部教員評価委員会において点

検し，研究業績の芳しくない教員については 2016 年度の研究計

画を提出させた．2016 年度の早い時期に，その計画の妥当性に

ついて学部長・学科長・研究科長と教員本人とが面談を行う． 

 

1-2-2 学部教員評価委員会において，科研費への応募・採択状況を把

握・点検し，教授会等を通じて積極的な応募の呼びかけを行っ

た．個人研究費の配分に研究意欲を反映させる仕組みについては

検討を行ったものの，具体的な方法の立案には至らなかった． 

 

1-2-3 教員の研究シーズ集を収集し，理工学研究センターの Web サイト

において一部の教員についてすでに公開している． 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学部主催の FD報告会を 2回開催した．  

1-3-2 学部主催の FD講演会を 1回開催した．  

1-3-3 複数の教員が分担する科目については前年度に引き続き，教員間

の連絡会を定期的に実施し，講義内容な評価方法の統一，課題の

解決を行っている． 

 

1-3-4 科研費の研究計画調書の作成にあたっては，他の教員によるレビ

ューを一部教員間で実施した． 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 教員の任用・昇格においては，本学部独自の任用・昇格基準の内

規に基づいた業績評価を行っている（根拠資料：理工学部におけ

る教員評価の基準と実施体制に係る内規） 

 

2-1-2 教育能力については 4 年前から教育業績表彰制度を設けており，

2013 年度の教育業績に対する表彰を 2015 年 6 月 17 日開催の学

部教授会にて行った．2015 年度についても 2016 年 4 月以降，該

当者があれば表彰を行う予定である．（根拠資料：2015 年度第 2

回理工学部教授会記録） 

 

2-1-3 FD 報告会における教員間の議論や情報交換が，効果的授業実施

方法の共有につながり，教育内容の改善に役立てられている（根

拠資料：2015 年度理工学部 FD 活動報告（2016 年度第 1 回理工学

部教授会 報告資料 17-1） 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 
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2-2-3 教員間の議論や情報交換をより活性化させるために，教員相互の

授業参観について具体的な時期や方法について検討する． 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 研究業績が十分にあげられない教員に対する個別の働きかけは開

始したばかりであり，その効果を見極める必要がある． 

 

3-1-2 科研費をはじめとする競争的資金へ長年にわたって応募しない教

員が存在することから，実効性を持つ対策が必要である． 

 

3-1-3 産学共同研究への参画実績が，特定の教員に偏っており，より多

くの教員が共同研究実施のきっかけをつかめるようにする必要が

ある． 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2015 年度教員評価委員会において研究業績が芳しくないと判断

した教員について，研究計画の妥当性，研究進捗状況に関して面

談を行う予定である． 

 

3-2-2 競争的研究資金・学外共同研究に関する実績や実施意欲の強さ

を，個人研究費の配分に反映する仕組みについては，引き続き，

その方法などについて検討を行う． 

 

3-2-3 理工学研究センターが公開する各教員の研究シーズ集を充実さ

せ，学外への露出を増やすべく，教授会等を通じた周知を行う． 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

A.教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に検

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 卒業生に対する追跡調査や，企業へのアンケートなど，より外部

の視点からカリキュラム編成方針の見直しを行う仕組みが必要で

ある． 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 JABEE 認証対応で行っている企業アンケートを，JABEE に特化し  
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た内容でなく，理工学部の技術教育に関して広く意見を聴取する

内容に改訂した．本学部の 2017 年 3 月卒業見込生を対象に行っ

た企業説明会に参加した企業に対して新しい内容でのアンケート

を行った．この結果を今後の教育内容の評価・改善に役立てる． 

卒業生に対する追跡調査は行っていない． 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学部の将来展開も含めて点検・検討するために，各学科の若手教

員からなる学部将来構想ワーキンググループを立ち上げて検討を

行っており，その中で，2017 年度に向けたカリキュラムの改正

についても議論し，教務委員，時間割編成委員との情報共有を行

った． 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 各学科のカリキュラムツリーを作成し，教育課程の可視化を行っ

た．（根拠資料：2015 年度第 5回理工学部教授会記録） 

 

2-1-2 JABEE に基づく明確な教育目標を設定しており，それに基づいて

カリキュラムが編成され，また点検・評価・改善が行われてい

る．この結果，JABEE による継続認証を受けることができた．

（根拠資料：2015 年度第 16 回理工学部教授会報告資料 4-1,4-

2） 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし．  

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 外部の視点からカリキュラムの評価・改善を行うために，卒業生

に対する追跡調査について検討する必要がある．  

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 卒業時のアンケートを実施すべく準備を行う．卒業時アンケート

において，追跡調査についての承諾を取り，承諾を受けた卒業生

に対し，卒業してから一定期間の後に調査を行うための仕組みに
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ついて立案する． 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

B.教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし．  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし．  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし．  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 JABEE に基づく明確な教育目標を設定しており，それに基づく適

切な教育内容を提供していることが学生に示されている（根拠資

料：JABEE 関連科目のシラバス）．情報技術専修コースについて

は，2015年度，JABEE からの継続認証を取得した． 

 

2-1-2 JABEE 認証とは関係のない科目においても，JABEE 関連科目に準

じた授業運営がなされている．すなわち，シラバスが明示され，

シラバスに従った教育内容が提供されている（根拠資料：理工学

部各科目のシラバス）． 

 

2-1-3 各学科のカリキュラムツリーを作成し，教育課程の可視化を行っ

ている．（根拠資料：2015 年度第 5回理工学部教授会記録） 

 

2-1-4 米国 Purdue 大学 Calumet 校を受入先とした短期留学プログラム

を 2 月から 3 月にかけての 2 週間実施した．（根拠資料：2016 年

度第 1回理工学部教授会記録） 

 

2-1-5 共通教育（国際科目群）への提供科目数を 2016 年度から増加さ

せた．（根拠資料：2016年度共通教育科目シラバス等） 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策 ※ 
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(もしあれば) 

2-2-4 2017 年度からのクォータ制導入を機に，3 年次 2Q を対象に，本

学部で単位認定できる留学プログラムを設計すべく，相手方大学

と協議を行う．短期留学プログラムについても引き続き実施でき

るよう準備を行う． 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし．  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-2 該当なし．  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

C.教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改善に

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2014 年度は FD 講演会の開催が見送られた．2015 年度以降におい

ては各年度 1回以上実施するよう体制を整える． 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 学部長，学科長が実質的に企画に関与することで，FD 講演会を

早期に実施することができた． 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 FD報告会を年 2回開催した．  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 FD 報告会における教員間の議論や情報交換が，効果的授業実施

方法の共有につながり，教育内容の改善に役立てられている（根

拠資料：2015 年度理工学部 FD 活動報告（2016 年度第 1 回理工学
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部教授会 報告資料 17-1）） 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし．  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 「学生による授業評価」の質問項目や方法が，理工学部における

教育内容や授業の実態を必ずしも正確に反映し評価できるもので

はない．質問項目の内容，質問方法について改善すべき点を指摘

する必要がある． 

自己点検・評

価委員会 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学部において質問項目や質問方法の改善点および代替案を策定

し，自己点検・評価委員会へ提案を行う．具体的には，不真面目

な学生の存在を前提とするかのような質問項目の改訂，いい加減

な回答（すべて１や５を付ける）を除外する方法等について検討

を行う。 

自己点検・

評価委員会 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 JABEE 認証に向けた各種資料の記録や保存，また学生や関連教員

に対する周知の作業の中には，教育改善に対して本質的でない作

業も含まれており，教員の負担感の増大につながっている． 

 

1-1-2 国際的に活躍できる技術者を教育するという観点で，海外への留

学・語学研修を利用する学生が少ない． 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 JABEE 継続認証にあたって行われた審査において，資料記録など

について新たなノウハウを得ることができた．今後は，これに基

づいて記録・保存のプロセス等を見直す予定である． 
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1-2-2 米国 Purdue 大学 Calumet 校を受入先とした短期留学プログラム

を 2 月から 3 月にかけての 2 週間実施した．（根拠資料：2016 年

度第 1回理工学部教授会記録） 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし．  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 教育目標に基づいた教育の成果が上がっていることが JABEE によ

り認証されている．  

情報技術専修コース以外についても，JABEE 認証評価を受審する

ことを前提として教育を実施しており，同様の効果が上がってい

るものと類推できる．（根拠資料：情報技術専修コース関連科目

シラバス，情報理工学部に対する JABEE認証評価結果） 

 

2-1-2 米国 Purdue 大学 Calumet 校を受入先とした短期留学プログラム

に参加した学生からは，おおむね好評判を得ている．（根拠資

料：理工学部短期留学プログラム報告会資料） 

 

2-1-3 情報技術専修コース（JABEE コース）登録者が 2016 年度（理工

学部 3年生）より増加に転じた． 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-2 2017 年度からのクォータ制導入を機に，3 年次 2Q を対象に，本

学部で単位認定できる留学プログラムを設計すべく，相手方大学

と協議を行う．短期留学プログラムについても引き続き実施でき

るよう準備を行う． 

国際教育セン

ター 

2-2-3 JABEE対応コースのメリットを引き続き学生に周知する．  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 座学講義の知識を，システムやソフトウェアの開発において実践

する機会が必ずしも多いとは言えず，改善が必要である． 

 

3-1-2 理工系の技術者に求められる技術作文力，技術コミュニケーショ

ン力が不十分なまま研究室配属される学生が散見される．初年度

からの基礎的な教育においてこれらの力を養う取り組みが必要で

ある． 
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2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2017 年度からのクォータ制導入を機に，3 年次 2Q において

PBL(Project Based Learning)を行う演習科目を新規に実施すべ

く，具体的なシラバス等の策定を行う． 

 

3-2-2 2017 年度からのカリキュラム改正を機に，基礎演習の教育内容

の見直しを行う．具体的には，物理学などの実験とそのレポート

の作成を通じ，技術作文力，技術コミュニケーション力を身に着

けさせるような内容を検討する． 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

・学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施され

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特に指定校推薦入試による入学者の中に，本学部の教育を受ける

ための基礎学力が十分でない者が見受けられる． 

 

1-1-2 産業界に求められ，国際的に活躍できる理工系技術者を輩出でき

る学部であることが分かるよう，カリキュラムの改善や可視化に

努める必要がある． 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 基礎学力が十分でない者の出身高校へは，学部長，学科長が訪問

し，進路指導担当教員に対して十分な指導をお願いしている．入

学前課題の解答についても，数学担当の教員が入念な点検を行っ

ている． 

 

1-2-2 米国 Purdue 大学 Calumet 校を受入先とした短期留学プログラム

を 2月から 3月にかけての 2週間実施した． 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学部および各学科のアドミッション・ポリシーを示し，web で公

開している． 

 

1-3-2 要請のあった高等学校へは積極的に教員を派遣して模擬授業等を

行っている． 

 

1-3-3 国や地方公共団体が主催する中高生向けの展示会等に学部の研究  
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内容などを出展している． 

1-3-4 一般入試の日程，方式，出題範囲，配点について，各学科のアド

ミッション・ポリシー等を反映して改正を行った． 

入学試験委員

会 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし．  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当なし．  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 高校生に対する理工系学部としての認知度が依然低い． 将来構想推進

室 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 将来構想推進室と連携し，学部の広報に努める．教員による高校

訪問を継続的に行い，認知度アップに努める． 

学部の将来構想検討ワーキンググループでの検討結果とあわせ，

学部のより魅力的な将来像について継続的に検討を行う． 

将来構想推

進室 

 

以上 
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2015年度システム数理学科（情報システム数理学科）自己点検・評価報告書 

 

システム数理学科長 白石 高章 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 博士前期大学院博士前期課程システム数理の定員は 18名であ

り、進学者が 13 名足りていない。 

 

1-1-2 本学科の設立後日が浅いため，外部における理念の浸透度に課題

がある。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 大学院博士前期課程システム数理の進学者が昨年度から 7 名増え

12名となった。 

 

1-2-2 本学科の学ぶ内容，学科の特色，進路状況，学科の案内などを本

学の学部の webpage と学科作成 webpage にて公開し，その明確化

を図っている。夏と春に高校訪問をおこない，理工学部のパンフ

レットと大学案内を基に進路指導の高校教員に説明をおこなって

いる。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学部の外部評価委員会を開催し，学部の理念・目的の適切性につ

いて外部の視点から継続的に意見を聴取している。 

 

1-3-2 学部の目的・理念について，将来の展開も含めて点検・検討する

ために，各学科の若手教員からなる学部将来構想ワーキンググル

ープを立ち上げて検討を行っている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 本学科卒業生の主な就職先である，各種製造業、情報処理産業、

金融・保険業、インフラ系ならびに教職などへ，就職することが

できた。これは，本学部の目的・理念が受け入れ先の企業に理解

され，かつ，目的・理念に沿った卒業生を輩出できていることを

示している。（根拠資料：2015 年度学部別進路状況，2015 年度理

工学部・理工学研究科就職先リスト（キャリア支援室）） 
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2-1-2 今年度は第４期生が卒業した。実績としては、就職希望者に対す

る就職率：100%、となった。（根拠資料：2015 年度学部別進路状

況，2015 年度理工学部・理工学研究科就職先リスト（キャリア

支援室）） 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし．  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 三つのポリシーについて，より具体的に本学科の目的・理念が分

かるよう改訂する必要がある。 

 

3-1-2 2014 年度に学科別の入試に変更したので，卒業生が出る時点

で、その効果の検証が必要である。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2017 年度のクォータ制導入に伴うカリキュラム改正を機に，三

つのポリシーをより具体的なものに改定する。 

 

3-2-2 卒業生が出る 2017年度末に検証を行う。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

・教員に求める能力・資質等を明確にするとともに、教員の資質の向上を図るための方策

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 任期付きの専任講師 2名を公募したが 1名しか採用できなかっ

た。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 新たに専任講師 1名を公募することはできなかった。  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

169



1-3-1 前年度研究業績について学部長から注意をうけた教員はいなかっ

た。 

 

1-3-2 学部主催の FD 報告会を 2 回開催した。学部主催の FD 講演会を 1

回開催した。 

 

1-3-3 複数の教員が分担する科目については前年度に引き続き，教員間

の連絡会を定期的に実施し，講義内容な評価方法の統一，課題の

解決を行っている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 教員の任用・昇格においては，本学部独自の任用・昇格基準の内

規に基づいた業績評価を行っている（根拠資料：理工学部におけ

る教員評価の基準と実施体制に係る内規） 

 

2-1-2 教育能力については 4 年前から教育業績表彰制度を設けており，

2013 年度の教育業績に対する表彰を 2015 年 6 月 17 日開催の学

部教授会にて行った。2015 年度についても 2016 年 4 月以降，該

当者があれば表彰を行う予定である。（根拠資料：2015 年度第 2

回理工学部教授会記録） 

 

2-1-3 FD 報告会における教員間の議論や情報交換が，効果的授業実施

方法の共有につながり，教育内容の改善に役立てられている（根

拠資料：2015 年度理工学部 FD 活動報告（2016 年度第 1 回理工学

部教授会 報告資料 17-1） 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし．  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし．  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし．  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 
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≪教育内容・方法・成果≫ 

A.教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に検

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 JABEE履修生数は十分ではない。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2015 年度秋学期における情報技術専修コース登録者は 37 人であ

り，前年度の 15 人から大幅に増加した。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 JABEE 認証対応で行っている企業アンケートを，JABEE に特化し

た内容でなく，理工学部の技術教育に関して広く意見を聴取する

内容に改訂した。本学部の 2017 年 3 月卒業見込生を対象に行っ

た企業説明会に参加した企業に対して新しい内容でのアンケート

を行った。この結果を今後の教育内容の評価・改善に役立てる。 

 

1-3-2 学部の将来展開も含めて点検・検討するために，各学科の若手教

員からなる学部将来構想ワーキンググループを立ち上げて検討を

行っており，その中で，2017 年度に向けたカリキュラムの改正

についても議論し，教務委員，時間割編成委員との情報共有を行

った。 

 

1-3-3 卒業研究の発表会の日に学部の外部評価委員会を開催し、卒業研

究の発表を見て頂いたうえで、意見交換を行なっている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 学科のカリキュラムツリーを作成し，教育課程の可視化を行っ

た。（根拠資料：2015 年度第 5回理工学部教授会記録） 

 

2-1-2 JABEE に基づく明確な教育目標を設定しており，それに基づいて

カリキュラムが編成され，また点検・評価・改善が行われてい

る。この結果，JABEE による継続認証を受けることができた。

（根拠資料：2015 年度第 16 回理工学部教授会報告資料 4-1,4-

2） 

 

2-1-3 学部の外部評価委員の先生からは、卒業研究の発表については好

評を得た。また、中間発表と最終発表で、副査を同じ教員が担当

し、中間発表からの改善状況を確認している点についても良い評
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価を得た。（根拠資料：2015年度第 14回理工学部教授会記録） 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし．  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし．  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし．  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

B.教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし．  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし．  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 JABEE に基づく明確な教育目標を設定しており，それに基づく適

切な教育内容を提供していることが学生に示されている（根拠資

料：JABEE 関連科目のシラバス）。情報技術専修コースについて

は，2015年度，JABEE からの継続認証を取得した。 
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2-1-2 JABEE 認証とは関係のない科目においても，JABEE 関連科目に準

じた授業運営がなされている。すなわち，シラバスが明示され，

シラバスに従った教育内容が提供されている（根拠資料：理工学

部各科目のシラバス）。 

 

2-1-3 学科のカリキュラムツリーを作成し，教育課程の可視化を行って

いる。（根拠資料：2015年度第 5回理工学部教授会記録） 

 

2-1-4 米国 Purdue 大学 Calumet 校を受入先とした短期留学プログラム

を 2 月から 3 月にかけての 2 週間実施した。（根拠資料：2016 年

度第 1回理工学部教授会記録） 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし．  

2-2-2 特になし．  

2-2-3 特になし．  

2-2-4 2017 年度からのクォータ制導入を機に，3 年次 2Q を対象に，本

学部で単位認定できる留学プログラムを設計すべく，相手方大学

と協議を行う。短期留学プログラムについても引き続き実施でき

るよう準備を行う。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし．  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし．  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

C.教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改善に

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  
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2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし．  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 FD報告会を年 2回開催した。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 FD 報告会における教員間の議論や情報交換が，効果的授業実施

方法の共有につながり，教育内容の改善に役立てられている（根

拠資料：2015 年度理工学部 FD 活動報告（2016 年度第 1 回理工学

部教授会 報告資料 17-1） 

 

2-1-2 2017 年度のクォータ制導入に合わせて学科の専門科目のカリキ

ュラムを改正することにし，卒業時に習得しておくべき内容がよ

り系統的に学べるようにした。（根拠資料：システム数理学科専

門科目シラバス） 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし．  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし．  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし．  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 
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1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし．  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし．  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 教育目標に基づいた教育の成果が上がっていることが JABEE によ

り認証されている。  

情報技術専修コース以外についても，JABEE 認証評価を受審する

ことを前提として教育を実施しており，同様の効果が上がってい

るものと類推できる。（根拠資料：情報技術専修コース関連科目

シラバス，情報理工学部に対する JABEE認証評価結果） 

 

2-1-2 米国 Purdue 大学 Calumet 校を受入先とした短期留学プログラム

に参加した学生からは，おおむね好評判を得ている。（根拠資

料：理工学部短期留学プログラム報告会資料） 

国際教育セン

ター 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし．  

2-2-2 2017 年度からのクォータ制導入を機に，3 年次 2Q を対象に，本

学部で単位認定できる留学プログラムを設計すべく，相手方大学

と協議を行う。短期留学プログラムについても引き続き実施でき

るよう準備を行う。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 講義の知識を，システムやソフトウェアの開発において実践する

機会が必ずしも多いとは言えず，改善が必要である。 

 

3-1-2 理工系の技術者に求められる数理の能力が不十分なまま研究室配

属される学生が散見される。初年度からの基礎的な教育において

これらの力を養う取り組みが必要である。 
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2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2017 年度からのクォータ制導入を機に，システム数理実習とし

て，OR と統計学に特化したプログラミングとそのプログラムを

使ったデータ解析への応用の教育を行う。 

 

3-2-2 2017 年度からのカリキュラム改正を機に，これまで他学科との

合同クラスの基礎演習の教育内容の見直しを行う。具体的には，

システム数理に特化した数学演習の内容の見直しをおこなう。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

・学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施され

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

 
この項目は，理工学部全体で対策がとられているため，理工学部の点検・報告書にゆず

る。 
 

以上 
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2015年度ソフトウェア工学科自己点検・評価報告書 

 

ソフトウェア工学科長 吉田 敦 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 「企業アンケートにより本学部卒業生に対する評価を得ているの

で、それを継続する」については、実際に卒業生の就職先企業に

対する調査の実施が必要である。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 JABEE 認証対応で行っている企業アンケートを，JABEE に特化し

た内容でなく，理工学部の技術教育に関して広く意見を聴取する

内容に改訂した．本学部の 2017 年 3 月卒業見込生を対象に行っ

た企業説明会に参加した企業に対して新しい内容でのアンケート

を行った．卒業生の就職先企業に対する調査は行っていないが，

企業説明会に参加した企業にはかなりの数の本学部卒業生が就職

していることから，この結果を今後の評価・改善に役立てる． 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学部の外部評価委員会を開催し，学部の理念・目的の適切性につ

いて外部の視点から継続的に意見を聴取している． 

 

1-3-2 本学科卒業生の主な就職先は，中部地区を中心とした情報通信・

ソフトウェア関連企業，サービス業，製造業などとなっている 

 

1-3-3 学部の目的・理念について，将来の展開も含めて点検・検討する

ために，各学科の若手教員からなる学部将来構想ワーキンググル

ープを立ち上げて検討を行っている． 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 本学科卒業生の主な就職先である，情報通信・ソフトウェア関連

企業，サービス業，製造業への求職者については，ほぼ全員，就

職することができた．これは，本学部の目的・理念が受け入れ先

の企業に理解され，かつ，目的・理念に沿った卒業生を輩出でき

ていることを示している．（根拠資料：2015 年度学部別進路状

況，2015 年度理工学部・理工学研究科就職先リスト（キャリア

支援室）） 
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2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし．  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 三つのポリシーについて，より具体的に本学科の目的・理念が分

かるよう改訂する必要がある． 

 

3-1-2 2014 年度に学科別の入試に変更したので，卒業生が出る時点

で、その効果の検証が必要である． 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1  2017 年度のクォータ制導入に伴うカリキュラム改正を機に，三

つのポリシーをより具体的なものに改定する． 

 

3-2-2 卒業生が出る 2017年度末に検証を行う．  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

・教員に求める能力・資質等を明確にするとともに、教員の資質の向上を図るための方策

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 研究業績について学部長からの助言が継続している教員もおり、

研究活動の活発化が必要である。 

 

1-1-2 学部として、研究活動が不活発な教員へ助言するシステムを検討

中である。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 PORTA に登録された研究業績を，学部教員評価委員会において点

検し，研究業績の芳しくない教員については 2016 年度の研究計

画を提出させた．  

 

1-2-2 2016 年度の早い時期に，前年度末に提出させた計画の妥当性に

ついて学部長・学科長・研究科長と教員本人とが面談を行う． 
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3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学部主催の FD報告会を 2回開催した．  

1-3-2 学部主催の FD講演会を 1回開催した．  

1-3-3 複数の教員が分担する科目については前年度に引き続き，教員間

の連絡会を定期的に実施し，講義内容な評価方法の統一，課題の

解決を行っている． 

 

1-3-4 科研費の研究計画調書の作成にあたっては，他の教員によるレビ

ューを一部教員間で実施した． 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 教員の任用・昇格においては，本学部独自の任用・昇格基準の内

規に基づいた業績評価を行っている（根拠資料：理工学部におけ

る教員評価の基準と実施体制に係る内規） 

 

2-1-2 教育能力については 4 年前から教育業績表彰制度を設けており，

2013 年度の教育業績に対する表彰を 2015 年 6 月 17 日開催の学

部教授会にて行った．2015 年度についても 2016 年 4 月以降，該

当者があれば表彰を行う予定である．（根拠資料：2015 年度第 2

回理工学部教授会記録） 

 

2-1-3 FD 報告会における教員間の議論や情報交換が，効果的授業実施

方法の共有につながり，教育内容の改善に役立てられている（根

拠資料：2015 年度理工学部 FD 活動報告（2016 年度第 1 回理工学

部教授会 報告資料 17-1） 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし．  

 

３。改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 研究業績が十分にあげられない教員に対する個別の働きかけは開

始したばかりであり，その効果を見極める必要がある． 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 
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3-2-1 2015 年度教員評価委員会において研究業績が芳しくないと判断

した教員について，研究計画の妥当性，研究進捗状況に関して面

談を行う予定である． 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

A.教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に検

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 JABEE履修生数は十分ではない。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2015 年度秋学期における情報技術専修コース登録者は 37 人であ

り，前年度の 15 人から大幅に増加した．  

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 JABEE 認証対応で行っている企業アンケートを，JABEE に特化し

た内容でなく，理工学部の技術教育に関して広く意見を聴取する

内容に改訂した．本学部の 2017 年 3 月卒業見込生を対象に行っ

た企業説明会に参加した企業に対して新しい内容でのアンケート

を行った．この結果を今後の教育内容の評価・改善に役立てる． 

卒業生に対する追跡調査は行っていない．  

 

1-3-2 学部の将来展開も含めて点検・検討するために，各学科の若手教

員からなる学部将来構想ワーキンググループを立ち上げて検討を

行っており，その中で，2017 年度に向けたカリキュラムの改正

についても議論し，教務委員，時間割編成委員との情報共有を行

った．  

 

1-3-3 卒業研究の発表会の日に学部の外部評価委員会を開催し、卒業研

究の発表を見て頂いたうえで、意見交換を行なっている 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 学科のカリキュラムツリーを作成し，教育課程の可視化を行っ

た．（根拠資料：2015 年度第 5回理工学部教授会記録） 

 

2-1-2 JABEE に基づく明確な教育目標を設定しており，それに基づいて  

180



カリキュラムが編成され，また点検・評価・改善が行われてい

る．この結果，JABEE による継続認証を受けることができた．

（根拠資料：2015 年度第 16 回理工学部教授会報告資料 4-1,4-

2） 

1-3-3 学部の外部評価委員の先生からは、卒業研究の発表については好

評を得た。また、中間発表と最終発表で、副査を同じ教員が担当

し、中間発表からの改善状況を確認している点についても良い評

価を得た。（根拠資料：2015年度第 14回理工学部教授会記録） 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし．  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 情報技術専修コースへの登録者数の確保を引き続き行う．  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 秋学期開始時のガイダンスの他に、申請時期の直前に行われる学

科の必修科目の授業においてもコースの意義や利点などを説明す

る． 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

B.教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学科の独自性を意識した、研究室配属、卒業研究のあり方の詳細

が決まっていない。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 研究室配属において、これまでは成績のみで配属の順位を決めて

いたが、第一希望の研究室に対する志望動機を記載させ、選考の

判断材料とするようにした。これは、各学生に卒業研究でどのよ

うなテーマあるいは分野での研究を行いたいのかを考えさせ、そ
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の内容に合った研究室へ行くようにするためである。 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 プログラミング基礎の講義においては、ソフトウェア工学科の学

生に対しては、特に重要な内容を教育することから、2 クラスに

分け、木目細かく対応している。 

 

1-3-2 プログラミングの実習においては、他学科も含め、高い質の教育

ができるよう、毎回の実習のあとに、担当教員全員が集合し、各

クラスに関する情報の共有や教育内容を議論している。 

 

1-3-3 FD報告会を年 2回開催した．  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 JABEE に基づく明確な教育目標を設定しており，それに基づく適

切な教育内容を提供していることが学生に示されている（根拠資

料：JABEE 関連科目のシラバス）．情報技術専修コースについて

は，2015年度，JABEE からの継続認証を取得した． 

 

2-1-2 JABEE 認証とは関係のない科目においても，JABEE 関連科目に準

じた授業運営がなされている．すなわち，シラバスが明示され，

シラバスに従った教育内容が提供されている（根拠資料：理工学

部各科目のシラバス）． 

 

2-1-3 学科のカリキュラムツリーを作成し，教育課程の可視化を行って

いる．（根拠資料：2015年度第 5回理工学部教授会記録） 

 

2-1-4 米国 Purdue 大学 Calumet 校を受入先とした短期留学プログラム

を 2 月から 3 月にかけての 2 週間実施した．（根拠資料：2016 年

度第 1回理工学部教授会記録） 

 

2-1-5 2016 年度から共通教育（国際科目群）に新しく 1 科目提供する．

（根拠資料：共通教育科目のシラバス） 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし．  

2-2-2 特になし．  

2-2-3 特になし．  

2-2-4 2017 年度からのクォータ制導入を機に，3 年次 2Q を対象に，本

学部で単位認定できる留学プログラムを設計すべく，相手方大学
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と協議を行う．短期留学プログラムについても引き続き実施でき

るよう準備を行う． 

2-2-5 特になし．  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし．  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし．  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

C.教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改善に

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし．  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 FD報告会を年 2回開催した．  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 FD 報告会における教員間の議論や情報交換が，効果的授業実施

方法の共有につながり，教育内容の改善に役立てられている（根

拠資料：2015 年度理工学部 FD 活動報告（2016 年度第 1 回理工学

部教授会 報告資料 17-1） 

 

2-1-2 2017 年度のクォータ制導入に合わせて学科の専門科目のカリキ

ュラムを改正することにし，卒業時に習得しておくべき内容がよ
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り系統的に学べるようにした．（根拠資料：ソフトウェア工学科

専門科目シラバス） 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし．  

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし．  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし．  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1.前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし．  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 米国 Purdue 大学 Calumet 校を受入先とした短期留学プログラム

を 2 月から 3 月にかけての 2 週間実施した．（根拠資料：2016 年

度第 1回理工学部教授会記録） 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 
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2-1-1 教育目標に基づいた教育の成果が上がっていることが JABEE によ

り認証されている．  

情報技術専修コース以外についても，JABEE 認証評価を受審する

ことを前提として教育を実施しており，同様の効果が上がってい

るものと類推できる．（根拠資料：情報技術専修コース関連科目

シラバス，情報理工学部に対する JABEE認証評価結果） 

 

2-1-2 米国 Purdue 大学 Calumet 校を受入先とした短期留学プログラム

に参加した学生からは，おおむね好評判を得ている．（根拠資

料：理工学部短期留学プログラム報告会資料） 

国際教育セン

ター 

2-1-3 2015 年度秋学期における情報技術専修コース登録者は 37 人であ

り，前年度の 15 人から大幅に増加した． 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし．  

2-2-2 2017 年度からのクォータ制導入を機に，3 年次 2Q を対象に，本

学部で単位認定できる留学プログラムを設計すべく，相手方大学

と協議を行う．短期留学プログラムについても引き続き実施でき

るよう準備を行う． 

 

2-2-3 秋学期開始時のガイダンスの他に、申請時期の直前に行われる学

科の必修科目の授業においてもコースの意義や利点などを説明す

る． 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 座学講義の知識を，システムやソフトウェアの開発において実践

する機会が必ずしも多いとは言えず，改善が必要である． 

 

3-1-2 理工系の技術者に求められる技術作文力，技術コミュニケーショ

ン力が不十分なまま研究室配属される学生が散見される．初年度

からの基礎的な教育においてこれらの力を養う取り組みが必要で

ある． 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2017 年度からのクォータ制導入を機に，3 年次 2Q において

PBL(Project Based Learning)を行う演習科目を新規に実施すべ

く，具体的なシラバス等の策定を行う． 

 

3-2-2 2017 年度からのカリキュラム改正を機に，基礎演習の教育内容

の見直しを行う．具体的には，物理学などの実験とそのレポート
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の作成を通じ，技術作文力，技術コミュニケーション力を身に着

けさせるような内容を検討する． 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

・学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施され

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし．  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学部および各学科のアドミッション・ポリシーを示し，web で公

開している． 

 

1-3-2 要請のあった高等学校へは積極的に教員を派遣して模擬授業等を

行っている． 

 

1-3-3 国や地方公共団体が主催する中高生向けの展示会等に学部の研究

内容などを出展している． 

 

1-3-4 一般入試の日程，方式，出題範囲，配点について，学科のアドミ

ッション・ポリシー等を反映して改正を行った． 

入学試験委員

会 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし．  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当なし．  
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３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし．  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし．  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2015年度機械電子制御工学科（システム創成工学科）自己点検・評価報告書 

 

機械電子制御工学科長 大石 泰章 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし．  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学部の外部評価委員会を開催し，学科の活動が学部の理念・目的

に照らして適切かどうか外部の視点から継続的に意見を聴取して

いる．  

 

1-3-2 本学科卒業生の主な就職先は，中部地区を中心とした製造業，情

報通信・ソフトウェア関連企業などとなっている． 

 

1-3-3 学部の目的・理念について，将来の展開も含めて点検・検討する

ために，各学科の若手教員からなる学部将来構想ワーキンググル

ープを立ち上げて検討を行っている． 

 

1-3-4 JABEE 認証対応で行っている企業アンケートを，JABEE に特化し

た内容でなく，理工学部の技術教育に関して広く意見を聴取する

内容に改訂した．本学部の 2017 年 3 月卒業見込生を対象に行っ

た企業説明会に参加した企業に対して新しい内容でのアンケート

を行った．  

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 本学科卒業生の主な就職先は，中部地区を中心とした製造業，情

報通信・ソフトウェア関連企業などとなっており，本学科の趣旨

にあった選択がなされている（根拠資料：2015 年度理工学部・

理工学研究科就職先リスト（キャリア支援室）） 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策 ※ 
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(もしあれば) 

2-2-1 特になし．  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 三つのポリシーについて，より具体的に本学科の目的・理念が分

かるよう改訂する必要がある． 

 

3-1-2 2014 年度に理工学部機械電子制御工学科に改称されたため，卒

業生が出る時点での検証が必要である． 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2017 年度のクォータ制導入に伴うカリキュラム改正を機に，三

つのポリシーをより具体的なものに改定する．  

 

3-2-2 卒業生が出る 2017年度末に検証を行う．  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

・教員に求める能力・資質等を明確にするとともに、教員の資質の向上を図るための方策

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 近い将来に退職予定の教員がいるため，後任人事が必要である。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 退職の時期に合わせて後任人事を行う予定である．  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学部主催の FD報告会を 2回開催した．  

1-3-2 学部主催の FD講演会を 1回開催した．  

1-3-3 研究業績が十分でない教員に対して，学科長が年度内に２回面談

し，研究の進捗状況と今後の予定について議論した． 

 

1-3-4 科研費，パッヘ奨励金の申請を学科会議で依頼している．  
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２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 教員の任用・昇格においては，本学部独自の任用・昇格基準の内

規に基づいた業績評価を行っている（根拠資料：理工学部におけ

る教員評価の基準と実施体制に係る内規） 

 

2-1-2 教育能力については 4 年前から教育業績表彰制度を設けており，

2013 年度の教育業績に対する表彰を 2015 年 6 月 17 日開催の学

部教授会にて行った．2015 年度についても 2016 年 4 月以降，該

当者があれば表彰を行う予定である．（根拠資料：2015 年度第 2

回理工学部教授会記録） 

 

2-1-3 FD 報告会における教員間の議論や情報交換が，効果的授業実施

方法の共有につながり，教育内容の改善に役立てられている（根

拠資料：2015 年度理工学部 FD 活動報告（2016 年度第 1 回理工学

部教授会 報告資料 17-1） 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし．  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 研究業績が十分ではなく，2015 年度中に改善が見られなかった

教員がいる． 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2016 年度の研究計画を提出させ，学部長，研究科長をまじえた

面談を行う予定である． 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

A.教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に検

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 情報技術専修コース（JABEEコース）の登録者が十分でない．  
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2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2015 年度秋学期における情報技術専修コース登録者は 37 人であ

り，前年度の 15 人から大幅に増加した．  

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 JABEE 認証対応で行っている企業アンケートを，JABEE に特化し

た内容でなく，理工学部の技術教育に関して広く意見を聴取する

内容に改訂した．本学部の 2017 年 3 月卒業見込生を対象に行っ

た企業説明会に参加した企業に対して新しい内容でのアンケート

を行った．この結果を今後の教育内容の評価・改善に役立てる． 

 

1-3-2 学部の将来展開も含めて点検・検討するために，各学科の若手教

員からなる学部将来構想ワーキンググループを立ち上げて検討を

行っており，その中で，2017 年度に向けたカリキュラムの改正

についても議論し，教務委員，時間割編成委員との情報共有を行

った． 

 

1-3-3 卒業研究の発表会の日に学部の外部評価委員会を開催し，卒業研

究の発表を見ていただいたうえで，意見交換を行っている． 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 学科のカリキュラムツリーを作成し，教育課程の可視化を行っ

た．（根拠資料：2015 年度第 5回理工学部教授会記録） 

 

2-1-2 JABEE に基づく明確な教育目標を設定しており，それに基づいて

カリキュラムが編成され，また点検・評価・改善が行われてい

る．この結果，JABEE による継続認証を受けることができた．

（根拠資料：2015 年度第 16 回理工学部教授会報告資料 4-1,4-

2） 

 

2-1-3 学部の外部評価委員の先生からは，卒業研究の発表については公

表を得た。また，中間発表と最終発表で，副査を同じ教員が担当

し，中間発表からの改善状況を確認している点についても良い評

価を得た．（根拠資料：2015年度第 14回理工学部教授会記録） 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし．  
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３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし．  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし．  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

B.教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし．  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし．  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 JABEE に基づく明確な教育目標を設定しており，それに基づく適

切な教育内容を提供していることが学生に示されている（根拠資

料：JABEE 関連科目のシラバス）．情報技術専修コースについて

は，2015年度，JABEE からの継続認証を取得した． 

 

2-1-2 JABEE 認証とは関係のない科目においても，JABEE 関連科目に準

じた授業運営がなされている．すなわち，シラバスが明示され，

シラバスに従った教育内容が提供されている（根拠資料：理工学

部各科目のシラバス）． 

 

2-1-3 学科のカリキュラムツリーを作成し，教育課程の可視化を行って

いる．（根拠資料：2015年度第 5回理工学部教授会記録） 

 

2-1-4 米国 Purdue 大学 Calumet 校を受入先とした短期留学プログラム  
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を 2 月から 3 月にかけての 2 週間実施した．（根拠資料：2016 年

度第 1回理工学部教授会記録） 

2-1-5 2016 年度から共通教育（国際科目群）に新しく 1 科目提供する．

（根拠資料：共通教育科目のシラバス） 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし．  

2-2-2 特になし．  

2-2-3 特になし．  

2-2-4 2017 年度からのクォータ制導入を機に，3 年次 2Q を対象に，本

学部で単位認定できる留学プログラムを設計すべく，相手方大学

と協議を行う．短期留学プログラムについても引き続き実施でき

るよう準備を行う． 

国際教育セン

ター 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし．  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし．  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

C.教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改善に

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし．  
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3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 FD報告会を年 2回開催した．  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 FD 報告会における教員間の議論や情報交換が，効果的授業実施

方法の共有につながり，教育内容の改善に役立てられている（根

拠資料：2015 年度理工学部 FD 活動報告（2016 年度第 1 回理工学

部教授会 報告資料 17-1） 

 

2-1-2 2017 年度のクォータ制導入に合わせて学科の専門科目のカリキ

ュラムを改正することにし，卒業時に習得しておくべき内容がよ

り系統的に学べるようにした．（根拠資料：機械電子制御工学科

専門科目シラバス） 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし．  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし．  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし．  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 
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1-2-1 該当なし．  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2015 年度に理工学研究科機械電子制御工学専攻所属の大学院生

がドローンの実験中に怪我をしたことを受けて，2016 年 4 月機

械電子制御工学科および機械電子制御工学専攻の危険性のある実

験を行う学生を対象に安全講習会を行った． 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 本学科卒業生の主な就職先は，中部地区を中心とした製造業，情

報通信・ソフトウェア関連企業などとなっており，本学科の趣旨

にあった選択がなされている（根拠資料：2015 年度理工学部・

理工学研究科就職先リスト（キャリア支援室）） 

 

2-1-2 米国 Purdue 大学 Calumet 校を受入先とした短期留学プログラム

を創設し，15 名の参加があった．（根拠資料：理工学部短期留学

プログラム報告会資料） 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし．  

2-2-2 2017 年度からのクォータ制導入を機に，3 年次 2Q を対象に，本

学部で単位認定できる留学プログラムを設計すべく，相手方大学

と協議を行う．短期留学プログラムについても引き続き実施でき

るよう準備を行う． 

国際教育セン

ター 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 理工系の技術者に求められる技術作文力，技術コミュニケーショ

ン力が不十分なまま研究室配属される学生が散見される．初年度

からの基礎的な教育においてこれらの力を養う取り組みが必要で

ある． 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2017 年度からのカリキュラム改正を機に，基礎演習の教育内容

の見直しを行う．具体的には，物理学などの実験とそのレポート

の作成を通じ，技術作文力，技術コミュニケーション力を身に着
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けさせるような内容を検討する． 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

・学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施され

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学科ごとの入試になった結果についての検証がなされていない．  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 偏差値 65-69 の高校からの出身者が学部一括入試の 2012 生では

9.0%であったが，学科別入試の 2014 生では 22.4%，2015 生では

17.2%に増加した．ただし，キャンパス移転の効果も含まれるこ

とに留意すべきである．（根拠資料：理工学部キャンパス移転ア

ンケート調査結果報告概要） 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学科のアドミッション・ポリシーを示し，webで公開している．  

1-3-2 要請のあった高等学校へは積極的に教員を派遣して模擬授業等を

行っている． 

 

1-3-3 国や地方公共団体が主催する中高生向けの展示会等に学部の研究

内容などを出展している． 

 

1-3-4 一般入試の日程，方式，出題範囲，配点について，学科のアドミ

ッション・ポリシー等を反映して改正を行った． 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし．  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当なし．  
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３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 理工学部では 3 学科で連携した教育を行っているが，その割に転

科試験のハードルが高く，改善が必要である． 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 転部・転科試験において，学科試験の免除の規定を設ける予定で

ある． 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2015年度短期大学部自己点検・評価報告書 

 

短期大学部長 中田 晶子 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 非常勤講師を招いて開催する FD会に非常勤講師の参加者が少ない。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善されたか) ※ 

1-2-1 非常勤講師全員が参加できる時間設定は困難であるため、改善方策とし

て、参加を呼びかけると共に、１．当日の FD 活動の内容を欠席者に伝える

ことと、２．欠席者からフィードバックを得る方法を工夫すること、の２

点を課題としてあげていた。2015 年度に１、２とも実施した。２について

は実施方法に改善の余地がある。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 短大部では南山学園の建学の理念「キリスト教世界観に基づく学校教育」

ならびに教育モットー「人間の尊厳のために」に基づいて教育目的・目

標、３つのポリシーを定め、それらに従って教育を実施している。 

 

1-3-2 ディプロマ・ポリシーを学習成果と定め、それに基づいて成績評価を行っ

ている。 

 

1-3-3 学習成果に基づく教育の充実・向上を目指して、学部内・学科内に設けら

れた担当者グループやワーキンググループを中心にデータの分析・検討を

重ね、PDCA サイクルの実現を図っている。 

 

1-3-4 短大部の理念・目的については、毎年５月に実施する非常勤講師を招いて

開催する FD 会において確認し、年度末の教授会においても確認している。 

 

1-3-5 ・４月の教授会において日英版の「３つのポリシー」に加えて南山学園の

建学の理念、教育モットー、学則に示された短大部の教育の目的・目標を

配布し、専任教員全員で確認した。(教授会記録) 

・５月に実施した非常勤講師を招いて開催する FD 会においても同じ資料を

配布し、参加者全員で確認した。（短期大学部 FD 活動報告）。 

 

1-3-6 （１年生に対して） 

・入学直後の対面式で学部長が簡潔に短大部の理念・目的について説明し

た。 

・「ラーニング・コミュニティ I」の第１回目の授業で、短大部の理念・目

的、三つのポリシーについて資料を配布し、講義を行った。 

・６月に「キリスト教学」の授業として学長が１年生全員に「カトリック

大学の精神」をテーマに講義を行い、学生の理解を深めた。 
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（２年生に対して） 

・４月に「ラーニング・コミュニティ III」の授業として神言神学院にお

いてイースター祝賀式を実施し、司祭がキリスト教におけるキリストの死

と復活の意義について語った。 

（両学年に対して） 

・12 月に「ラーニング・コミュニティ I, III」の授業として神言神学院に

おいてクリスマス聖式を実施し、司祭が建学の理念、教育モットー、短大

部の理念・目的について語った。典礼を通して学生、教員がそれらを体感

した。 

・短大部の教育や学生支援の改善を目的として、秋学期に全学生を対象と

して実施した「短期大学部 学生アンケート」（以下「学生アンケート」）で

南山学園の建学の理念、教育モットー、短大部の理念・目的の浸透度につ

いてデータを得た。データは学部教員全員で共有し、担当者が分析した結

果を 2016年１月に開催した第３回 FD会において共有した。 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述してください ※ 

2-1-1 非常勤講師を招いて開催した FD 会の資料に、南山学園の建学の理念、教育

モットー、学則に示された短大部の教育の目的・目標を加えた。欠席者には

後日配布した。欠席者からフィードバックを得るためのアンケートを実施し

た。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策(もしあれば) ※ 

2-2-1 アンケートの回答がわずかであり、内容が意見よりも「挨拶」に近いもので

あったことから、具体的な回答が得られるようアンケートの質問項目や形式

を工夫する。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 ２年生の「ラーニング・コミュニティ」では、１年生に比して理念・目的 

の適切性を確認する機会が少ない。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 「ラーニング・コミュニティ III」の Pecha Kucha（スライド枚数と 

切り替え時間を統一したプレゼンテーションの１手法）プロジェクト 

において、短大部の教育理念に関連する分野で、「わたし（たち）にできる

こと」を学生各自が提言するという内容に変更する。 
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≪教員・教員組織≫ 

・教員に求める能力・資質等を明確にするとともに、教員の資質の向上を図るための方策

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 外部資金の申請をしている教員に偏りが見られる。  

1-1-2 教員の新任用・再任用の条件・手続きに関する知識が不十分であったり、

部分的に誤解をしている教員が見られる。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善されたか) ※ 

1-2-1 ・科研費申請の奨励のため、科研費を獲得した教員に対し、学部共通研究

費の傾斜配分を実施した。（教授会資料） 

・外部資金申請の奨励のため、学部運営委員会において、申請を行った教

員への学部共通研究費の傾斜配分について検討した。（運営委員会記録） 

 

1-2-2 短期大学部・南山大学の新任用・再任用の条件・手続きについて、４月の

第一回教授会懇談会で学部長から説明をし、専任教員全員への周知を徹底

した。（教授会懇談会記録） 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 ・学部全体（教員 18 名）の研究業績数は、著書６、論文 19（うち学会誌、

国際学会議事録等９）、研究発表 34（うち国際学会５）、ゲストスピーカー

３（うち国際学会１）である。 

・学会賞受賞が１件あった。 

研究は活発に行われており、特に著書の公刊が多かった。学会発表も活発

であり、今後の研究論文の公刊が期待できる。 

 

1-3-2 ３年間研究業績の公刊がなかった教員は、皆無であった。 
*休職中の教員を除く。 

 

1-3-3 ・科研費の獲得は、基盤研究(C)が２件あった（いずれも新規）。他に 2013

年度からの継続で挑戦的萌芽研究が１件あった。 

・パッヘ研究奨励金の獲得は、II-B が２件あった。学会開催援助費の獲得

が２件あった。 

前年度に引き続き短期大学としては非常に充実した成果であるが、外部資

金や奨励金を申請している教員が一部に限られている。 

 

1-3-4 「短期大学部教授会規定」に基づき、21回の教授会を実施した。  

1-3-5 ・大学各種委員会の学部代表委員以外に、学部内・学科内の担当を決

め、効果的な学部運営、学生支援が実施できる体制を整えている。担当

の種類は 14 あり、有任期の AI 講師も含めて全員が役割を分担してい

る。 

・2011 年度以来毎年学部学科組織編成と役割の点検・改善を学部運営委
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員会が実施している。 

1-3-6 前年度に引き続き、「短期大学部における教員評価の基準と運営体制に

係る内規」の教育・大学運営について、毎年度各教員が自己点検・評価

を行い、報告するためのアンケートを年度末に実施した。（教授会記

録、アンケート用紙） 

 

1-3-7 ・前年度に引き続き、学部独自の FD活動を活発に行った。 

・大学の FD 委員１名に学部内 FD 担当１名の２名が学部 FD 活動をリー

ドしている。 

・学部構成員全員を対象とした FD 会を３回（うち１回は非常勤講師も

参加しての実施）、学生と教員による特別 FD 会を１回、外部講師による

FD講演会を１回開催し、FD Newsを発行した。 

・2015年度の FD会への教員参加率は 100％であった。 

・各 FD 会の教員参加率は、第１回 89％、第２回 67％、第３回 94％、特

別 FD会 67％、FD 講演会 67％であった。 

・同一科目担当の専任教員によるミーティングを定期的に実施し、Web

上での情報交換を行った。 

・科目改善のために、各ワーキンググループが自己点検・評価を FD 会

の中で実施し、全員で情報共有をしている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述してください ※ 

2-1-1 学部構成員の協力により、短大部において初めて研究休暇（春学期）の取得

が実現し、2016 年度の研究休暇も認められた。（教授会記録、学内理事会記

録） 

 

2-1-2 研究倫理教育(e-learning教材)を専任教員全員が受講した。  

2-1-3 前年度に引き続き２回目の「学生と教員による特別 FD 会」を７月に実施し

た。「学生のやる気を高める授業とは」のテーマでグループで話し合い、そ

の内容を全体で共有した。（FD 会報告、参加教員へのアンケート、短期大学

部 FD報告書） 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策(もしあれば) ※ 

2-2-3 参加した教員からのフィードバックに基づき、次年度はさらに具体的なテー

マについて話し合う予定である。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 外部資金の申請をしている教員に偏りが見られる。  
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2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 外部資金申請を奨励するため、申請者に学部共通研究費の傾斜配分を実施

する計画である。なお、採否結果は問わないものとする。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

・教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に検

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 検討が各々のワーキンググループ内に留まっており、その内容を学科内構

成員が共有する機会はあるものの、さらに深く議論する機会が十分に確保

されていない。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善されたか) ※ 

1-2-1 学生の主体性を育てる教育をテーマにした FD 講演会を開催し、その後約４

時間をかけて、現行カリキュラムや教育の方向性について意見交換を教員

間で行っている。  

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2017 年度の短大部募集停止が明確化されたことにともない、カリキュラム

検討ワーキンググループを廃止し、現時点における英語科目を中心とした

検証を FD活動の中で行っている。 

 

1-3-2 「学生アンケート」において「教育モットー」の浸透度を尋ねており、１,

２年ともに５割弱の学生が肯定的に答えており、いずれの学年も５割を超

えた 2014 年度の調査よりもポイントを下げている。(「学生アンケート」

集計結果) 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述してください ※ 

2-1-1 「学生アンケ－ト」を作成・実施して教育目標、学位授与方針および教育課

程の編成・実施方法の適切性を図る仕組みを有した。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策(もしあれば) ※ 

2-2-1 「学生アンケート」の質問項目の適切性について検討し、必要があれば追

加・変更を行う。 
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３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 「教育モットー」の学生への浸透度を高めるための方策が十分にとられて

いない。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学生が「教育モットー」や教育目標を考える機会を「ラーニング・コミュ

ニティ」の各授業の中で増やすとともに、その状況を FD 会で共有し、検討

を行う。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

・教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 キリスト教精神の理解のためのイースターを学ぶ機会がやや乏しい。  

1-1-2 英語必修科目群において、習熟度別クラス編成にとって適切ではないレベ

ルのテキストが選択されている場合がある。  

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善されたか) ※ 

1-2-1 ４月に「ラーニング・コミュニティ III」の授業として神言神学院におい

てイースター祝賀式を実施し、司祭がキリスト教におけるキリストの死と

復活の意義について語った。 

 

1-2-2 各学年・習熟度に応じた推奨テキストのリストを見直すとともに、英語必

修科目群担当者への使用テキストの周知方法を徹底した結果、教員や学生

からの問題の指摘は受けていない。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 短大部では、建学の理念や教育目標に基づく学習成果を定め、２年間で達

成可能な具体的な能力としてディプロマ・ポリシーに示されている以下の

５つの要素を学科における学習成果として定め、教員はこの学習成果に基

づく成績評価を行うとともに、学科内でその学習成果を測定するための担

当者を配置している。 

 

短大部の学習成果 

１．キリスト教精神について理解していること。 

２．現代社会に生きる女性として、社会について広い視野と自分の考えを

もつこと。 
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３．英語の４技能（読む力、聴く力、書く力、話す力）をバランスよく身

につけ、他者の言うことを理解でき、自分の言いたいことを言えるこ

と。 

４．日本文化についての知識をもち、それについて説明できること。 

５．異文化について理解し、多様な価値観を認めて、異文化のなかで育っ

た人と交流できること。 

1-3-2 上記学習成果１に対して、キリスト教精神の理解のためのイースター聖式

とクリスマス聖式を「ラーニング・コミュニティ II・Ⅳ」の中で開催して

いる。 

 

1-3-3 上記学習成果２に対して、南山大学所属の女性教員やキャリア支援室の女

性職員および短大・短大部 OGを招いてのキャリア講演会を開催している。 

 

1-3-4 上記学習成果３に対して、英語必修科目群において、suggested course 

description（カリキュラムに照らして各科目が扱う内容をガイドラインと

して示したもの）とそれに基づき各科目を受講した学生が獲得する能力

を定めた Can Do List を策定し、各科目のカリキュラム上の位置づけを明

確にするとともに、各教員に周知している。 

 

1-3-5 ・上記学習成果３に対して、英語必修科目群においては習熟度別にクラス

編成し、本学の教育内容とクラスの習熟度に合致した推奨テキストのリス

トを作成し、担当教員へ周知している。 

・新たな試みとして、English speech contest を開催している。 

 

1-3-6 ・上記学習成果４に対して、その前提となる日本語力育成のため、必修科

目である「日本語表現」と「日本文化」でそれぞれ論理的な説明手法と日

本文化を学び、体系的なリサ－チ力・説明力の育成を図っている。 

・「ラーニング・コミュニティ II」内で南山大学を調査・研究対象とした

PBL 型のプロジェクト（Nanzan Discovery Project）において、獲得した説

明力を発揮する場を設けている。 

 

1-3-7 上記学習成果５に対して、科目を問わず異文化理解を促す機会を提供する

とともに、多様な国々の出身者が短大部で科目を担当している。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述してください ※ 

2-1-1 なし  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策(もしあれば) ※ 

2-2-1 該当なし  
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３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 「学生アンケート」の自由記述欄の中に、クリスマス聖式への理解が十分

でなかったとのコメントがあり、その意義を事前に十分に伝える必要があ

る。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 クリスマス聖式の実施前に「ラ－ニング・コミュニティ II・Ⅳ」の中で聖

式の意義を説明する。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

・教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改善に

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 教育（学習）成果の精緻化については、依然として各ワーキンググループ

内での検討に留まっており、その検証についてもワーキンググループ内で

精粗がみられる。 

 

1-1-2 コアリンク・リポートの投稿数に多寡がみられる。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善されたか) ※ 

1-2-1 学習成果の検証については、FD 活動と連動させた形で学科として集中的な

議論を行う機会を設け、教員間で現行カリキュラムや教育の方向性につい

て意見交換を行っており、その後実施した参加者へのアンケートでは、そ

の成果を示唆する肯定的な評価を得ている。 

 

1-2-2 コアリンク・リポートへの投稿を、その意義とともに周知を図ったもの

の、依然として多寡がみられる。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 各教育（学習）成果の測定を担当するワーキンググループが FD 会で実績を

報告している。 

 

1-3-2 「ラ－ニング・コミュニティ」内で全学生に教育（学習）成果の獲得状況

に対する自己評価アンケートを実施している。 

 

1-3-3 英語必修科目群については、Web 上で同一クラスを担当する教員が自身の授

業内容とクラスの状況について意見交換する仕組み（コアリンク・リポー

ト）を運用している。 
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1-3-4 学生の教育（学習）成果の獲得状況を踏まえ、カリキュラム検討ワーキン

ググループ内で英語必修科目群の１年次生に対する CAN DO リストを作成

し、教育上の参考資料として担当教員に周知している。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述してください ※ 

2-1-1 CAN DO リストの内容をシラバスに盛り込む。 

・2015 年度は英語必修科目を担当する専任教員全員に、可能な範囲でシラ

バスに盛り込むよう、依頼している。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策(もしあれば) ※ 

2-2-1 シラバスへの記載状況を確認し、必要であればさらに依頼を続ける。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 コアリンク・リポートへの投稿を、その意義とともに周知を図ったもの

の、依然として多寡がみられる。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 コアリンク・リポートへの投稿について、授業中に課した課題内容や分量

を掲載することとし、各クラスで行われているより具体的な情報を共有す

ることにより、投稿数を高める。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

・教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 教育目標に沿った成果を客観的に測る仕組みはあるものの、それを活用す

る体制が十分に整っていない。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善されたか) ※ 

1-2-1 「学生アンケ－ト」の結果の積極的な活用について、特に学習成果の測定

を担当する各ワーキンググループで検討し FD 会で情報の共有を図ったもの

の、その内容には精粗がみられた。 
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3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 教育目標によった成果が上がっているかどうかについては、「学生アンケー

ト」を実施し、教育モットーの浸透度や学習成果の向上を問う質問を設

け、その結果を短大部生の現状の把握と短大部の改善に生かす資料として

いる。 

 

1-3-2 教育モットーの浸透度については、２年生の 47.8%、１年生の 43.8%が、授

業や行事などを通して教育モットーが十分に伝わってきた、または少しは

伝わってきたと回答している。   

 

1-3-3 

 

学習成果１（キリスト教精神の理解）については、２年生の 75.2%、１年生

の 72.1%が、「キリスト教学」を通してキリスト教が十分に身近に感じられ

るようになった、または少しは身近に感じられるようになったと回答して

いる。 

 

1-3-4 学習成果２（女性としての広い社会的視野）については、２年生の 81.4%、

１年生の 65.6%が、十分に身についた、またはいくらかは身についたと回答

している。 

 

1-3-5 学習成果３（英語４技能の獲得）については、２年生の 77.9%、１年生の

59.4%が、十分に身についた、またはいくらかは身についたと回答してい

る。 

 

1-3-6 学習成果４（日本文化の知識と説明）については、２年生の 55.7%、１年生

の 55.5%が、十分に身についた、またはいくらかは身についたと回答してい

る。 

 

1-3-7 学習成果５（異文化理解）については、２年生の 81.4%、１年生の 72.7%

が、十分に身についた、またはいくらかは身についたと回答している。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述してください ※ 

2-1-1 ２年生の８割以上が女性としての広い社会的視野と異文化理解に対する自己

評価が高く、教育目標に対する顕著な成果といえる。（「学生アンケート」集

計結果） 

 

2-1-2 Nantan Girls’Project の活動は、学習成果の中でも特に女性としての広い

社会的視野・異文化理解における成果といえる。2015 年度は「【ジンバブ

エ】女の子の寄宿舎建設プロジェクト」（主催：（公財）プラン・ジャパン）

への協力として、有志による書き損じはがきの回収や募金を中心としたボラ

ンティア活動を行った。この活動により、2014 年度に引き続き 2015 年度も

学生部長表彰を受けた。 

 

2-1-3 「外務省 NGO 相談員・国際協力エッセイコンテスト 2015」（主催：（公財）

PHD 協会、テーマ：「共に生きる社会をつくるため、私たちができること」）

において、141 編の応募の中、多文化共生社会におけるアイデンティティの

問題を論じたエッセイによって短大部生１名が優秀賞を受賞している。学習

成果の中でも特に異文化理解における成果といえる。 
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2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策(もしあれば) ※ 

2-2-2, 

2-2-3 

Facebook等で活動・成果の紹介に努め、より多くの学生の参加を促す。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 教育目標に沿った成果を客観的に測る仕組みはあるものの、それを活用す

る体制が十分に整っていない。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 短大部が独自に作成している『自己点検・評価報告書』2015 年度版発行の

際に教員に該当箇所を確認し、2016 年度の自己点検・活動により積極的に

活用するよう、依頼する。 

 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

・学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施され

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 「学生アンケート」で入試種別や入試広報に関する回答を分析した結果、

従来の想定に反して、７月のオープンキャンパスに２月入試の受験希望者

が相当数含まれていることがわかった。11 月入試とオープンキャンパスの

広報を中心に毎年７月に実施してきた短大部専任教員による高校訪問の広

報方針を変更する必要がある。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善されたか) ※ 

1-2-1 「学生アンケート」の結果を考慮し、高校訪問では２月入試の広報にも力

を入れる予定であったが、７月時点で短大部の 2017 年度募集停止の可能性

に関する広報について大学としての方針が最終決定に至らなかったため、

2015年度の高校訪問は見送ることとした。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 高校から Oral Interpretation に関する模擬授業の依頼３件を受けて

対応した。 
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1-3-2 2017 年度の短大部募集停止の可能性と最後の学年となる場合に有り

得るデメリットについて、執行部と相談の上、各入試において志願決

定前の段階で受験生や高校に周知をはかった。 

入試課 

1-3-3 【志願状況】 

募集停止の可能性について周知を徹底した結果であろうが、2016 年

度入試において短大部の全志願者は前年度比で 28.3％減となった。 

（２月入試） 

・2015 年度一般入試の志願者は、115 名で前年度より 30.7％減少し

た。高校別の志願者層を見ると、前年、前々年から変化はなく、「編

入ルート」としての短大部に期待した進路指導の存在が窺える。 

・全学統一入試の志願者数は個別学力型で前年度の 26.0％減、セン

ター併用型で 25.0％減、センター利用入試（前期３教科型）の志願

者数は 4.5 ％減となった。 

・センター利用入試（後期）の志願者数は６名となり、前年度の

82.9 ％減となった。 

（11月入試） 

・指定校推薦、カトリック系の志願者計が 42 名で、前年度の 20.7％

減だった。 

・自己推薦入学審査の志願者数は、（英語力重視型）が 11 名、（総合

学習力重視型）が 29 名で、前年度の 15％減だった。 

 

1-3-4 【入学状況】 

すべての入試において志願者減となったが、すべての入試において歩

留まり率が高めであったことから、定員を１名超える 151 名の入学者

があった。 

 

1-3-5 例年どおり、入試検討ワーキンググループが前年度の入試問題、入試

結果、在学生の入試種別・高校別の成績状況等のデータを分析・検討

して学科長に出す答申に基づき、入試検討のための運営委員会で

2016年度入試に関する方針を決定した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述してく

ださい 
※ 

2-1-1 志願決定前の時点で募集停止の可能性とデメリットについて周知に努

めた結果、募集停止発表後も受験生や入学予定者に混乱は見られなか

った。（２月入試要項、推薦入試対象校校長宛文書、大学 Web ページ

「受験生の皆様」） 

入試課 

2-1-2 【オープンキャンパス】 

・昨年に引き続き、短大部志願予定者の相談コーナー来訪が全学最多

となり、全体の 38.0％を占めた。（2014 年度版・2015 年度版『オー

プンキャンパスアンケート集計結果』）。 

・短大部独自の企画である「短期大学部入試説明会」「ベタニア紹介」

（ベタニアで短大部の先輩と話そう）を実施し、盛況だった。（担当

者による学科会議報告、『2015 年度 短期大学部 自己点検・評価報告

書』） 

入試課 
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2-1-3 公式 Facebook の登録者が 270 名を超え、記事の閲覧数が最大で 1 万

以上に達している。（短期大学部公式 Facebook） 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策(もしあれば) ※ 

2-2-3 前年度に引き続き、新入生に Facebook の存在を周知し、学生発信の情報も

より多く掲載できるようにする。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 学生の受け入れが今回の入試をもって終了するため、該当なし  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 なし  

 

以上 
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2015年度人間文化研究科自己点検・評価報告書 

 

人間文化研究科長 大塚 達朗 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 定期的に院生代表と研究科長との懇談会が開催されているが、理

念・目的にかかわる懇談はなされていないため、理念・目的を俎

上にあげて懇談を実施する必要がある。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 懇談会では多くのことが話題となるために、理念・目的について

十分な時間は取れなかったが、本研究科が高度職業人養成を謳う

ことは理解されているようであった。また、３つのポリシーも入

試要項やガイダンス配布資料などで知られていることが確認出来

た。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 研究科の理念・目的を定期的に検証するために、研究科自己点

検・評価委員会を 3 回開催することとして、2015 年度にかかわ

る研究科自己点検・評価委員会は、第 1 回を 7 月 8 日に、第 2 回

を 11 月 11 日に開き、第 3 回は、年度をまたいで、2016 年 4 月 6

日に開催した。いずれも研究科委員会開催後であった。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 3 回実施される研究科自己点検・評価委員会は、各専攻から毎回

共通した項目からの報告がなされることで、4 専攻相互に理解が

深まっている。そのことから、研究科・専攻の理念・目的を検証

する環境は整っているといえよう。（各専攻自己点検・評価委員

会記録、研究科自己点検・評価委員会記録、研究科委員会記録） 

 

2-1-2 専攻主任会議（議長：研究科長）を運営委員によって円滑な運営

がなされるようにしたことで、研究科委員会と研究科自己点検・

評価委員会とが、より有機的に結びつくようになった。（専攻主

任会議記録） 
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2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 運営委員の在り方について、可能であれば二人体制などを検討し

たい。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 3 つのポリシーを研究科・専攻それぞれで定期的に検証してきた

が、研究科・専攻にまたがる統一的な仕組は構築できていない。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 大学内外の情勢に鑑みて、3 つのポリシーを検証するための統一

的な仕組みを立ち上げることが重要課題と認識しており、仕組み

の構築に取り組みたい。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

・教員に求める能力・資質等を明確にするとともに、教員の資質の向上を図るための方策

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 人間文化研究科においては、4 専攻の個性に鑑みて、各専攻で FD

活動に取り組むこととしているが、専攻によっては十分な時間が

割かれているとはいえないようである。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2015 年度においても、各専攻の FD 活動は、専攻によっては十分

な時間が割かれているとはいえない。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 ピア・レビュー方式による教員相互評価が、各専攻自己点検・評

価委員会および研究科自己点検・評価委員会にて実施された。 

 

1-3-2 学位取得状況および公開状況が、各専攻自己点検・評価委員会お

よび研究科自己点検・評価委員会にて確認された。 

 

1-3-3 オフィス・アワーが適正に実施されていることが、各専攻自己点  
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検・評価委員会および研究科自己点検・評価委員会にて確認され

た。 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 教員に対する研究上の改善勧告が、研究の継続性など明確な基準

および手続きでなされている。（各専攻自己点検・評価委員会記

録、研究科自己点検・評価委員会記録、研究科委員会記録） 

 

2-1-2 取得学位や研究の継続性など明確な基準で科目適合性が判断され

て、2 名(人類学専攻 1 名、教育ファシリテーション専攻 1 名)が

講義担当を追加委嘱された。（大学委員会記録、研究科委員会記

録、各専攻会議記録） 

 

2-1-3 第 3 回研究科自己点検・評価委員会において、2015 年度の専攻

の FD 活動として、合同ゼミと懇談会（キリスト教・宗教思想専

攻主催）、研究懇談会（人類学専攻主催）、心理人間教育研究会

（教育ファシリテーション専攻共催）が報告され、意見交換がな

されて研究科としての定期的な FD 活動となっている。（各専攻自

己点検・評価委員会記録、研究科自己点検・評価委員会記録、研

究科委員会記録） 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 ピア・レビュー方式による教員相互評価は教員の能力の明確化・

教員の資質の向上と大きく連動することを、研究科・専攻に向け

て、恒常的に注意喚起したい。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 研究の継続性という基準が研究科・専攻で共有されてはいるが、

その中身が同じかというと、必ずしもそうではなさそうである。

教員の能力の明確化・教員の資質向上という観点から、基準の中

身を揃えるべきであろう。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 とくに研究指導を追加委嘱する場合、そもそも外部に事前相談す

ることになっているが、その際の基準と齟齬のない簡潔な基準を

共有することを相談したい。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 
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≪教育内容・方法・成果≫ 

A.教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に検

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 教育目標や教育課程の編成・実施方針などの適切性にかかわる在

学生ないしは修了者へ向けてのアンケート調査などは実施してい

ない。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 とくに修了者へ向けてのアンケート調査の必要性は認識している

が、2015 年度において、具体的な方法を策定するには至ってい

ない。従来の「大学院生による授業評価」にかかわるアンケート

調査の、自由記述欄に散見される修了者による記述から判断する

にとどまっている。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 専攻ごとに 3 つのポリシーに基づいてカリキュラムが検討され、

さらに、研究科委員会で検討されている。 

 

1-3-2 専攻で割り当てられた主指導教員―副指導教員の在り方と、審査

の透明性・客観性を高めるために主指導教員が学位論文の主査に

ならないことは、研究科委員会で確認されている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 各専攻自己点検・評価委員会および研究科自己点検・評価委員会

の定期的開催により、教育目標、学位授与方針および教育課程の

編成・実施方針の適切性について、検証がおこなわれている。

（各専攻自己点検・評価委員会記録、研究科自己点検・評価委員

会記録、研究科委員会記録） 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

214



1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 年 2 回実施している「大学院生による授業評価」にかかわるアン

ケート調査は、自由記述を含む質問内容から《教育内容・方

法・成果》A～D にかかわるが、年々回収率が下がっている。回

収率を上げる必要がある。 

 

3-1-2 修了生からの意見は《教育内容・方法・成果》にかかわる重要

なデータとなるはずであるが、修了生からさまざまな情報を得る

ことはできていない。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2017 年度からはクォーター制が実施されることを視野に入れな

がら、「院生による授業評価」にかかわるアンケート調査につい

て、質問項目や実施時期・回数などを見直したい。 

 

3-2-2 修了生から《教育内容・方法・成果》にかかわるさまざまな情

報を得るために、修了生へのアンケート調査を実施したい。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

B.教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2017 年度から導入予定のクォーター制について、社会人を受け

入れていることや夜間開講との整合制など判然としないことが多

いため、一層の検証を要する。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2015 年度は、学部でのクォーター制にかかわる議論の推移を見

守る段階であった。社会人を受け入れていることや夜間開講との

整合制にかかわる具体的な議論には至っていない。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 各専攻前期課程・修士課程では、主たる領域ごとに研究指導科目

と専門科目とが開講され、かつ、主たる領域以外の科目を選択で

きるようにカリキュラムが編成されている。専攻によっては、副

専攻生を設けている。また、研究の学際性の観点から、研究科共

通科目が開講されている。以上について、各専攻と研究科で議論
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している。 

1-3-2 各専攻博士後期課程では、主たる領域ごとに研究指導科目と専門

科目とが開講され、かつ、主たる領域以外の科目を選択できるよ

うにカリキュラムが編成されている。以上について、各専攻と研

究科で議論している。 

 

1-3-3 各専攻前期課程・修士課程および各専攻博士後期課程のカリキュ

ラム・ツリーが策定され、公開されている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 各専攻自己点検・評価委員会および研究科自己点検・評価委員会

の定期的開催により、各課程に相応しい教育内容を提供している

か、検証がおこなわれている。（各専攻自己点検・評価委員会記

録、研究科自己点検・評価委員会記録、研究科委員会記録） 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 研究科として、2015 年度は、2017 年度からのクォーター制導入

に関して手探り状態であった。社会人を受け入れていることや、

夜間開講(人類学専攻博士後期課程、教育ファシリテーション専

攻修士課程)との整合制があるなどの開講形態や科目配置をめざ

すカリキュラム策定は、2016 年度、喫緊の課題と認識してい

る。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2017 年度からのクォーター制導入に向けて、カリキュラムを早

急にまとめたい。なお、大学院のカリキュラムであることから、

科目ナンバリングは優先順位の高い項目である。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

≪教育内容・方法・成果≫ 

C.教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改善に

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 
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1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2013 年度に実施された大学基準協会による認証評価において、

学位論文審査基準が明文化されていないので、課程ごとに『大学

院学生便覧』などに明記するよう、改善が望まれている。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 4 専攻に共通した学位論文審査基準を策定して、『大学院生便

覧』に明記することとした。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 教育成果の重要な指標である学位論文は、各専攻において慎重か

つ厳格に審査されている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 学位論文審査報告書は研究科委員会において供覧され、かつ、審

査結果が審議されることから、教育成果の定期的な検証につなが

っている。（研究科委員会記録） 

 

2-1-2 学位論文は専攻において途中経過報告会や成果報告会などが開催

され、FD 活動として報告されるなどして教育課程などの改善に

結びついている。（各専攻会自己点検・評価委員会記録、研究科

自己点検・評価委員会記録、研究科委員会記録） 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 学位論文の途中経過報告会や成果報告会などを研究科 Web ページ

でこまめに告知することは有効と考える。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 提出された学位論文の題目などは、現在、研究科委員会において

全て報告され全教員に周知されているが、院生に対してはそうで

はない。学位論文作成のインセンティブを高める一助として、院

生全員にも周知されるべきかと認識している。 

 

3-1-2 博士論文は南山大学機関リポジトリからダウンロードできるが、  
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ダウンロード回数は未チェックであった。外部の評価とも関係す

るので、調査する意義はあると認識している。 

3-1-3 修士論文は南山大学図書館にて保存・公開されているが、外部閲

覧者の有無・外部からの複写依頼の有無は未チェックであった。

外部の評価とも関係するので、調査する意義はあると認識してい

る。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学位論文の題目などを教員と院生双方が共有できる方法ないしは

仕組みを探りたい。 

 

3-2-2 南山大学機関リポジトリに登録されている研究科博士論文(4 件)

のダウンロード回数のチェックを研究科として調査して、その結

果を共有したい。なお、機関リポジトリに登録以前のものは、た

とえば図書として公刊されているかあるいはレビュー誌で言及さ

れたかなどを研究科として共有したい。 

 

3-2-3 修士論文の外部閲覧者の有無・複写依頼の有無を、図書館との相

談も必要であるが、実態調査して、その結果を研究科として共有

したい。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 修士論文がブラッシュアップされて専門誌への投稿がおこなわれ

ているが、成果公表のインセンティブを高めるために、その実態

を研究科として把握し学生へ周知させる必要がある。 

 

1-1-2 博士論文提出の準備段階として専門誌への投稿が義務づけられて

いる場合の、その実態を把握する必要がある。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 成果公表について、院生代表と研究科長との懇談会において今年

度は『南山考人』（人類学専攻）を例に上げて説明した。あわせ

て、投稿―査読―掲載に至る過程・仕組みを説明した。 

 

1-2-2 専攻主任会議を通じて実態把握をおこなっているが、本年度は博

士論文の提出が予定されなかったために、研究科レベルでの議論
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には至っていない。 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 博士前期課程・修士課程において 18 名（キリスト教思想 4 名、

人類学専攻 2 名、教育ファシリテーション専攻 4 名、言語科学専

攻 8名）が修了した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 人間文化の理解に多様な方向性を示す学位論文が提出され、多才

な人材が育成できている。（研究科委員会記録） 

 

2-1-2 副領域履修証明書が言語科学専攻修了生 2 名に与えられた。（研

究科委員会記録） 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 副領域履修証明書は修了生の専門性の高さを証明するものである

から、ガイダンスなどで副領域の履修を促したい。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 教育目標に沿った成果検証のために、学位論文の審査基準が明文

化されることと関連して、専攻によっては博士論文提出の準備段

階として専門誌への投稿が義務づけられている実態を把握し検証

する必要がある。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 博士論文提出準備段階の専門誌への投稿について、投稿本数が決

まっているのか、専門誌が指定されているのか、そのような取り

決めは専攻で定期的に検証されているのかなどを研究科として調

べたい。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 
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≪学生の受け入れ≫ 

・学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施され

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2013 年度に実施された大学基準協会による認証評価において、

学生の受け入れ方針について、言語科学専攻博士後期課程におい

て、求める学生像が明示されていないため、改善が望まれてい

る。 

 

1-1-2 学内からの推薦入学審査志願者と一般入学試験志願者が長期減少

傾向にあるが、やはり、学内からの志願者の増加、入学者の確保

を図る必要がある。 

 

1-1-3 効果的な広報を考えると、人間文化研究科の Web ページを有効な

ものにする必要がある。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 言語科学専攻博士後期課程の学生の受け入れ方針は、求める学生

像を明示して、改正された。 

 

1-2-2 学部生１年生から４年生を対象に、大学院入試説明会の案内を出

すようにした。また、専攻によっては独自の説明会を開いた。し

かし、学内からの志願者の減少傾向は、本年度も改善されていな

い。 

 

1-2-3 人間文化研究科の Web ページで、専攻でおこなわれる行事を告知

している。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 一般入試・社会人・推薦・国内在住外国人・国外在住者のカテゴ

リーで試験・審査がおこなわれている。 

 

1-3-2 専攻ごとに募集がおこなわれ、厳格な基準に基づいて各専攻で合

否案が作成された上で、研究科委員会で基準および合否案が審議

されている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 今年度も、国内外から幅広く志願者を集められている。（大学院

委員会記録、大学院入試委員会記録、研究科委員会記録） 
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2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 年 2 回実施（6 月および 12 月）の大学院入試説明会において、

本研究科の参加者は合計 46 名で、前年度より 13 名減少した。一

部の専攻では 12 月の参加者が 0 名で、その専攻では志願者は 0

名であった。学内からの志願者を増やすことは喫緊の課題である

と認識している。 

 

3-1-2 志願者の確保ひいては人材の確保のためには、入試の在り方をめ

ぐる改革も喫緊の課題であると認識している。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 6 月・12 月に実施する定例大学院入試説明会については、学部生

向けの案内を徹底し、各専攻独自の大学院入試説明会の開催も定

例化ないしは開催回数を増やしたい。 

 

3-2-2 他研究科が実施している出願前面談が参考となるとの問題提起が

研究科自己点検・評価委員会の中でなされた。本研究科の専攻で

も実施の可能性を探りたい。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2015年度キリスト教思想専攻自己点検・評価報告書 

 

キリスト教思想専攻主任 鳥巣 義文 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  
 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 
※ 

1-2-1 特になし。  
 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 専攻の理念や目的については、研究科紹介パンフレットや大学院

入学試験要項の中で説明している。 

内容については、入試課による毎年度の改訂時に確認している。 

 

1-3-2 特に専攻のディプロマ、カリキュラム、アドミッションの３ポリ

シーについては、専攻自己点検・評価委員会（年度を越えた

2015 年 4 月 8 日開催の 2014 年度第 3 回専攻自己点検・評価委員

会）の時に机上配布して確認した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし。  
 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 
※ 

2-2-1 特になし。  
 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2017 年度のクォーター制移行を機会として、3 ポリシーを点検す

る。 
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2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 3 ポリシーについて、クォーター制移行また 9 月入学導入などに

伴う表現の見直しの必要がないかを確認する。 
 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

・教員に求める能力・資質等を明確にするとともに、教員の資質の向上を図るための方策

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 専攻内において、教員の研究を相互に紹介する多様な研究会の実

施について継続して検討する。 
 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 
※ 

1-2-1 専攻主催の研究会の実施には至らなかった。  
 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 専攻自己点検・評価委員会において、前年度の主な研究業績リス

ト、博士学位取得状況および学位論文公刊状況を確認した（第 1

回専攻自己点検・評価委員会）。 

 

1-3-2 合同研究室に設置してある研究紹介コーナーには専攻の教員の新

しい業績サンプルが追加され、研究内容の相互理解に役立った。 
 

1-3-3 研究所所属教員（宗教文化研究所、社会倫理研究所）が中心とな

る研究会が活発に開催されたので、関連テーマの研究会への積極

的な参加を専攻の教員に奨めた。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし。  
 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 
※ 

2-2-1 特になし。  
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３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 専攻内の 3領域（神学、哲学、宗教学）の人材的充実。  

3-1-2 専攻内の 3領域の相互交流による学際的視野の育成。  
 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 研究指導者また講義担当者の追加委嘱を計画し具体化する。  

3-2-2 専攻主催の研究会、講演会などを企画し実施する。 

実施経費についての検討を含む。 
 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

A.教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に検

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  
 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 
※ 

1-2-1 特になし。  
 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 博士前期課程の学位論文審査基準および特定課題研究の判断基準

を明文化した（2015 年度第 3 回専攻会議、2016 年度大学院学生

便覧）。 

 

1-3-2 博士前期課程のカリキュラムツリーを作成した（2015 年度第 3

回専攻会議）。 
 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし。  
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2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 
※ 

2-2-1 特になし。  
 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 クォーター制に対応する時間割の検討。 大学全体 

3-1-2 9月入学実施の可能性の検討。 大学全体 
 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 専攻開講科目等について、時間割のシミュレーション。  

3-2-2 専攻における 9月入学実施の可能性について、具体案の策定。  
※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

B.教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  
 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 
※ 

1-2-1 特になし。  
 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 新年度開始にあたり、専攻の登録ガイダンス（3 月 31 日）を実

施した。 

専攻の教員配置、教育と研究の内容を紹介する機会となった。 

 

1-3-2 専攻を運営するために、専攻内各種役割担当（入試運営委員会委

員、入試説明会担当者、学生便覧・時間割・シラバス担当者、大

学院生用図書係、研究科・専攻 Web ページ管理者・入力担当者）

を選出した（第 1回専攻会議）。 

 

1-3-3 学生の研究活動円滑化のために、専攻学生内の諸係（代表者）を

選出し、大学院生研究室の割り当ておよび合同ゼミでの発表予定
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者を確認した（第 1回専攻会議）。 

1-3-4 専攻のオリエンテーション（新入生歓迎会）（4 月 16 日）と学部

との合同コンパ（4月 23日）を実施した。 

歓迎会は専攻の新入生と専攻教員の交流の機会となった。また、

学部と合同のコンパは専攻と学部キリスト教学科の連携を深める

機会となった。 

 

1-3-5 専攻の合同ゼミを 5 回開催した（5 月 28 日、6 月 25 日、9 月 24

日、10 月 29 日、11月 26日）。 

学生の日頃の研究成果を発表する機会であり、発表後の質疑応答

をとおして、自分が所属するゼミ以外のゼミの教員および学生と

の交流の機会となった。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし。  
 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 
※ 

2-2-1 特になし。  
 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 併設する在名古屋教皇庁認可神学部との連携の確認。  
 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 クォーター制導入に伴う教育課程の改正等の情報を、在名古屋教

皇庁認可神学部責任者とも共有し、教育連携体制の維持に必要な

対応をする。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

C.教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改善に

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  
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2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 
※ 

1-2-1 特になし。  
 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 人間文化研究科の取り組みとして、春学期と秋学期の 2 回、学生

による授業評価アンケートを実施した。 

それぞれのアンケート結果に基づき、第 2 回専攻自己点検・評価

委員会（9 月 30 日）にて春学期実施結果を、また、2016 年度第

1 回専攻自己点検・評価委員会（2016 年 4 月 6 日）にて秋学期実

施結果を確認した。 

研究科 

1-3-2 春秋 2 回の学生による授業評価アンケート結果に基づく専攻内点

検・評価の結果は、直近の人間文化研究科自己点検・評価委員会

（11月 11日、2016年 4月 6日）へ報告された。 

研究科 

1-3-3 専攻の慣例の取り組みとして、年度末に専攻懇談会（2016 年 3

月 8日）を実施した。 

学生と教員が集う懇談会であり、一年間を振り返って教育研究の

諸側面について自由に意見交換、助言、提案等を行う機会となっ

ている。 

また、次年度へ向けた合同ゼミの予定、学生内諸係りまた研究室

の割り振り等についての話し合いの機会にもなっている。（2015

年度専攻懇談会記録） 

 

1-3-4 専攻の取り組みとして、学生の研究活動を後押しする意味で、学

生から専攻主任へ、年度末に、次年度の研究予定という状況報告

をしてもらっている。全員からの報告が得られないこともある

が、少なくとも学生に自身の研究状況を確認してもらう機会とな

っている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし。  
 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 
※ 

2-2-1 特になし。  
３．改善すべき事項［箇条書き］ 
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1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 学生による授業評価アンケートの回収率の向上。 研究科 

3-1-2 専攻懇談会の日取りの再検討。  
 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 現行のメイル添付ファイルによるアンケート用紙配布という方法

以外に、学部で行われているように、ゼミ等の授業中にアンケー

トを実施して、学生に研究科事務室へ提出してもらうことは可能

か。 

研究科 

3-2-2 修了確定者発表日に固定化している専攻懇談会の日取りは適切か

を、専攻内で意見交換する。 
 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  
 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 
※ 

1-2-1 特になし。  
 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 今年度、2 年間の在学期間で所定の単位を修得し、研究指導を受

けて修士論文の審査および最終試験に合格した学生は 4 名であっ

た。 

同期入学の 1名は研究の継続を希望した。 

 

1-3-2 修了者 4 名の進路は、公務員が 1 名、教職に携わる修道者が 2

名、教員志望者が 1名であった。 

専攻のアドミッションポリシーに表明された人材が育成されてい

る。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 
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2-1-1 特になし。  
 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 
※ 

2-2-1 特になし。  
 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 在学する学生の研究意識の活性化。  
 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 例えば OB・OG 会を企画して交流することにより、在学生に修了

後の進路の可能性を展望し、自身の研究を活性化する機会として

もらう。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

≪学生の受け入れ≫ 

・学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施され

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  
 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 
※ 

1-2-1 特になし。  
 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 大学院入試説明会を 2回（6月 13日、12月 12日）実施した。 

その際に、専攻の 3 領域（神学、哲学、宗教学）から 1 名ずつの

教員を選出し、3名の説明者体制で対応した。 

 

1-3-2 過去問題冊子について検討した（第 6回、第 7回専攻会議）。 

入試課にて作成、保管する冊子の形態にて、5 年間の保管期間と

いうことを確認した。 

 

1-3-3 入学者の選抜は、秋と春の 2 回の入試の時に合否判定基準を示  
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し、専攻会議および人間文化研究科委員会の審議を経て公正かつ

適切に行っている。 
 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 専攻では、入試課で作成する過去問題冊子を活用している。特に

入試説明会の時には、訪問者の希望に応じて閲覧に供している。 
 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 
※ 

2-2-1 特になし。  
 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 全学的な動きに合わせて、専攻における 9 月入学の可能性とそれ

に伴う募集の可能性について検討する。 
大学全体 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 専攻として、まず、現行の入試種別から 9 月入学の早期実現に対

応可能な入試種別を特定してみる。 
 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2015年度宗教思想専攻自己点検・評価報告書 

 

宗教思想専攻主任 鳥巣義文 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  
 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 
※ 

1-2-1 特になし。  
 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 専攻の理念や目的については、研究科紹介パンフレットや大学院

入学試験要項の中で説明している。 

内容については、入試課による毎年度の改訂時に確認している。 

 

1-3-2 特に専攻のディプロマ、カリキュラム、アドミッションの３ポリ

シーについては、専攻自己点検・評価委員会（年度を越えた

2015 年 4 月 8 日開催の 2014 年度第 3 回専攻自己点検・評価委員

会）の時に机上配布して確認した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし。  
 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 
※ 

2-2-1 特になし。  
 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2017 年度のクォーター制移行を機会として、3 ポリシーを点検す

る。 
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2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 3 ポリシーについて、クォーター制移行また 9 月入学導入などに

伴う表現の見直しの必要がないかを確認する。 
 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

・教員に求める能力・資質等を明確にするとともに、教員の資質の向上を図るための方策

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 専攻内において、教員の研究を相互に紹介する多様な研究会の実

施について継続して検討する。 
 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 
※ 

1-2-1 専攻主催の研究会の実施には至らなかった。  
 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 専攻自己点検・評価委員会において、前年度の主な研究業績リス

ト、博士学位取得状況および学位論文公刊状況を確認した（第 1

回専攻自己点検・評価委員会）。 

 

1-3-2 合同研究室に設置してある研究紹介コーナーには専攻の教員の新

しい業績サンプルが追加され、研究内容の相互理解に役立った。 
 

1-3-3 研究所所属教員（宗教文化研究所、社会倫理研究所）が中心とな

る研究会が活発に開催されたので、関連テーマの研究会への積極

的な参加を専攻の教員に奨めた。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし。  
 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 
※ 

2-2-1 特になし。  
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３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 専攻内の 3領域（神学、哲学、宗教学）の人材的充実。  

3-1-2 専攻内の 3領域の相互交流による学際的視野の育成。  
 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 研究指導者また講義担当者の追加委嘱を計画し具体化する。  

3-2-2 専攻主催の研究会、講演会などを企画し実施する。 

実施経費についての検討を含む。 
 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

A.教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に検

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  
 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 
※ 

1-2-1 特になし。  
 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 博士後期課程の学位論文審査基準を明文化した（2015 年度第 3

回専攻会議、2016年度大学院学生便覧）。 
 

1-3-2 博士後期課程のカリキュラムツリーを作成した（2015 年度第 3

回専攻会議）。 
 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし。  
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2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 
※ 

2-2-1 特になし。  
 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 クォーター制に対応する時間割の検討。 大学全体 

3-1-2 9月入学実施の可能性の検討。 大学全体 

3-1-3 南山大学大学院人間文化研究科学位（論文博士）審査内規（案）

の改訂。 
人間文化研究

科 
 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 専攻開講科目等について、時間割のシミュレーション。  

3-2-2 専攻における 9月入学実施の可能性について、具体案の策定。  

3-2-3 専攻より人間文化研究科専攻主任会議に提示した（論文博士）審

査内規案文の校正作業。 
 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

B.教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  
 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 
※ 

1-2-1 特になし。  
 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 新年度開始にあたり、専攻の登録ガイダンス（3 月 31 日）を実

施した。 

専攻の教員配置、教育と研究の内容を紹介する機会となった。 

 

1-3-2 専攻を運営するために、専攻内各種役割担当（入試運営委員会委

員、入試説明会担当者、学生便覧・時間割・シラバス担当者、大
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学院生用図書係、研究科・専攻 Web ページ管理者・入力担当者）

を選出した（第 1回専攻会議）。 

1-3-3 学生の研究活動円滑化のために、専攻学生内の諸係（代表者、紀

要担当者）を選出し、大学院生研究室の割り当ておよび合同ゼミ

での発表予定者を確認した（第 1回専攻会議）。 

 

1-3-4 専攻のオリエンテーション（新入生歓迎会）（4 月 16 日）と学部

との合同コンパ（4月 23日）を実施した。 

歓迎会は専攻の新入生と専攻教員の交流の機会となった。また、

学部と合同のコンパは専攻と学部キリスト教学科の連携を深める

機会となった。 

 

1-3-5 専攻の合同ゼミを 5 回開催した（5 月 28 日、6 月 25 日、9 月 24

日、10 月 29 日、11月 26日）。 

学生の日頃の研究成果を発表する機会であり、発表後の質疑応答

をとおして、自分が所属するゼミ以外のゼミの教員および学生と

の交流の機会となった。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし。  
 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 
※ 

2-2-1 特になし。  
 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 博士後期課程の学生には、3 年間の在学期間を超えて研究を継続

するケースが多い。 
 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 4 年目以降の研究活動サポート体制について、前例などを調べ

て、対応策を考えてみる。 
 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 
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≪教育内容・方法・成果≫ 

C.教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改善に

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  
 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 
※ 

1-2-1 特になし。  
 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 人間文化研究科の取り組みとして、春学期と秋学期の 2 回、学生

による授業評価アンケートを実施した。 

それぞれのアンケート結果に基づき、第 2 回専攻自己点検・評価

委員会（9 月 30 日）にて春学期実施結果を、また、2016 年度第

1 回専攻自己点検・評価委員会（2016 年 4 月 6 日）にて秋学期実

施結果を確認した。 

研究科 

1-3-2 春秋 2 回の学生による授業評価アンケート結果に基づく専攻内点

検・評価の結果は、直近の人間文化研究科自己点検・評価委員会

（11月 11日、2016年 4月 6日）へ報告された。 

研究科 

1-3-3 専攻の慣例の取り組みとして、年度末に専攻懇談会（2016 年 3

月 8日）を実施した。 

学生と教員が集う懇談会であり、一年間を振り返って教育研究の

諸側面について自由に意見交換、助言、提案等を行う機会となっ

ている。 

また、次年度へ向けた合同ゼミの予定、学生内諸係りまた研究室

の割り振り等についての話し合いの機会にもなっている。（2015

年度専攻懇談会記録） 

 

1-3-4 専攻の取り組みとして、学生の研究活動を後押しする意味で、学

生から専攻主任へ、年度末に、次年度の研究予定という状況報告

をしてもらっている。全員からの報告が得られないこともある

が、少なくとも学生に自身の研究状況を確認してもらう機会とな

っている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし。  
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2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 
※ 

2-2-1 特になし。  
 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 学生による授業評価アンケートの回収率の向上。 研究科 

3-1-2 専攻懇談会の日取りの再検討。  
 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 現行のメイル添付ファイルによるアンケート用紙配布という方法

以外に、学部で行われているように、ゼミ等の授業中にアンケー

トを実施して、学生に研究科事務室へ提出してもらうことは可能

か。 

研究科 

3-2-2 修了確定者発表日に固定化している専攻懇談会の日取りは適切か

を、専攻内で意見交換する。 
 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  
 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 
※ 

1-2-1 特になし。  
 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学内紀要『南山神学別冊』31 号（南山大学大学院神学研究室、

2016 年 3 月発行）に、博士後期課程の学生 2 名が今年度の研究

成果の一部を掲載した。 

 

1-3-2 学外紀要『キリストと世界』26 号（東京基督教大学、2016 年 3

月発行）に、博士後期課程の学生 1名が依頼原稿を掲載した。 
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２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし。  
 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 
※ 

2-2-1 特になし。  
 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 在学する学生の研究意識の活性化。  
 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 例えば OB・OG 会を企画して交流することにより、在学生に修了

後の進路の可能性を展望し、自身の研究を活性化する機会として

もらう。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

・学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施され

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  
 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 
※ 

1-2-1 特になし。  
 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 大学院入試説明会を 2回（6月 13日、12月 12日）実施した。 

その際に、専攻の 3 領域（神学、哲学、宗教学）から 1 名ずつの

教員を選出し、3名の説明者体制で対応した。 
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1-3-2 過去問題冊子について検討した（第 6回、第 7回専攻会議）。 

入試課にて作成、保管する冊子の形態にて、5 年間の保管期間と

いうことを確認した。 

 

1-3-3 入学者の選抜は、秋と春の 2 回の入試の時に合否判定基準を示

し、専攻会議および人間文化研究科委員会の審議を経て公正かつ

適切に行っている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 専攻では、入試課で作成する過去問題冊子を活用している。特に

入試説明会の時には、訪問者の希望に応じて閲覧に供している。 
 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 
※ 

2-2-1 特になし。  
 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 全学的な動きに合わせて、専攻における 9 月入学の可能性とそれ

に伴う募集の可能性について検討する。 
大学全体 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 専攻として、まず、現行の入試種別から 9 月入学の早期実現に対

応可能な入試種別を特定してみる。 
 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2015年度人類学専攻自己点検・評価報告書 

 

人類学専攻主任 後藤 明 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 全体として進学者が減少してきている。その主なる原因は就職先

が学部卒より限られることであり、修士号を取得して社会で活躍

するためのモデル作りや指導を強化していく。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善されたか) ※ 

1-2-1 2015 年度の入学者は 1 名にとどまった。しかし、2016 年度は文化

人類学で３名、考古学で２名、合計５名の大学院前期課程進学者が

あった。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2015 年度の３年生で大学院進学に興味を持つ学生を複数把握してい

る。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 2014 年度から開始した、大学院で修士を取得した後、様々な職業に就

いている OGOB と、現在在学中の院生および大学院進学に興味を持つ学

部学生との懇談会を 2015 年度も 3 月に挙行した（根拠資料：人類学研

究所 Web ページおよびアンケート）。 

 

2-1-2 現在在学中の大学院生に卒業生まで含めた連絡網を作成させた（根拠

資料：南山考人 Facebook） 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策(も

しあれば) 

※ 

2-2-1 今まで 2 月ないし 3 月に行っていた研究懇談会を年内に行い、２

月入試への情宣に役立てる。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当しない  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 
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≪教員・教員組織≫ 

・教員に求める能力・資質等を明確にするとともに、教員の資質の向上を図るための方策

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 研究指導は現在ぎりぎりの人数で行っているのが現状である。正

副指導教員体制を考えると早急にこの状況を改善すべきである。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善されたか) ※ 

1-2-1 前期および後期の研究指導教員として昇格可能性のある教員に業

績提出を求め、研究科長と専攻主任で検討した。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 業績を鑑み、確実に人事を進めるために 2015 年度は昇格を見合わ

せた。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 昇格該当者に対し、業績審査に耐えうる業績を上げるように働き

かけた。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策(も

しあれば) 

※ 

2-2-1 博士後期課程の研究指導教員のみで臨時の専攻会議を行い、具体

的に昇格可能性のある教員を確認し、2016 年度早々に業績の精査

を行うことにした。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 博士前期および後期の研究指導教員の拡充を行う。  

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2016年度は博士前期および後期に新たな研究指導教員を昇格させ

ることを検討する。 

 

3-2-2 研究補助教員制度を活用して、研究指導教員を増員することも検

討する。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 
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≪教育内容・方法・成果≫ 

A.教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に検

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 論文博士の要件については大学ないし研究科全体での議論が必要

となるであろうが、専攻内でもそれに対応して検討を行う。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善されたか) ※ 

1-2-1 修士論文および博士論文審査規定について明文化したが、それを

基に特に専攻に特有な論博の用件についても検討を開始した。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 研究科において論文博士の要件について内規を定める予定である。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述して

ください 
※ 

2-1-1 学位論文審査規定を明文化するさいに、本専攻の特色である「卒業

制作」について具体的にありうる可能性について検討した。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策(も

しあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当しない  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

B.教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 現在、社会に求められている応用人類学、災害人類学、実践人類

学などを学生が学ぶ機会を強化していく必要があろう。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善されたか) ※ 

1-2-1 人類学研究所の共同研究「危機と再生の人類学」と連携して、 
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2015 年度は災害関係で活躍する研究者や実務者を迎えた公開研究

会を複数回開催した（根拠資料：人類研 Webページ）。 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 修了生で、防災関係および環境コンサル関係の会社に就職し活躍

を始めている人材を輩出した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 上記の研究会は大学院生および学部学生の参加があった（根拠：

人類学研究所の Webページおよびアンケート）。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策(も

しあれば) 

※ 

2-2-1 応用人類学、公共人類学関係の研究会や講演会をさらに積極的に

開催し、学部学生、大学院生の出席を促す。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当しない  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

C.教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改善に

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学生による授業評価への回収率が高くないのでこれを改善する必

要がある。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善されたか) ※ 

1-2-1 在学生自体が少なく、回収率は横ばいであった。  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 研究指導や授業の満足度が若干ながら評価が高くなった（根拠：

大学院生の授業評価アンケート） 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 
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2-1-1 合同研究会および複数指導体制について学生から評価する意見が

あった（根拠：大学院生の授業評価アンケート）。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策(も

しあれば) 

※ 

2-2-1 複数指導体制をより効果のあるものとするために、できるだけ早

く副指導教官を決定し、指導を開始する。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 大学院生から、複数指導体制を活かすために副指導教員からもっ

と指導を受けたいという要望があった（授業評価アンケート）。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 副指導教員も合同研究会などの折に指導は行っているのである

が、それをより明確に教員および学生の双方に意識させる。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 修了生との研究懇談会は、教職および NGO や NPO で活躍する修了

生が講師であった。これらは人類学を学んだことが職業選択に比

較的つながりやすい職種であったので、もう少し職種のバラエテ

ィーを広げるべきであった。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善されたか) ※ 

1-2-1 環境コンサルタントという公共人類学に関連する職種に就いた修

了生を研究懇談会の講師で招き、講演してもらった。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 考古学専攻の修了生は博物館、文化人類学専攻の修了生は高校教

員、環境コンサルタント、防災関係の会社などに就職し、公共人

類学、災害人類学、応用人類学の実践に繋がっている。 
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2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策(も

しあれば) 

※ 

2-2-1 研究懇談会や SMS を活用して、社会で活躍する修了生との連絡を

密にして、大学院生のモチベーションを高める努力をする。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当しない  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

・学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施され

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善されたか) ※ 

1-2-1 該当しない。  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 大学院前期課程の受験者が６名で全員が合格し、うち１名は他大

学に進学したので５名の進学者があった。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 2015 年度は１名だった大学院進学者が、2016 年度は５名となっ

た。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策(も

しあれば) 

※ 

2-2-1 今年度入学した大学院生と、進学に興味のある学部生との交流を

積極的に図り、後者のモチベーション高める機会を複数回作る努

力をする。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  
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2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当しない。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2015年度教育ファシリテーション専攻自己点検・評価報告書 

 

教育ファシリテーション専攻主任 浦上 昌則 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし。  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 日常的な在学生との関わりの中や、主として、オリエンテーショ

ン時、修士論文報告会等での修了生との懇談を通して、本専攻の

理念・目的の適切性に関する判断材料となる情報を収集した。 

 

1-3-2 日常的な在学生との関わりの中や、主として、オリエンテーショ

ン時、修士論文報告会等での修了生との懇談を通して、本専攻の

理念・目的の適切性に関する判断材料となる情報を収集した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 修了生より、本専攻の理念等に関する要望は聞かれなかった。  

2-1-2 本年度の入試説明会への参加者、志願者、在籍者の背景領域は、

例年同様に教育関係、医療関係、企業関係、NPO・NGO の関係者

といった幅広い分野にわたっており、ファシリテーションの重要

性は多様な領域で認識されていると考えられる。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 修了生等からの情報収集を継続する。  

2-2-2 Web ページ、ガイダンスや授業等を通して学内外への周知を図る

活動を継続する。 
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３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

・教員に求める能力・資質等を明確にするとともに、教員の資質の向上を図るための方策

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし。  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 第 1 回専攻自己点検・評価委員会において 2014 年度の業績、所

属学会および所属学会での査読経験に関する情報を共有し、ピア

レビューを行った。なお、判断の基準は人文学部教員評価に準じ

ている。特に問題となる点の指摘はなかったが、全体として一層

の努力が必要であることを確認した。 

 

1-3-2 第 3 回専攻自己点検・評価委員会においてディプロマ・ポリシ

ー、カリキュラム・ポリシーの具現化からみた教員組織について

の検討を行った。現状では、教員組織は必要な領域をカバーでき

ていると判断できた。 

 

1-3-3 2016年度より専任の科目担当者を 1名追加することができた。  

1-3-4 心理人間学科が主催する年度末の 2 泊 3 日の研究会（教育ファシ

リテーション専攻共催）において、授業および研究活動について

検討した。 

 

1-3-5 各学期に学生による授業評価を行い、その結果を専攻自己点検・

評価委員会で検討した。 
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２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 学生による授業評価に記されたコメント内容等、専攻教員で対応

すべき問題は随時会議で共有し、可能なものは個人もしくは組織

としての対応を行っている。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 上記の情況を継続する。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

A.教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に検

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 「公認心理師」に関する法案が成立したならば、専攻としてそれ

に対する対応を検討する必要性が生まれる。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 同資格に関する法案が，2015 年 9 月に可決された。現在、関連

団体がその要件に関する内容案を示しているが，それを見る限

り，現有の教員での対応は無理と言わざるをえないことが明らか

となった。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 
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1-3-1 第 3 回、および第 4 回専攻自己点検・評価委員会においてアドミ

ッション、カリキュラム、ディプロマの３つのポリシーについて

点検作業を行った。概ね妥当であると確認され、喫緊の課題は指

摘されなかった。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当なし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

B.教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 「体験学習」という特徴と構成員の変化との整合性について  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 研究科には人事権がないため、本専攻の特徴に合った人選を行う

ことは不可能である。それゆえ学部の人事を受ける形になるが、

2015年度は関連する動きはなかった。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 
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1-3-1 2017 年度からのクォーター制への対応を検討する「クォーター

制にかかる WG」を設置し，検討を行った。その結果は第 4 回専

攻会議で報告され，全体で議論した。 

 

1-3-2 2008 年度から、金・土・日曜日と集中授業を中心にした時間割

を組むことによって、遠隔地からの通学が可能な体制を整えてい

る。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 2016 年度入試合格者 4 名のうち、1 名は北陸からの受験者であ

る。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 「体験学習」という特徴と構成員の変化との整合性について（継

続） 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 研究科には人事権がないため、本専攻の特徴に合った人選を行う

ことは不可能である。それゆえ学部構成員の変化にあわせ、「体

験学習」に関する課程編成をどのようにすべきかの検討を継続す

る。ただし、専攻としては学部人事を受ける形になるので、数年

をかけて検討せざるをえない。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

C.教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改善に

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 一人の学生の声として、その学生の持っているイメージから、副

指導教員に指導を受けることを躊躇しているというものがあっ
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た。 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 副指導教員から指導を受けることは義務であることを、ガイダン

スや研究指導等を通して周知した。本年度はそのような声は聞か

れなかった。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 各学期に学生による授業評価を行い、その結果を専攻自己点検・

評価委員会で検討した。 

 

1-3-2 研究指導担当教員のみならず、授業担当教員、在学生、修了生の

参加も得て、公開の修士論文報告会を行った。 

 

1-3-3 修士論文を執筆した学生との懇談の場を設け、専攻の教育、研究

指導に対する意見に耳を傾けた。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 学生による授業評価への記入より、柔軟で丁寧な研究指導に対す

る評価が高い。 

 

2-1-2 修士論文執筆者の意見より、研究指導に対する評価が高い。また

指導教員、副指導教員のみならず、多くの教員より意見を得るこ

とを推奨するような本専攻の風土に対する評価が得られた。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 それぞれの学生に応じた柔軟で丁寧な指導を、2016 年度も専攻

全体として行っていく。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 
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3-2-1 該当なし。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし。  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 研究指導担当教員のみならず、授業担当教員、在学生、修了生の

参加も得て、公開の修士論文報告会を行った。 

 

1-3-2 オリエンテーション時、および修士論文報告会時に、参加の修了

生の現状をヒアリングした。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 修士論文のテーマや内容は、ディプロマ・ポリシーと整合的であ

る。 

 

2-1-2 修了生の声から伺い知ることができる範囲内においては、かれら

の現場におけるファシリテーション力，研究力育成に対して一定

の成果をあげていると考えている。 

 

2-1-3 本専攻修了後に、博士課程に進学した、大学教員として就職が決

まったなど修了生の活躍が認められた。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  
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３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

・学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施され

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 志願者数の増加  

1-1-2 入試問題の改変  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 修了生や、人間関係研究センターの受講者などを起点に、パンフ

レットの配付などに努めた。 

 

1-2-2 現状の入試問題についてはハードルが高いと感じる社会人もいる

と推測されたため、一部の出題形式について検討した。しかし、

結論として現状の出題形式を維持する方がよいと判断された。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 入学試験の採点は複数名で行うなど、公正、公平な評価を行っ

た。 

 

1-3-2 開設以来、独自の授業見学・説明会を実施している。本年度も 3

回を実施した。 

 

1-3-3 第 3，4 回専攻自己点検・評価委員会において、アドミッショ

ン・ポリシーや志願者の現状について検討した。 

 

1-3-4 本年度は志願者数が 10 名となり，入学定員と同数になった。志

願者数が入学定員を下回らない数になったのは 4 年ぶりのことで

ある。 

 

1-3-5 秋期入試の志願者数は 3 名、合格者 1 名、春期入試は志願者 7  
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名、合格者 3名であった。 

1-3-6 南山大学自己点検・評価委員会よりコメントのあった「社会人か

らのアプローチを志願に結びつける」方策案について検討した。

予算申請が必要なものであるため，来年度の実施は見送らざるを

えなかった。2017年度予算申請前に再度検討することとした。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 専攻独自の授業見学・説明会を 3回実施した。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 2016年度も 3回の独自の授業見学・説明会を実施する。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 志願者数の増加  

3-1-2 社会人入試のあり方についての検討  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 効果的な解決法は見出せないが、修了生や、人間関係研究センタ

ーの受講者などを起点に、地道な広報活動を継続する。 

入試課・人

間関係研究

センター 

3-2-2 本学社会科学研究科経済学専攻が実施している、出願前面談のよ

うなシステムの導入について検討する。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2015年度言語科学専攻自己点検・評価報告書 

 

言語科学専攻主任 阿部 泰明 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 大学基準協会による 2013年度大学評価（認証評価）の評価報告

書において、努力課題のひとつとして、「学生の受け入れ方針に

ついて、人間文化研究科言語科学専攻博士後期課程、総合政策研

究科博士前期課程および博士後期課程において、求める学生像が

明示されていないため、改善が望まれる。」(P.23)という指摘を

受けた。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善されたか) ※ 

1-2-1 本年度は博士後期課程のアドミッションポリシーを見直す作業を

行い、研究関心領域についてより詳細に記述し、改定案を作成

し、研究科委員会、大学院委員会にて承認を受けた。すでに大学

院 Web Page にて公開している。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 定期的に開催される専攻会議および年 2 回開催される専攻内自己

点検評価委員会において、必要に応じて理念・目的の適切性につ

いて議論する機会を設けているが、2015 年度は特にこの項目に

ついての議論は行われなかった。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を記

述してください 
※ 

2-1-1 言語科学専攻の理念と目的について、大学の Web Page において

公開するとともに、大学院入試説明会などの機会に周知徹底を図

っている。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 専攻の将来計画を議論するような機会を設け、その際に理念・目

的などの見直しを併せて行う。 
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３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 特になし。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

・教員に求める能力・資質等を明確にするとともに、教員の資質の向上を図るための方策

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2017 年度の学部改組の影響で、大学院の専攻の教員構成に影響

が及ぶ可能性があるため、状況を十分に把握しながら、適切な人

員の補充などを計画していく必要がある。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善されたか) ※ 

1-2-1 2015 年度内には、上記の学部改組の問題に直接関係するような

特段の措置を検討するまでには至らなかった。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学期末に「学生による授業評価」を行っており、専攻会議、研究

科自己点検・評価委員会で報告している。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 本専攻で博士後期課程のすべての学生に設けているアドヴァイザ

リーコミッティー（指導教員（正）、指導教員（副）を含む教員

5〜6 名からなる集団指導のためのチーム）を中心に、学生のレ

ポート、博士論文提出資格論文のドラフトなどの評価を議論する

ことで、教員どうしが指導のあり方を考えるよい機会となってい

る。 
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2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当しない。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

A.教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に検

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 クォーター制導入に関する議論を更に深める必要がある。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善されたか) ※ 

1-2-1 専攻会議では、現状の大学院の教育体制を考えるとクォーター制

の導入に消極的な意見が多数を占めた。2015 年度内では結論に

至ることはなかった。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 年に 12 回程度開催される研究科委員会において、日常的に教育

課程の編成について、問題がないかどうか注視していることに加

え、研究科自己点検・評価委員会において教育課程の現状の検討

結果を専攻ごとに報告している。 

 

1-3-2 自己点検・評価報告書を大学の Web Page において公開してい

る。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし。  
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2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当しない。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 専攻がスタートしてから 10 年以上が経過しており、教育課程の

編成などについて見直しを始める時期に来ている。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 《理念・目的》2-2-1 で触れたような機会に、カリキュラム、教

員組織、科目配置などについても検討する。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

B.教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 退職した教員が担当していた科目の開講が難しい事態が残ってい

る。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善されたか) ※ 

1-2-1 専任教員と非常勤講師の科目担当を調整することで、不開講が続

いていた「コミュニケーション教育研究 A」および「コミュニケ

ーション教育研究 B」を開講することができた。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 博士前期課程においては「副領域制度」を導入しており、学生が

複数領域にまたがって学修を行い、専門領域の幅を広げる機会を

提供している。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 
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2-1-1 2015年度においても「副領域制度」を利用し、「副領域履修証明

書」を得た学生が修了している。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 継続的に「副領域制度」を維持していく。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2016 年度においては、担当者の確保が難しく、「コミュニケーシ

ョン教育研究 A」および「コミュニケーション教育研究 B」を不

開講とした。 

 

 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

C.教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改善に

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学位論文審査基準が明文化されていないので、『大学院学生便

覧』などに明記することが、研究科委員会において議論された。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善されたか) ※ 

1-2-1 学位論文審査基準を博士前期課程、博士後期課程それぞれについ

て、専攻会議において議論し、研究科委員会での承認を経て、

『大学院学生便覧』に明記した。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学期末に「学生による授業評価」を行っており、専攻会議、研究

科自己点検・評価委員会で報告している。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 長期間不開講になっている科目について、2017 年度の開講が可

能か、または必要かを検討する。 
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２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 個々の学生の研究目標に沿った形で丁寧な研究指導を行っている

ことが授業評価において高く評価された。 

 

2-1-2 主たる指導教員だけでなく、副指導教員が学生に適切なアドバイ

スを与え、研究内容の深化、論文執筆の指導に貢献している。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 複数指導体制を堅持していく。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当しない。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善されたか) ※ 

1-2-1 該当しない。  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2015 年度においては、8 名が博士前期課程を修了した。博士後期

課程の修了生はいなかった。 
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２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 修了した 8 名の修士論文の評価はすべて A+または A であった。

研究指導が適切に行われていることが窺える。 

 

2-1-2 院生会主導で不定期に学生がインフォーマルな研究発表を学内で

行うため、ランチ・タイム・トークを企画・立案・実行したが、

学生が自分の研究内容を深めるよい機会となっている。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 ランチ・タイム・トークをより計画的に行うように院生会を指導

し、また専攻教員が積極的に参加・協力するように働きかける。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当しない。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

・学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施され

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2015 年度入試において、博士前期課程の志願者が定員と同数で

あり、博士後期課程の志願者が定員を下回った。 

 

1-1-2 入試における志願者数の減少に伴い、ここ 10年ほど維持してき

た入試体制を見直す時期に来ている。受験者にとっても現在行っ

ている「二日間入試」は負担が大きいかもしれない。 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善されたか) ※ 

1-2-1 残念ながら 2016 年度入試において、博士前期課程の志願者が定

員を下回った [定員 12 名:志願者 9 名] 。博士後期課程の志願者

も同様に定員を下回った [定員 4名:志願者 1名] 。 
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1-2-2 2017 年度入試から土曜日一日での実施を可能にするために、博

士前期課程の試験問題を縮小し、一部で問題を共通化することに

した。より具体的には、(i)社会人・国内在住外国人の「小論

文」ではこれまでもエッセイ問題と英文資料の読解問題から構成

されていたが、これを二つに分けて実態に即した形で再構成す

る、(ii)「英文資料問題」は一般入試の「英文資料に基づく問

題」と共通化し、特定の領域に関わる内容ではなく、広く言語に

関する一般的な英文資料を用いる、こととした。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 年 2回、大学院入試説明会を開いている。  

1-3-2 大学院入試は、専攻教員全員で分担して出題、採点、口述試問な

どにあたっており、合否の判定は、専攻会議において適切に行っ

ている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当しない。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 志願者数を増加させることが望まれる。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 入学試験を一日実施と変更した効果を測定する。  

3-2-2 専攻の将来構想と関連して、学生の専修領域の拡張をも視野に入

れ、教育体制の見直しを検討する。 
   

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2015年度国際地域文化研究科自己点検・評価報告書 

 

国際地域文化研究科長 上村 直樹  

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 研究科の理念・目的に一層即した方向へのカリキュラムの見直し

作業は、いまだ緒についたばかりであり、基礎科目・専門科目・

演習科目の位置付けと相互の関係についての確認と内容の点検作

業を更に進める必要がある。 

 

1-1-2 更にはカリキュラムの見直し作業と並行して、研究科創設 10 年

を過ぎ時代の変化や社会の要請にもよりよく応えるべく、研究科

の当初の理念・目的自体の適切性に関しても随時検証・点検作業

を続けていく必要がある。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 研究科運営委員会において、クォーター制導入に向けてのカリキ

ュラム見直し・検討作業を行うのと並行して、研究科の理念・目

的との関連で、基礎科目・専門科目・演習科目の位置付けと相互

の関係についての検証・点検作業を続けている。 

 

1-2-2 研究科の当初の理念・目的の適切性自体に関しても、検証・点検

作業を続けている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 2015 年度の研究科主催 FD 公開シンポジウム「グローバル化時代

における地域研究―大学院教育・研究に求められること」（2016

年 1 月開催）では、地域研究をめぐる教育・研究の今日的課題へ

の研究科構成員間の理解を深めるとともに、「学際的・領域横断

的な地域研究」の推進という研究科の目的に即した教育・研究の

方法や実践に関して、教員間および教員・院生間の相互理解の促

進を図ったが、報告や議論を通じて研究科の理念・目的の適切性

についても改めて検証・確認する機会となった。（根拠資料：大

学院論集『国際地域文化研究』第 11 号（2016 年 3 月）、pp.153-

171） 
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2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 2016 年度も引き続き、FD シンポジウムを開催し、「学際的・領域

横断的な地域研究」の推進という研究科の目的に即した教育・研

究の方法や実践に関して、教員間および教員・院生間の相互理解

の促進を図るとともに、そうした研究科の理念・目的そのものの

適切性についても検証・確認していく予定である。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 研究科の理念・目的に一層即した方向へのカリキュラムの見直し

作業は依然として道半ばであり、基礎科目・専門科目・演習科目

の位置付けと相互の関係についての確認と内容の点検作業を更に

進める必要がある。 

 

3-1-2 研究科の各種案内・Web ページ等に謳われている「文化と社会の

多元性の認識に基づき、民族集団や人種間の協調を図り、国民国

家を超えた文化的・社会的共生を実現すること」を目指した地域

研究、「グローバル化によって生じた文化的・社会的摩擦の解消

を目指した国際地域文化研究」によって、「国際諸地域の深い学

識に基づき、地域間の相互理解と共生社会の実現のあり方を学際

的かつ多元的に探究」するといった研究科の理念・目的を表す具

体的文言やその適切性に関しても引き続き検証・点検作業を続け

ていく必要がある。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2016 年度中に大詰めを迎えるクォーター制導入に向けたカリキ

ュラム見直し作業と並行して、研究科運営委員会において、研究

科の理念・目的との関連からもカリキュラム見直し作業を続け、

特に基礎科目の検証・点検作業を重点的に行う。 

 

3-2-2 運営委員会を中心に、研究科の当初の理念・目的自体の適切性に

関しても引き続き検証・点検作業を続け、研究科内の共通理解を

深めていく。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

・教員に求める能力・資質等を明確にするとともに、教員の資質の向上を図るための方策

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 
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1-1-1 教員の資質の向上を図るための方策の更なる充実。  

1-1-2 研究指導体制の更なる充実。   

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 教育面では、春学期末および秋学期末に行われた「大学院生によ

る授業評価」結果について、研究科運営委員会で検討するととも

に、研究科委員会でも報告し、研究指導や講義等に関する院生の

意見を踏まえた教員の教育力向上に資するよう努めた。また研究

面では、研究科教員による学術論文や単著等の持続的な刊行が続

くなど、活発な研究活動が行われた。 

 

1-2-2 博士前期課程の研究指導に関して、アメリカ文学・文化分野を専

門とする研究指導補助教員の任用が 2016 年 4 月 1 日付で新たに

1 名認められ、入学希望者の多い重要な分野における研究指導体

制の充実が図られた。また博士後期課程においては、2015 年度

に研究科として初めて導入された研究指導補助教員と研究指導教

員とによる指導体制が順調に運営されている。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 研究科内での昇格人事の際に、研究科教員に求められる能力・資

質等について運営委員会で協議するとともに、外部コンサルの評

価等を参考に、今後の研究業績の更なる蓄積を進める際の課題等

について当該教員と話し合っている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 地域研究の研究・教育上の課題に関して研究科主催の FD シンポ

ジウムを前年度に引き続き開催（2016 年 1 月）し、外部講演者

を招いて他組織における地域研究をめぐる教育・研究の実践や今

日的課題への理解を深めるとともに、研究科院生による発表・問

題提起も併せて行い、本研究科での教育の実践に関する院生から

の意見を系統的な形で知ることによって、研究科教員の研究・教

育面での資質の向上に向けての機会ともなった（根拠資料：大学

院論集『国際地域文化研究』第 11 号（2016 年 3 月）、pp.153-

171）。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 
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2-2-1 2016 年度も引き続き、FD シンポジウムを開催し、大学院教育・

地域研究に関する教員間および教員・院生間の相互理解の促進を

図るとともに、研究・教育面での研究科教員の資質の向上を図る

ための機会とする。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 教員に求める能力・資質等に関して研究科内で必ずしも十分な合

意があるとは言えない。 

 

3-1-2 各教員の研究・教育活動等について、研究科として必ずしも十分

に把握できていない。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 博士前期課程については研究科運営委員会の場で、博士後期課程

については博士後期課程研究指導担当者懇談会の場で、それぞれ

昇格の基準等に関する一定の目安について検討する。全学的にも

大学院委員会等でこうした目安についての議論が必要であろう。 

大学院委員

会 

3-2-2 毎年度末に各教員の研究業績に関する研究科への報告提出の可能

性について検討する（当該年度の Web「研究業績入力」のコピー

と業績のまとめ）。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

A.教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に検

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 「理念・目的」の項目でも触れたように、カリキュラムの見直し

作業は、いまだ緒についたばかりであり、基礎科目・専門科目・

演習科目の位置付けと相互の関係についての確認と内容の点検作

業を更に進める必要がある。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 研究科運営委員会において、研究科の理念・目的との関連や研究

科創設以来 10 余年を経た内外情勢の変化もにらんだカリキュラ

ム見直し作業を続けている。 
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3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 研究科の教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方

針の適切性についても、2015 年度当初の研究科パンフレット、

Web ページ等の更新や 2016 年度入試用の要項の準備の際等にそ

の都度、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・ポリシー等の点検を通じて検証を行っている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 学位授与方針に関連して、2014 年度に作成した「修士論文およ

び博士論文の審査方法と評価について」を基に、学位論文審査基

準に絞った「国際地域文化研究科学位論文（修士論文・博士論

文）審査基準」を新たに作成し、7 月 8 日の研究科委員会での承

認を経て、2015 年度 9 月修了者（修士論文のみ）と 3 月修了者

（修士論文および博士論文）について早速適用し、厳密な審査を

行った（根拠資料：「国際地域文化研究科学位論文（修士論文・

博士論文）審査基準」2015年 7月 8日）。 

 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 研究科の「理念・目的」の適切性の検証とカリキュラムの見直し

作業との関連で、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・ポリシーについて文言も含めて定期的な点

検と検証が必要である。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 研究科運営委員会において、上記のディプロマ・ポリシー、カリ

キュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシーについて文言も

含めて点検・検証作業を行う。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

B.教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学位論文の複数教員による指導体制については、指導教員に続い

て速やかに副指導教員も決定する体制を整備したが、複数教員指
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導体制については、その実質化についての更なる検討が必要であ

る。 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 博士後期課程において 2015 年度に研究科として初めて任用され

た研究指導補助教員が、副指導教員として研究指導教員（正指導

教員）と共同で一つの研究指導科目を開講し、両者の緊密な連携

の下で博士後期課程生に対して研究指導を行っており、複数教員

指導体制実質化に向けての一つの事例となっている。この後期課

程の事例を基にして、2016 年度に新たに任用された博士前期の

研究指導補助教員についても、研究指導教員と共同で研究指導科

目を開講することとなっている。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 研究科運営委員会において、研究科の理念・目的との関連や研究

科創設以来 10 余年を経た内外情勢の変化もにらんだカリキュラ

ム見直し作業を続けている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 博士前期課程の研究指導に関して、入学希望者も多い重要な分野

であるアメリカ文学・文化分野で研究指導担当者がいない状況が

続いていたが、2016 年 4 月 1 日付の研究指導補助教員の任用が

新たに認められ、研究指導体制の充実が図られた。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 研究指導体制の充実に引き続き努める。  

2-2-2 引き続き修士論文中間発表会の開催と充実に努める。  

2-2-3 引き続き博士論文に係る各種発表会の開催と充実に努める。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 学位論文の複数教員による指導体制については、研究指導教員

（正指導教員）と研究指導補助教員（副指導教員）との共同の研

究指導科目の開講とその運営に関しては、実質化についての一定
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の進展が見られるが、研究科全体としては、更なる検討が必要で

ある。 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 複数教員指導体制について、博士前期課程・博士後期課程ともに

副指導教員の研究指導への関与のあり方について、運営委員会お

よび研究科全体において更に検討を続ける。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

C.教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改善に

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 研究科としての教育成果の検証の仕組みにはまだ十分とはいえな

い面がある。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 研究科運営委員会を中心に教育成果の検証の仕組みに引き続き検

討を続けている。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 修士論文の審査が秋季および春季修了者に対して厳格かつ適切に

行われ、審査結果について研究科委員会で審議・承認されてい

る。 

 

1-3-2 博士論文の審査が当該分野における権威を外部審査員として招い

て、公開の場で厳密かつ適切に行われている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 春・秋学期末に実施した「大学院生による授業評価」結果をそれ

ぞれ実施直後に研究科運営委員会等で検討し、授業内容・研究環

境等における課題や問題点を洗い出し、改善方策等を検討したう

えで研究科委員会に諮って研究科構成員に周知するとともに、

2015年度のカリキュラム編成等に反映させた（根拠資料：国際
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地域文化研究科「2015年度『大学院生による授業評価』実施結

果報告書」；2016 年度国際地域文化研究科時間割）。 

2-1-2 研究科論集『国際地域文化研究』は、研究科院生の研究発表の場

であるとともに、院生の研究成果を広く世に問い、更には研究科

の教育成果の検証の場でもあることに鑑み、その編集方針を再検

討し、掲載論文の質の向上を目指す一環として、投稿論文に対す

る形式面でのチェックによる選考制度を2014年度より導入し、各

指導教員等に対して論文指導の更なる充実を求めており、投稿論

文のスタイル等で引き続き改善が見られた（根拠資料：『国際地

域文化研究』第11号（2016年3月））。 

 

2-1-3 博士前期課程に関しては、2 年次生（M2）に春学期と秋学期の 2

回の修士論文中間発表会での論文発表を義務付け、所属領域だけ

でなく全 3 領域の教員・院生の参加によって内容等に関する研究

科全体としての包括的なチェックを行っている（根拠資料：『国

際地域文化研究』第 11号（2016 年 3月）、p.175）。 

 

2-1-4 博士後期課程に関しては、研究科の教員・院生の参加の下で、1

年次春学期（D１）に研究計画発表会によって博士論文に向けた

研究計画を確認し、2 年次（D2）春学期には博士論文構想発表会

において具体的な論文構成や執筆計画を確認し、3 年次（D3）春

学期には博士論文中間発表会において研究の進展状況や執筆状況

を最終的に確認するなど、指導教員・副指導教員だけでなく研究

科全体として、博士論文研究に関する包括的なチェックを段階的

に行う体制となっている。2015 年度は、3 名の D1 生が研究計画

発表を行い、2 名の D3 生が博士論文中間発表を行い、多くの有

益なコメント等を受け、研究計画の改善や博士論文自体の向上に

つながった（根拠資料：『国際地域文化研究』第 11 号（2016 年 3

月）、p.175）。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 「大学院生による授業評価」の春・秋学期の実施を通じて、教育

課程や教育内容・方法に改善に積極的に活用する。 

 

2-2-2 2015 年度は『国際地域文化研究』の詳しい執筆要領を作成して

院生に周知することによって、投稿論文のスタイル面での更なる

充実を目指すともに、修士論文・博士論文執筆における論文スタ

イルへの意識を高めることを目指す。 

 

2-2-3 引き続き修士論文中間発表会の充実に努める。  

2-2-4 引き続き博士論文に係る各種発表会の充実に努める。  
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３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 研究科としての教育成果の検証の仕組みには更に充実を図る余地

がある。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 研究科として教育成果を組織的に検証していく方針や仕組みにつ

いて運営委員会を中心に更に検討を続ける。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 研究成果公表を更に進める必要性。  

1-1-2 「国際地域文化プロジェクト研究」が対象とする進路として、

「国際的な分野で活躍する公務員や企業人、団体職員など高度職

業人を目指す人のキャリア講座」となっているが、博士前期課程

修了者の多くが進む「企業人」がカリキュラムに有機的に含まれ

ておらず、ゲスト講師にもいない。また「研究者」も含まれてい

ない。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 研究成果の公表促進のための方策等につき指導に努めた。  

1-2-2 「国際地域文化プロジェクト研究」の内容については、2015 年

度に内容の見直しを検討したが、これまでの成果等を踏まえて、

「企業人」や「研究者」については、以下 2-1-5 にある「大学院

生のための企業セミナー」や「大学院生のためのキャリア就職セ

ミナー」で代用する形を取った。 

 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 新たに 2 名の博士号取得者を出したが、研究公開に関して、両名

は、2016 年 1 月の最終審査までに研究科が義務付ける論文 2 本
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（修士論文を含む）の公刊をはるかに上回るそれぞれ 5 本および

8 本の論文の公刊と複数の研究発表を行っている（根拠資料：

2015年度第 5回国際地域文化研究科委員会審議 3-1、3-2）。 

2-1-2 博士前期課程に関しては、研究科を構成する 3 領域において文

化・社会（４本）・文学（１本）・歴史（２本）・政治（１本）の

テーマに関する 8 本の修士論文が提出されたが、それらは研究科

の多様な地域研究を反映するだけでなく、ディプロマ・ポリシー

が謳う地域研究の専門的な知識、研究能力、異文化理解といった

要件を十分に満たす水準の研究成果と評価された（根拠資料：

2015年度国際地域文化研究科修士学位論文）。 

 

2-1-3 博士後期課程に関しても、2 名の博士号取得者を出したが、その

内容は研究科の「学際的」研究という趣旨に沿った水準の高い研

究成果であり、2 名の外部審査員からもそれぞれ高い評価を得た

ほか、出版も想定されている（根拠資料：2015 年度国際地域文

化研究科博士学位論文）。 

 

2-1-4 「国際地域文化プロジェクト研究」は、選択必修科目ではある

が、6 名の M1 生のうち 5 名が受講し、授業後の感想や授業アン

ケートでも修了後の進路について考える契機になり、有意義だっ

たというものが多かった（根拠資料：2015 年度第 12 回国際地域

文化研究科委員会報告資料 5）。 

 

2-1-5 「高度な専門的職業人」および「研究者」の育成という研究科の

教育目標との関連で、教育成果の一つの指標ともいえる進路・就

職において在学生のキャリア意識を高め、研究科での教育と修了

後の進路との関連に対して在学院生がより自覚的になることを促

し、また企業側にも本研究科院生について知ってもらうため、前

年度に引き続き企業担当者を招いて研究科独自の「大学院生のた

めの企業セミナー」を開催するとともに、就職情報企業と連携

し、研究科修了院生も招いて研究科主催の「大学院生のためのキ

ャリア就職セミナー」を開催した。アンケート結果も有意義とい

うものが多かった（根拠資料：2015 年度第 10 回国際地域文化研

究科委員会報告資料 2；2015 年度第 11 回国際地域文化研究科委

員会報告資料 1）。 

 

2-1-6 本研究科からも多くの構成員がそのプロジェクト・メンバーとな

り、本研究科院生も当該プロジェクト主催シンポジウム等に積極

的に参加し、「領域横断的」な地域研究を実際に体験する機会を

持つことができた地域研究センター共同研究「『記憶』の共有を

目指して―第二次世界大戦終結 70 周年を前に「歴史認識問題」

等の未解決の問題と取り組み好ましき地球市民社会を展望するた

めの諸地域の枠を超えた共同研究の試み―」が、最終報告書とな

る著書を刊行して最終的に終了した（根拠資料：川島正樹編 

『記憶の共有を目指して―第二次世界大戦終結 70 周年を迎えて

―』行路社、2015年 8月）。 

 

2-1-7 アジア・日本領域の博士前期課程 2 年生が 2015 年 12 月開催の  
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「第五回『江蘇杯』中国語スピーチコンテスト」（主催：江蘇国

際文化交流センター、南京大学、愛知大学）にて入賞し、2015

年度の学生部長表彰者となった（根拠資料：本学ホームページ

「News＆Topics」欄）。 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 指導教員や講義担当教員が引き続き在学院生による研究成果の公

表のための指導に努める。 

 

2-2-1 博士前期課程に関しては、引き続き研究科の理念・目的等に適っ

た水準の高い修士論文完成のための指導に努める。 

 

2-2-2 博士後期課程に関しても、引き続き研究科の理念・目的等に適っ

た水準の高い博士論文完成のための指導に努める。 

 

2-2-3 引き続き「国際地域文化プロジェクト研究」の充実に努める。  

2-2-5 「高度な専門的職業人」および「研究者」の育成という研究科の

教育目標に沿った形で、在学院生の進路・就職における具体的支

援の試みを継続する。 

 

2-2-6 地域研究センター共同研究「『記憶』の共有を目指して」は 2014

年度を以て終了。 

 

2-2-7 今後も学生の専攻領域の語学や専門性を活かした積極的な活動を

奨励していく。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 研究成果公表を引き続き在学院生に促す必要がある。  

3-1-2 本研究科から少なからず留学する院生によって留学成果が還元さ

れる必要がある。 

 

3-1-3 本研究科主催の「大学院生のための企業セミナー」や「大学院生

のためのキャリア就職セミナー」、特に後者には、他研究科院生

や学部生にも参加者がみられるが、研究科院生の減少などから単

独開催には限界もあり、全学的な議論や検討が望まれる。 

大 学 院 委 員

会、キャリア

支援室 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 引き続き研究指導や講義の際に論文や研究発表による研究成果の

公表の具体的手順や方法を示し、公表を促す。 

 

3-2-2 留学成果報告会を開催する。  
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3-2-3 大学院生向けの就職キャリアに関する全学的取り組みの検討。 大学院委員

会、キャリ

ア支援室 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

・学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施され

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 入試の準備・運営の手順等に関しては、研究科関係者の間で誰が

どのような情報をどのような形で共有すべきかといった点につい

て更なる検討が必要である。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 入試の準備・運営の手順等に関しては、入試業務の手順等の見直

しを続け、研究科長・専攻主任・入試コーディネーター・運営委

員等の間の意思疎通をよりスムーズにするための仕組みの構築を

図り、情報共有の仕方について手続き等を改めて確認した。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学生募集および入学者選抜に関しては、アドミッション・ポリシ

ーに基づき、公正かつ適切に実施されており、運営委員会でも定

期的に検証を行っている 

 

1-3-2 研究科運営委員会において、「2015 年度大学院国際地域文化研究

科重点活動目標」を設定し、「志願者の確保および定員の充足」

を最重点目標に掲げ、進路支援、志願者募集活動の強化等を有機

的・戦略的に結びつけることを目指した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 博士前期課程 3 名、博士後期課程 1 名と、前年度に引き続き比較

的高い水準の学内進学者がみられた（根拠資料：2016 年度大学

院入試実績）。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策 ※ 
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(もしあれば) 

2-2-1 引き続き学内進学者の増加に努める。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 学内進学者は入学者全体のうち比較的高い割合を占めているが、

入学者の全体数が少なく、学内進学者についても更なる努力が必

要である。 

 

3-1-2 他大学学生、留学生および社会人についても本研究科への進学を

促す必要がある。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 ミニ FD シンポジウムを開催し、研究科教員に自らの学部ゼミ生

等を中心に、学内進学者を増やす方法について検討する。 

 

3-2-2 他大学学生、留学生および社会人に対して、効果的な働きかけを

行うための方策を検討する。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2015年度社会科学研究科自己点検・評価報告書 

 

社会科学研究科長 田平 正典 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2014 年度に発足のため、専攻ごとに従来の研究科での自己点

検・評価委員会が設けられているが、社会科学研究科としての自

己点検・評価委員会がないこと。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 
※ 

1-2-1 2015 年 5 月に社会科学研究科として自己点検・評価委員会を設置

した。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2016 年 3 月に社会科学研究科自己点検・評価委員会を実施し

た。 

 

1-3-2 研究科委員会で検証し、社会科学研究科博士前期課程の３つのポ

リシーを改正した。 
 

1-3-3 研究科委員会で検証し、社会科学研究科博士後期課程の３つのポ

リシーを策定した。 
 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし  
 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 
※ 

2-2-1 特になし  
 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  
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2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 特になし  
※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

・教員に求める能力・資質等を明確にするとともに、教員の資質の向上を図るための方策

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学部の FD 活動に研究科の教員も参加して資質の向上に努めてい

るが、研究科内部で教員の資質の向上を図るための方策として何

が有効かを探ること。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 
※ 

1-2-1 2015 年度社会科学研究科にＦＤ委員会を組織し、2016 年 3 月に

社会科学研究科としてのＦＤに関する懇談会を開催した。また、

同じく 3 月に社会科学研究科ＦＤ委員会を開催した（3 月 7

日）。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 自己点検。・評価委員会委員を選出した。（社会科学研究科委員会

5月 27 日） 

 

1-3-2 院生について個別的に、研究指導教員、副研究指導教員、および

論文審査の主査を大学院委員会での全体方針に従って明確にし

た。 

 

1-3-3 研究指導教員、研究指導補助教員、講義担当者の別について大学

院委員会での方針に基づいて能力・資質を明確にしている。 

 

1-3-4 研究指導教員は院生の研究指導計画書を提出することとし、教員

の資質の向上、維持に努めている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 研究指導計画書の提出で、個別の学生についての指導、具体的な

研究の進め方の指導方針がより明確になった。同時に、副研究指
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導教員の役割、指導回数も明確になった。 

2-1-2 2016 年度から博士前期課程に研究指導教員 3 名、研究指導補助

教員 2名、講義担当者 1名を追加した。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 
※ 

2-2-1 特になし  
 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 特になし  
※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

A.教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に検

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 
※ 

1-2-1 特になし  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 博士前期課程及び博士後期課程について学位論文審査基準を策定

した。基準については 2016年度大学院学生便覧に掲載される。 
 

1-3-2 2 年間の状況、大学院生による授業評価アンケートの結果など踏

まえ、研究科必修共通科目を研究科選択必修共通科目に変更し

た。 
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1-3-3 カリキュラムの改正に併せて社会科学研究科博士前期課程の３つ

のポリシーを改正した。 
 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 学位審査基準に合う論文の審査を行い、16 名の修士学位取得者

が出た。 
 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 
※ 

2-2-1 特になし  
 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2017 年度からのクォーター制の導入に伴う教育課程の編成・実

施方針について検討しなければならない。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 専攻主任および各専攻からのカリキュラム検討ワーキングにより

研究科全体のカリキュラムを検討すると共に研究科委員会で原案

を諮る。 

 

3-2-1 研究指導科目について１単位科目にして各クォーターに配置する

ことで研究指導の継続性を確保したい。 
 

3-2-2 科目の配置について、社会人入学者を想定し社会人でも履修可能

なように対応する。 
 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

B.教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 研究科の必修共通科目として「社会科学研究概論」を配置されて

いるが、数式や確率分布を用いる授業について、院生側からする

と、学部でそのような授業を履修しなかった、教員側からする

と、学部レベルの内容であるという乖離が生じていること。 
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2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 
※ 

1-2-1 研究科の必修共通科目を選択必修共通科目とし,自専攻の科目を

含む科目を選択できるようにした。またそれに伴う履修要項の改

正を行った。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 新しく設置される後期課程の教育課程の編成・方針を検討する際

に、前期課程の教育課程の編成・実施方針を確認した。 
 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 在籍する学生が、教育内容（研究指導）の成果として学会での研

究報告などを行っている。 
 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 
※ 

2-2-1 特になし  
 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2015 年度の教員の退職に伴い、継続的な授業ができるよう教員

の任用を行わなくてはならない。 
 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 教員を補充し、授業内容の継続性を保つ。  
※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

C.教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改善に

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  
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2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 
※ 

1-2-1 特になし  
 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 授業アンケートを年１回または年２回実施し（専攻による）、そ

の内容を専攻としてまとめ、研究科委員会で報告している。 
 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし  
 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 
※ 

2-2-1 特になし  
 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  
 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 特になし  
※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 【経済学専攻】本年度は、前身となる経済学研究科修了生が外国

人留学生 2 名のみということもあり、『南山論集（経済学・経営

学編）』に投稿、掲載された修士論文はなかった。 
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2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 
※ 

1-2-1 『南山論集（経済学・経営学編）』42 号に、財政学、労働経済

学、国際経済学の分野からそれぞれ、2 編、2 編、1 編の合計 5

編の論文が投稿された。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 博士前期課程の学生 16名が修士の学位を取得した。  
 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 【総合政策学専攻】 

前期課程の学生が研究成果を学会で発表した。 

・加藤秀弥，Non-Survey 法による小地域産業連関表の作成と再

生陶磁器の経済効果分析，環太平洋産業連関分析学会，明治

大学，2015 年 10 月 31日 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 
※ 

2-2-1 特になし  
 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 総合政策学専攻の紀要「南山総合政策研究」への投稿が無く、刊

行できなかった。 
 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 研究成果については、院生紀要に積極的に投稿するように促す。  
※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

・学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施され

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 
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1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 
※ 

1-2-1 特になし  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 研究科のアドミッション・ポリシー等を大学院ＨＰで掲載した。  

1-3-2 在籍学生を増やすために、本学大学院全体での入試説明会（年間

２回）を実施した。 
 

1-3-3 入学者選抜については、研究科委員会でその入試要項、入試担当

割り当て、スケジュールを確認し進めている。 
 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 
※ 

2-2-1 特になし  
 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 定員充足のために入学時期の追加（9 月入学）の検討及び定員の

充足に向けて広報等を努力する。 
 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 研究科委員会で入試の方法、9月入学に関する議論を行う。  
※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

以上 
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2015年度社会科学研究科経済学専攻自己点検・評価報告書 

 

経済学専攻主任 阪本 俊生 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし。  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学部研修会における教務・人事に関する意見交換を継続しておこ

なっている。 

 

1-3-2 社会人向け講演会におけるアンケート等による情報収集をおこな

っている。 

 

1-3-3 新年度のはじまりにおいて、新入生および在学生合同のガイダン

スを実施している。 

 

1-3-4 「研究科必修共通科目」を「研究科選択必修共通科目」とし、長

期在学コースの学生向けに「特別研究指導Ⅰ・Ⅱ」を設ける履修

要項の改正にともない、3Pのカリキュラム・ポリシーの修正をお

こなった。 

 

1-3-5 5月 27日(水)に、学生との懇談会およびその後の懇親会を実施し

た。また、3 月 8 日に修了記念パーティーを実施し、学生と教員

との交流の場をもうけるとともに意見聴取をおこなった。 

 

1-3-6 毎年、大学院論集(『南山論集(経済・経営編)』)を発行し、学生

への積極的な投稿を促している。 

 

1-3-7 学生による授業評価アンケートを実施し、教員には経済学専攻会

議、社会科学研究科委員会において、学生には新年度のガイダン

スにおいて報告・説明をおこなっている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 社会人のための講演会(イブニング・セミナー)を 7月と 12月の 2  
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回開催し、経済学専攻教員の研究成果の社会還元をおこなうとと

もに、各講演後の説明会において、専攻に関する情報を社会に向

けて発信している。また来場者に対してアンケートを実施するこ

とにより専攻への要望等の情報収集をおこなっている。 

2-1-2 学生による授業評価アンケートに記載のあった院生研究室 PC の

環境の要望により PC 環境を改善し、学生の研究環境を改善する

とともに学生の満足度を高めた。 

 

2-1-3 懇親会や修了記念パーティーには社会人学生も積極的に参加し、

経済学専攻内の学生間(学年を越えた)および教員と学生との交流

が活発におこなわれている。今年度、修了記念パーティーの開催

場所を学内や大学近郊から交通の便のよい名古屋市中心部に変更

したため、修了生全員および、多くの在学生(欠席者 在学生 6

名中 2名)が出席した。 

 

2-1-4 大学院論集(『南山論集(経済・経営編)』)への投稿希望者が 5 名

あり、いずれも投稿した。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 来年度も引き続き、南山論集への投稿を、ガイダンス等を通じて

さらに推奨していく。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

・教員に求める能力・資質等を明確にするとともに、教員の資質の向上を図るための方策

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学部の FD 活動に研究科の教員も参加して資質の向上に努めてい

るが、研究科内部で教員の資質の向上を図るための方策として何

が有効かを探ること。 
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2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 研究科の FD 委員会が実施され(3 月 7 日)、今後の FD 推進につい

ての意見交換がおこなわれた。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 経済学専攻から自己点検・評価委員会委員(社会科学研究科自己

点検評価委員)を選出した。(社会科学研究科委員会 5月 27日) 

社会科学研究

科 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 本専攻教員が所属する経済学部において、「経済学部における教

員評価の基準と実施体制に係る内規」が定められ、「教員評価シ

ート」により、その達成の成否に関するチェックが実施されてい

る。 

 

2-1-2 マクロ経済学の研究指導教員(前期・後期)および国際経済政策論

の研究指導補助教員(前期・後期)、および金融論の講義科目担当

教員の補充の人事(いずれも常勤教員)をおこない、教育内容の充

実をおこなった。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 国際経済政策論の研究指導担当教員については、来年度、前期の

研究指導教員に昇格させる予定である。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 経済学専攻の FD研修会が実施されていない。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学生による修士論文の中間報告後、各指導担当教員による中間報

告へのコメントに基づく意見交換をおこない、研究指導の内容や

やり方について点検・協議する。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

コメントの追加 [TS1]: 加筆の必要性加筆の必要性 
具体的内容について 

287



≪教育内容・方法・成果≫ 

A.教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に検

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 特になし。  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 経済学専攻では毎年「院生による授業評価」を実施し、授業内

容、カリキュラム、研究環境等について、院生の意見や要望を聞

いている。アンケート結果は、専攻主任がまとめ、他専攻の授業

評価と併せて、研究科の FD委員会(3月 7日実施)に提出され、そ

こで委員による意見交換がおこなわれた。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 特になし。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 
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≪教育内容・方法・成果≫ 

B.教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 特になし。  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2016年度に向けて、履修要項の改正をおこなった。 

改正の内容については以下のようである。 

・これまでの「研究科必修共通科目」が「研究科選択必修共通科

目」となった。このため、「社会科学研究(経済学研究概論)」の

単位が、経済学専攻の学生の「研究科選択必修共通科目」の単位

として認められることになった。 

・これまで、長期在学コースの学生は、1 年次に研究指導を履修

することができなかった。しかし、この履修要項の改正により、

修了予定年次に「特別研究指導Ⅰ・Ⅱ」の履修が義務付けられ、

長期在学コースの学生も 1 年次に「研究指導Ⅰ・Ⅱ」を履修でき

るようになり、初年度教育が手厚くなった。 

・「国際経済学」、「国際金融論」が新設され、国際関係の専攻科

目が充実した。 

・これまで専攻科目に歴史関係の科目がなかったが、今回の履修

要項の改正で「日本経済史研究」が新たに加わった。 

・「租税の経済分析 A・B」を廃止し、「所得税法研究」を新設し

た。これよって、税法関連の科目は「租税法研究」、「法人税法研

究」、「所得税法研究」の 3 つとなり、科目名が科目の内容を分か

りやすく表すようになった。 

 

2014 年度に 2015 年度の時間割を決める際に、在学生対して、指

導教員を通じて、その学生が次年度どのような科目を履修しよう

と考えているかの聞き取り調査をおこなった。この結果に基づ

き、2015年度は、昼間に開講しても問題ないと思われる科目は昼

間に開講し、夜間しか大学に来られない社会人が希望する科目を

できるだけ夜間に開講した。この結果、「院生による授業評価」

には、「社会人でも通いやすい開講時間帯が多く満足している」

という意見が複数あった。ただし、同アンケートには「昼間の授

業を増やしてほしい」という要望も複数あったため、どの科目を

夜間開講にするかについては、慎重に決めなければならない。 
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２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 特になし。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

C.教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改善に

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 特になし。  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

290



2-1-1 特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 特になし。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 本年度は、前身となる経済学研究科修了生が外国人留学生 2 名の

みということもあり、『南山論集（経済学・経営学編）』に投稿、

掲載された論文はなかった。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 『南山論集（経済学・経営学編）』42 号に、財政学、労働経済

学、国際経済学の分野からそれぞれ、2編、2編、1編の合計 5編

の論文が投稿された。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 
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2-1-1 2015 年度修了予定の学生全員が『南山論集（経済学・経営学

編）』に論文を投稿した。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 専攻主任、指導教員が中心となって、修了予定の学生に論文を投

稿するように積極的に呼びかけたことが、修了生全員の論文の投

稿に繋がったと思われる。次年度以降も、この呼びかけを続けて

いきたい。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 特になし。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

・学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施され

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし。  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 
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2-1-1 特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当なし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 

293



2015年度社会科学研究科経営学専攻自己点検・評価報告書 

 

経営学専攻主任 安田 忍 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2014 年度に発足のため、専攻ごとに従来の研究科での自己点

検・評価委員会が設けられているが、社会科学研究科としての自

己点検・評価委員会がないこと。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2015 年 5 月に社会科学研究科として自己点検・評価委員会を設

置した。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2016 年 3 月、社会科学研究科自己点検・評価委員会を実施し

た。 

 

1-3-2 社会科学研究科博士前期課程の 3つのポリシーを改正した。  

1-3-3 3つのポリシーを入学前ガイダンスで配布し、周知した。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当なし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 博士前期課程は完成年次を迎えたばかりであり、博士後期課程は

2016 年度からスタートするので、現時点で改善すべき事項はな

い。 
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2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 社会科学研究科自己点検・評価委員会での確認事項とする。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

・教員に求める能力・資質等を明確にするとともに、教員の資質の向上を図るための方策

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 経営学部、ビジネス専攻における FD 活動に研究科の教員も参加

して資質の向上に努めているが、教員は社会科学研究科にも属し

ているため、社会科学研究科として、研究科内部で教員の資質の

向上を図るための方策として何が有効かを探ること。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2015 年度、社会科学研究科としてＦＤ委員会を設置した。2016

年 3 月、社会科学研究科としてＦＤに関する懇談会を開催した。

また、同じく 3月、社会科学研究科ＦＤ委員会を開催した。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 ＦＤ活動として、経営学部、経営学専攻、ビジネス専攻の共催

で、外部講師を招きＦＤに関する講演会を実施した。 

 

1-3-2 毎年、教員の資質向上を図るため、経営学部の「内規」（経営学

専攻にも適用）を用いて研究業績のレビューを実施している。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 2016 年度より、博士前期課程に研究指導教員 2 名、研究指導補

助教員 1名、講義担当者 1名を追加した。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  
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３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 早急な改善事項ではないが、博士前期課程における研究指導教

員、研究指導補助教員への昇格を増やす。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 研究業績のレビューを継続し、業績の積み増しを促進する。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

A.教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に検

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学位審査基準の便覧への記載が要請されている。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 博士前期課程および博士後期課程について学位論文審査基準を策

定した。2016年度大学院学生便覧に掲載される。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2 年間の状況、大学院生による授業評価アンケートの結果などを

踏まえ、研究科必修共通科目を研究科選択必修共通科目に変更し

た。 

 

1-3-2 カリキュラムの改正に合わせて社会科学研究科博士前期課程の 3

つのポリシーを改正した。 

 

1-3-3 学位論文審査基準を策定し、2015 年度、ガイダンスや指導教員

を通じて学生に周知した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし。  
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2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当なし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2017 年度からのクォーター制の導入に伴う教育課程の編成・実

施方針について検討しなければならない。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 経営学専攻では、研究指導科目について 1 単位科目に分割し、各

クォーターに配置することで、指導の継続性を確保したい。 

 

3-2-2 科目の配置については、社会人入学者を想定し、社会人でも履修

可能なように、柔軟に対応しなければならない。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

B.教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 教員の辞職により、2015年度の「経営史」が不開講となる。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2015 年度中に「経営史」担当教員の研究科委員会委員の追加委

嘱手続を行い、2016 年度からの開講が可能となった。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 経営学専攻では、カリキュラム・ツリーを作成することにより、

カリキュラム編成の関連性・妥当性を確認した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 
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2-1-1 特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当なし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 教員の定年により、2016 年度、博士前期課程の「組織論」が不

開講となる。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2017 年度クォーター制導入に伴うカリキュラムの見直し時に、

他の組織論関連科目と合わせて専攻科目の見直しをする。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

C.教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改善に

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。なお、2015 年度は研究科として初めての修了者がで

るため、標準年限での修了者数を確認する。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2014年度入学者 6名全員が、標準年限（2年）で修了した。  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 1 年次修士論文プロポーザル公聴会、2 年次中間報告を公聴会形

式で実施し、多くの先生からの意見をもとに教育内容・方法の改

善を行っている。 

 

1-3-2 年度初めに主指導教員が研究指導計画書を提出している。  
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1-3-3 年度末に副指導教員が研究指導報告書を提出している。 

 

 

1-3-4 経営学専攻では、春学期、秋学期の年 2 回授業評価アンケートを

実施しており、それぞれの結果をビジネス研究科委員会で報告

し、各教員の教育内容・方法の改善に役立てている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 研究指導における複数指導体制の徹底により、副指導教員が主指

導教員の指導方針や学生の研究進捗度を確認し、相談しあうこと

で、教育内容、方法の改善につながっている。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 社会科学研究科自己点検・評価委員会で確認する。  

3-1-2 既に行っているが、授業評価アンケートをもとにＦＤ懇談会で情

報を共有する。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2015 年度から始まった社会科学研究科自己点検・評価委員会、

ＦＤ懇談会の活動を今後一層充実させる。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 複数指導体制の徹底  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された ※ 
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か) 

1-2-1 2015 年度より、研究指導Ⅰ～Ⅳは主指導教員と副指導教員の 2

名で指導することとした。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2014 年度入学者 6 名全員が、標準年限（2 年）で修了した。この

ことは教育目標に沿った成果といえる。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 複数指導の徹底により、院生の論文作成に対する取組に緊張感が

もたらされ、論文内容の向上につながっている。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 やむを得ぬことであるが、院生によって学位論文のＡＢＣ評価に

幅がでているので、できるだけすべてが高評価になるような指導

が望まれる。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 複数指導体制の利点を生かし、折に触れて複数の指導教員から院

生の真摯な論文への取り組みを促してもらう。また、プロポーザ

ル公聴会、中間報告等で、他の教員からの意見を求め、より質の

高いものに仕上げる意欲をはぐくむ。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

・学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施され

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 
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1-1-1 入学定員 7 名に対して、入学者数が 2014 年度 6 名、2015 年度 3

名であり、定員充足が重要である。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2016 年度入学者は博士前期課程 2 名、博士後期課程 1 名であ

り、定員を充足していない。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 博士前期課程志願者 5 名、合格者 2 名、博士後期課程志願者 3

名、合格者 1 名であったが、これは、入学者選抜が選考基準に基

づいて公正かつ適正に行われていることを示す。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 定員充足に関する限り、効果の上がっている事項は特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 定員充足に向けて、多くの優秀な学生が志願する方策を検討す

る。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 入試説明会や広報活動を通じて、引き続き志願者数を増やすよう

努力する。 

 

3-2-2 社会科学研究科博士前期課程において他専攻入学審査制度を利用

することで 2 つの専攻を修了できるメリットを説き、学生募集に

つなげる。 

 

3-2-3 これまでも実施しているが、推薦入試制度を学部学生に周知し、

内部進学者を増やすよう努める。 
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3-2-4 9月入学について検討する。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2015年度社会科学研究科総合政策学専攻自己点検・評価報告書 

 

総合政策学専攻主任 石川 良文 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 社会科学研究科として自己点検・評価委員会がないこと。専攻と

してはこの委員会で対応する。 
 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 
※ 

1-2-1 理念・目的の適切性は、2015 年 5 月に社会科学研究科に設置さ

れた自己点検・評価委員会で検証・確認している。 
 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2016 年 3 月、社会科学研究科自己点検・評価委員会を実施し

た。 

 

1-3-1 専攻会議を開催し、随時理念・目的の適切性について議論を行っ

ている。 
 

1-3-2  「研究科必修共通科目」を「研究科選択必修共通科目」とする履

修要項の改正にともない、3P のカリキュラム・ポリシーの修正

をおこなった。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし  
 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 
※ 

2-2-1 特になし  
 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  
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2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 特になし  
※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

・教員に求める能力・資質等を明確にするとともに、教員の資質の向上を図るための方策

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学部のＦＤ活動に専攻の教員も参加して資質の向上に努めている

が、研究科内部で教員の資質の向上を図るための方策として何が

有効かを探ること。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 
※ 

1-2-1 改組統合した社会科学研究科において、研究科ＦＤ委員会を組織

し、次年度ＦＤ企画等について意見交換を行った（3 月７日）。

また、研究科でＦＤに関する懇談会を行った。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 総合政策学専攻から自己点検。・評価委員会委員（社会科学研究

科自己点検評価委員）を選出した。（社会科学研究科委員会 5 月

27日） 

 

1-3-2 院生について個別的に、研究指導教員、副研究指導教員、および

論文審査の主査を大学院委員会での全体方針に従って明確にし

た。 

 

1-3-3 研究指導教員、研究指導補助教員、講義担当の別に、その資格を

有するかを大学委員会の方針に基づき評価し委嘱している。 
 

1-3-4 教員の能力・資質の向上にあたっては、全教員が総合政策学部の

兼任であるため、学部主催のＦＤ企画（2015 年 12 月 11 日開

催、講師：愛媛大学教育学生支援機構清水栄子講師「学生の将来

を見通したアカデミック・アドバイジング」）に参加し、教員の

能力・資質の向上を図った。 

 

1-3-5 研究指導教員は院生の研究指導計画書を提出することとし、教員

の資質の向上、維持に努めている。 
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２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 研究指導計画書の提出で、個別の学生についての指導、具体的な

研究の進め方の指導方針がより明確になった。同時に、副研究指

導教員の役割、指導回数も明確になった。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 
※ 

2-2-1 特になし  
 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  
 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 特になし  
※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

A.教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に検

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  
 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 
※ 

1-2-1 特になし  
 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 総合政策学専攻における学位論文審査基準を明文化し、在学生に

周知した。また、審査基準を学生便覧に記載することした。 
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２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 学位審査基準に合う論文の審査を行い、5 名の修士学位取得者が

出た。 
 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 
※ 

2-2-1 特になし  
 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2017 年度からのクォーター制の導入に伴う教育課程の編成・実

施方針について検討しなければならない。 
 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 総合政策学専攻では、カリキュラム改正についてワーキングによ

りカリキュラムを検討する。 
 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

B.教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 研究科の必修共通科目について改善事項があるが、専攻としては

特になし。 
 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 
※ 

1-2-1 研究科の必修共通科目を選択必修共通科目とし,履修要項の改正

を行った。 
 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 新しく設置される後期課程の教育課程の編成・方針を検討する際

に、前期課程の教育課程の編成・実施方針を確認した。 
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1-3-2 特色ある専攻科目として、「総合政策の課題と方法」を設けてお

り、現場経験のある非常勤講師により現実の政策課題についての

授業を行っている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 在籍する学生が、教育内容（研究指導）の成果として学会での研

究報告などを行っている。 

・加藤秀弥，Non-Survey 法による小地域産業連関表の作成と再

生陶磁器の経済効果分析，環太平洋産業連関分析学会，明治大

学，2015年 10月 31 日 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 
※ 

2-2-1 特になし  
 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2015 年度の教員の退職に伴い、継続的な授業ができるよう教員

の任用を行わなくてはならない。 
 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 講義科目については非常勤講師を採用し、授業内容の継続性を保

つ。 
 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

C.教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改善に

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  
 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 
※ 
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1-2-1 特になし  
 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 研究成果は学会等で報告され、討論も行われる。その討論を踏ま

えて、担当教員が教育内容・方法の改善を図っている。特に、複

数指導体制をとっているので、複数の担当者がそれを行ってい

る。 

 

1-3-2 授業アンケートを年１回実施し、その内容を専攻としてまとめ、

研究科委員会で報告している。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし  
 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 
※ 

2-2-1 特になし  
 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  
 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 特になし  
※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  
 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善されたか) ※ 

308



1-2-1 特になし  
 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 博士前期課程の学生５名が修士の学位を取得した。  
 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 前期課程の学生が研究成果を学会で発表した。 

・加藤秀弥，Non-Survey 法による小地域産業連関表の作成と再

生陶磁器の経済効果分析，環太平洋産業連関分析学会，明治大

学，2015年 10月 31 日  

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 
※ 

2-2-1 特になし  
 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 学会等で発表する成果は見られたが、院生紀要「南山総合政策研

究」への投稿が無く、刊行できなかった。 
 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 研究成果については、院生紀要に積極的に投稿するように促す。  
※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

・学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施され

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  
 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 
※ 
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1-2-1 特になし  
 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 総合政策学専攻のアドミッション・ポリシー等を大学院ＨＰで掲

載した。 
 

1-3-2 在籍学生を増やすために、本学大学院全体での入試説明会（年間

２回）を実施した。 
 

1-3-3 キャリア支援室と協力して希望進路別ガイダンスに「大学院進

学」を設定し、4 月 22 日に専攻主任が大学院進学に関する講演

を行った。 

 

1-3-4 学生募集と入学者選抜については、専攻主任と入試運営委員の

他、新たに入試委員を設け、複数の担当教員により公正かつ適切

に実施していることを確認している。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 2016年度入試では総合政策学専攻の志願者は前期 6名、後期１

名であり、前期後期共に志願者は増加した。また、このうち前期

課程 4名、後期課程 1名の合格を出し、公正かつ適切に実施され

た。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 
※ 

2-2-1 特になし  
 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 入学時期の追加（9月入学）の検討及び定員の充足に向けて広報

等を努力する。 
 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 9月入学に関するミーティング、専攻会議等で検証作業を行う。  
※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2015年度ビジネス研究科自己点検・評価報告書 

 

ビジネス研究科長 湯本 祐司 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 ビジネス専攻は社会人を主な対象とする専門職学位課程のビジネ

ススクールである。地元産業界のニーズを現状以上に把握して学

生募集につなげていくために地元産業界からの意見聴取の機会を

さらに充実させる。 

 

1-1-2 経営学専攻は本年度をもって博士後期課程も募集停止予定であ

り、理念・目的の定期的な検証は、今後は社会科学研究科として

どのように行うのか決めていく。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 学生募集を改善するためにアドバイザリー・ボード企業や教員の

知人（企業経営者等）からのアドバイスや意見などに基づき役職

者を中心に広報活動を行った。 

アドバイザリー・ボード会議を 6 月 10 日に開催し、地元産業界

からの意見を聴取した。 

地元産業界からの意見聴取の機会をさらに充実させるために、新

たなアドバイザリー・ボードの委員として有力企業の CSR 担当の

役員と地元商工会議所の役員の 2 名を確保することを検討してき

たが、学生募集停止の方向となり、取りやめた。 

 

1-2-2 2015 年 5 月に社会科学研究科として自己点検・評価委員会を設

置した。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2016 年 1 月 29 日開催の学園理事会にて 2017 年度以降のビジネ

ス専攻の学生募集停止が決定した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述して

ください 
※ 

2-1-1 学生の満足度調査の一環として、学生に教育研究上の目的の認知度

を調査したが、「あまり知らない」「知らない」と回答した学生はゼ

ロであり、昨年度よりも認知度が向上している。学生にビジネス専

攻の教育研究上の目的がかなりの程度浸透していると考える。 
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2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 引き続き学期初めの履修ガイダンス内に教育研究上の目的を確認

する時間を取るようにする。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2017 年度以降の学生募集停止が決定したので、今後アドバイザ

リー・ボードをどうしていくか検討していく必要がある。 

 

3-1-2 ビジネス研究科経営学専攻は募集停止しているので、今後、理

念・目的の適切性について検証し、見直すことは予定していな

い。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 ビジネス専攻で培った伝統を社会科学研究科経営学専攻や経営学

部での産学連携に継承していきたいと考えており、社会科学研究

科経営学専攻および経営学部と話し合いを持ちながら、今後のア

ドバイザリー・ボードの位置づけを検討していく。 

社会科学研

究科経営学

専攻 

経営学部 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

・教員に求める能力・資質等を明確にするとともに、教員の資質の向上を図るための方策

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 ビジネス専攻の原則教員枠の未充足部分や教員の退職などに伴う

欠員部分について必要な補充人事を進める。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 マーケティング分野の実務家専任教員を補充した。  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 ＦＤ活動として、経営学部、経営学専攻、ビジネス専攻の共催  
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で、外部講師を招きＦＤに関する講演会を実施した（2015 年 9

月 30 日開催、「アクティブラーニング入門」講師：中島英博（名

古屋大学高等教育研究センター））。加えて、ビジネス専攻では各

学期の「学生による授業評価」の結果を踏まえて行う「振り返

り」FD 研修会を毎年実施している。 

1-3-2 毎年、教員の資質向上を図るため、「ビジネス研究科における教

員評価の基準と運営体制に係る内規」が定める基準（直近 5 年間

に 3 編以上の教育研究業績をあげること）に照らして、研究科長

と専攻主任から構成されるビジネス研究科教員評価委員会が専任

教員の教育研究業績のレビューを実施している。 

 

1-3-3 ビジネス専攻では、年度始めに前年度競争的外部資金に応募しな

かった教員から 5 万円を個人研究費から差し引き、競争的外部資

金を獲得した教員に対して 5 万円を加算する個人研究費の傾斜配

分を行い、外部資金の獲得を奨励している。経営学専攻でもほぼ

同様に、経営学部の内規に基づいて、学部研究費の傾斜配分を行

い、外部資金の獲得を奨励している。 

 

1-3-4 ビジネス研究科と経営学部では専任教員全員の前年度の教育研究

業績一覧（社会的活動も含む）を毎年度『南山経営研究』の第 1

号に掲載し、教育研究に対する意欲を増進させている。 

 

1-3-5 ビジネス研究科と経営学部では 2015 年度より教育職員の資質の

向上を目的として、経営学部・ビジネス研究科における教育活動

への顕著な貢献に対し、教育功労顕彰を授与することとした。

2015 年度は経営学部・ビジネス研究科各 1 件が選定され、10 月

の教授会・研究科委員会で表彰が行われた。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 ビジネス専攻では、各授業における教員の対応によって、学生に

よる授業評価が春学期、秋学期とも 5 段階評価の平均が前年度よ

り増加した（春学期：4.43→4.45、秋学期：4.44→4.62）。評価

の向上は継続的な傾向であり、この 5 年間で約 0.4 ポイント改善

している。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 これまで同様に授業における質維持向上のため教員に呼びかける

とともに、学生による授業評価を踏まえた「振り返り」FD 研修

会を継続していく。 
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３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 これまで実施してきた個人研究費の傾斜配分について検証を行い

必要に応じて修正を加える。 

 

3-1-2 教員資質の向上については、今後、社会科学研究科経営学専攻と

して検討すべき事項であり、ビジネス研究科経営学専攻としては

改善事項は特になし。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 研究費の消化率や傾斜配分の効果などを検証するとともに委託研

究獲得の扱いや傾斜配分の金額など五役会および専攻会議で議論

していく。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

A.教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に検

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 ビジネス専攻では、2016 年度のカリキュラム改正点とディプロ

マ・ポリシ－およびカリキュラム・ポリシーの細部の整合性を確

認し、必要に応じてポリシーを修正する。 

 

1-1-2 経営学専攻は本年度をもって博士後期課程も募集停止予定であ

り、改善事項は特になし。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 実践科目を中心にカリキュラムを改正した。改正点とディプロ

マ・ポリシ－およびカリキュラム・ポリシーの細部の整合性を確

認したが、ポリシーの修正の必要はないと判断した。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 経営学専攻では、2014 年度中に学位論文審査基準を策定し、

2015年度、ガイダンスや指導教員を通じて学生に周知した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 
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1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 ビジネス専攻では年度末に行う修了生に対する満足度調査の個別

項目の平均点が昨年度よりもすべて上昇した。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 ビジネス専攻では 2016 年度は実践科目の開催日が木曜日から土

曜日に移行する年度となるので、教員の負担も増えることにな

る。この変更による問題について対応していく。 

 

3-1-2 2017 年度からのクォーター制の導入に伴い、経営学専攻では、

演習、研究指導科目について教育課程の編成・実施方針について

検討しなければならない。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 ビジネス専攻内で頻繁に問題を共有し、改善に努める。  

3-2-2 経営学専攻では、演習、研究指導科目について 1 単位科目に分割

し、各クォーターに配置することで、指導の継続性を確保した

い。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

B.教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 ビジネス専攻でこれまで取り組んだ産学連携は主に専任教員の個

人的なつながりから企業等を紹介してもらい、実施をしてきた

が、これでは確実に実施できる保証がなく、連携を増やしていく

ことも難しい。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 
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1-2-1 産学連携の仕組みづくりの必要性は共有しているが改善されたと

はいえない。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 ビジネス専攻では、企業との交流の多い教員からの連携先の紹介

や修了生から連携先企業の紹介があり、2016 年度の産官学連携

プロジェクトの準備が整った。 

 

1-3-2 ビジネス専攻は、日本証券アナリスト協会とプライベートバンカ

ー資格試験の一部を免除することで合意し、学生の資格取得に便

宜を図った。 

 

1-3-3 経営学専攻では、カリキュラム・ツリーを作成することにより、

カリキュラム編成の関連性・妥当性を確認した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当なし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 ビジネス専攻では昨年度から引き続き産学連携の仕組みづくりを

考えていく。 

 

3-1-2 ビジネス研究科経営学専攻は募集停止のため、改善事項は特にな

し。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 会議等で産学連携の仕組みづくりを考える時間をとる。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

C.教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改善に

結びつけているか。 
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１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 ビジネス専攻では、大学院生による授業評価を踏まえて、教員が

担当した科目について自己点検評価報告書を作成しているが、改

善すべき点がどのように改善されたかがわかりにくい。 

 

1-1-2 経営学専攻では、社会人学生は仕事と学業の両立を図りながら、

なおかつ学位授与にふさわしい質の高い学位論文を作成しなけれ

ばならないため、修了年限が伸びる傾向にある。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 ビジネス専攻では、各教員が担当した科目について提出する自己

点検評価報告書に昨年度から改善された点と今後に向けての改善

点を記すようにした。 

 

1-2-2 経営学専攻では、社会人学生にとって仕事と学業の両立が困難な

状況に、大きな改善は見られない。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 ビジネス専攻ではビジネス専攻自己点検・評価委員会が、学生の

科目履修状況、課程修了状況、単位取得状況、学業成績状況、進

路状況のデータ、および大学院生による授業評価や満足度調査、

アドバイザリー・ボードの意見などステークホルダーからの意見

や情報を利用してカリキュラムを毎年検証し、見直しを行ってい

る。2016 年度カリキュラム改正では学生のこれまでの要望も活

かし、実践科目の科目体系を大きく変更した。 

 

1-3-2 ビジネス専攻では、入学定員を満たせない状況が続いている。こ

のような事態を打開するために、これまでの教育課程の検証を踏

まえて、専攻内で 2017 年度以降の教育課程の改革案について議

論を重ねてきたが、大学が十分に納得する改革案をうちだすこと

ができなかった。 

 

1-3-3 経営学専攻では、春学期、秋学期の年 2 回授業評価アンケートを

実施しており、それぞれの結果をビジネス研究科委員会で報告

し、各教員の教育内容・方法の改善に役立てている。 

 

1-3-4 経営学専攻では、毎年、年度初めに主指導教員が研究指導計画書

を提出している。 

 

1-3-5 経営学専攻では、年度末に副指導教員が研究指導報告書を提出し

ている。 
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２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 経営学専攻では、研究指導における複数指導体制の徹底により、

副指導教員が主指導教員の指導方針や学生の研究進捗度を確認

し、相談しあうことで、教育内容、方法の改善につながってい

る。 

 

2-1-2 ビジネス専攻では、学生による授業評価が春学期、秋学期とも 5

段階評価の平均が前年度より増加した（春学期：4.43→4.45、秋

学期：4.44→4.62）。評価の向上は継続的な傾向であり、この５

年間で約 0.4ポイント改善している。 

また、修了時の学生満足度調査においても、カリキュラム、時間

割、授業の項目について前年度よりも平均値がかなり大きく上昇

している（カリキュラム：3.94→4.28、時間割：3.50→4.11、授

業：3.94→4.28）。 

 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 経営学専攻として、学内で任意の報告会などを実施したり、外部

の研究会、学会で報告したりする機会を持つよう促す。また、学

術論文等の公表を促す。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 経営学専攻では、標準年限を過ぎて在籍する場合、プロポーザル

公聴会から中間報告まで期間が開き、途中で公聴会形式で多くの

先生の意見に触れる機会がない。この間はもっぱら主指導教員お

よび副指導教員による指導に頼ることになる。 

 

3-1-2 2015 年度にビジネス専攻修了生を講師とするフェロー制度の利

用は 0 件であったので、修了生や外部企業との連携をもっと強固

なものにする。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学内で任意の報告会などを実施したり、外部の研究会、学会で報

告したりする機会を持つよう促す。また、学術論文等の公表を促

す。 

 

3-2-2 修了生の得意分野や講師候補となる人材との交流を定期的に設定

する。 
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※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 経営学専攻では、社会人学生は仕事と学業の両立を図りながら、

なおかつ学位授与にふさわしい質の高い学位論文を作成しなけれ

ばならないため、修了年限が伸びる傾向にある。 

 

1-1-2 ビジネス専攻では、教育課程の仕上げである 2 年次秋学期の課題

研究において、仕事と学業の両立を図りながらも研究の進展が遅

れがちな社会人学生が見受けられる。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 社会人学生にとって仕事と学業の両立が困難な状況に大きな改善

は見られない。 

 

1-2-2 課題研究の研究計画書を春学期中に提出させ、課題研究の指導教

員を割り当てることによって、早めに研究に着手させ指導できる

体制を整えた。また、2016 年度カリキュラム改正では、1 年かけ

てじっくり課題研究に取り組める選択肢を設けた。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 経営学専攻では、2015 年度に博士後期課程の社会人学生 1 名が

仕事多忙のため 1年間休学した。 

 

1-3-2 ビジネス専攻では、修了予定者 19 名のうち 18 名が修了し、社会

人学生 1名が仕事多忙のため 1年間休学した。 

 

1-3-3 ビジネス専攻では、プロジェクト研究、産官学連携プロジェク

ト、課題研究など実践科目の成果を、毎年度、プロジェクト研究

要旨集として冊子にまとめている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 ビジネス専攻では、学生に年度始めに学習計画書、年度末に自己

点検評価報告書を提出させている。これによって学生の学習目標

が明確になり、それが修了生の満足度の向上にも繋がっていると

考えられる。修了時に実施している学生満足度調査では総合満足

度の平均が 4 年連続上昇している（5 段階評価：2012 年度 3.89
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→2013 年度 4.00→2014年度 4.00→2015 年度 4.29）。 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 学生が学習計画書を提出する際に指導教員の押印を必要とするよ

うにすることによって、指導教員による学生指導を充実させる。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 経営学専攻では、社会人学生について、仕事との両立を図り、在

籍期間内に学位を取得できるよう支援する。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 残りの在籍期間を考慮し、研究指導を進める。在籍期間において

研究時間が確保できない場合、休学、退学等についても相談の

上、検討する。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

・学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施され

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 ビジネス専攻においては、引き続き志願者数を増やすことが重要

な課題である。 

 

1-1-2 経営学専攻は本年度をもって博士後期課程も募集停止予定であ

り、改善事項は特になし。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善されたか) ※ 

1-2-1 大学内の説明会以外に専任教員のセミナーを含む入学説明会を学

外で 8 回行った。参加者は昨年度の 43 名から 71 名（延べ人数）

に増加した。さらに 9 月には南山ビジネススクールの公式

Facebook を開設した。これらの広報活動の強化にかかわらず、2

出願者数は昨年度 28 名から 19 名に減少した。ただし、年末から

説明会参加者・資料請求者全員に 2017 年度以降の学生募集停止の

可能性を連絡したことも影響していると思われる。 
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3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2016 年 1 月 29 日の学園理事会にて 2017 年度以降のビジネス専

攻の学生募集停止が確定したため、それ以降の入試広報活動は行

っていない。 

 

1-3-2 特に留学生について、日本語または英語でのコミュニケーション

能力を厳密に審査するのに、「書類審査」と「口述試問」だけで

十分であるかを検討し、必要に応じて今後入学者選抜とアドミッ

ション・ポリシーを変更する計画を立てたが、2017 年度以降の

学生募集停止が決定したため、計画は中止した。 

 

1-3-3 2015 年度博士後期課程入学者は社会人学生 1 名であった。本学

生がビジネス研究科経営学専攻博士後期課程の最後の入学者とな

る。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 大学院入学希望者だけでなく、セミナー聴講者を含めると毎回

10 名前後参加するようになり、南山大学ビジネススクールの認

知度アップに貢献した。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 2017 年度以降のビジネス専攻の学生募集停止が確定したため、

募集活動は行っていない。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 ビジネス専攻は 2017 年度以降の学生募集停止のため、改善事項

は特になし。 

 

3-1-2 ビジネス研究科経営学専攻は学生募集停止のため、改善事項は特

になし。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

以上 
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2015年度経営学専攻自己点検・評価報告書 

 

経営学専攻主任 安田 忍 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 ビジネス研究科としての経営学専攻は本年度をもって募集を停止

する見通しなので、理念・目的の定期的な検証は、今後は社会科

学研究科としてどのように行うのか決めていかなければならな

い。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2015 年 5 月に社会科学研究科として自己点検・評価委員会を設

置した。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当なし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 ビジネス研究科経営学専攻は募集停止しているので、今後、理

念・目的の適切性について検証し、見直すことは予定していな

い。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 
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3-2-1 該当なし。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

・教員に求める能力・資質等を明確にするとともに、教員の資質の向上を図るための方策

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 経営学部、ビジネス専攻における FD 活動のほか、社会科学研究

科にも属しているため、社会科学研究科としての FD 活動をどう

していくべきかにつき検討を要する。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2015 年度、社会科学研究科としてＦＤ委員会を設置した。2016

年 3 月、社会科学研究科としてＦＤに関する懇談会を開催した。

また、同じく 3月、社会科学研究科ＦＤ委員会を開催した。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 ＦＤ活動として、経営学部、経営学専攻、ビジネス専攻の共催

で、外部講師を招きＦＤに関する講演会を実施した。 

 

1-3-2 経営学専攻では、毎年、教員の資質向上を図るため、経営学部の

「内規」（経営学専攻にも適用）を用いて研究業績のレビューを

実施している。 

 

1-3-3 学部研究費の傾斜配分を行い、外部資金の獲得を奨励している。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当なし。  
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３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 教員資質の向上については、今後、社会科学研究科経営学専攻と

して検討すべき事項であり、ビジネス研究科経営学専攻としては

改善事項は特になし。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

A.教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に検

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 本年度をもって募集停止予定のため、改善事項は特になし。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし。  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2014 年度中に学位論文審査基準を策定し、2015 年度、ガイダン

スや指導教員を通じて学生に周知した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当なし。  
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３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2017 年度からのクォーター制の導入に伴い、経営学専攻では、

演習、研究指導科目について教育課程の編成・実施方針について

検討しなければならない。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 経営学専攻では、演習、研究指導科目について 1 単位科目に分割

し、各クォーターに配置することで、指導の継続性を確保した

い。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

B.教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 本年度をもって募集停止予定のため、改善事項は特になし。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし。  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 カリキュラム・ツリーを作成することにより、カリキュラム編成

の関連性・妥当性を確認した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当なし。  
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３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 ビジネス研究科経営学専攻は募集停止のため、改善事項は特にな

し。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

C.教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改善に

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 社会人学生は仕事と学業の両立を図りながら、なおかつ学位授与

にふさわし質の高い学位論文を作成しなければならないため、修

了年限が伸びる傾向にある。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 社会人学生にとって仕事と学業の両立が困難な状況に、大きな改

善は見られない。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 経営学専攻では、春学期、秋学期の年 2 回授業評価アンケートを

実施しており、それぞれの結果をビジネス研究科委員会で報告

し、各教員の教育内容・方法の改善に役立てている。 

 

1-3-2 年度初めに主指導教員が研究指導計画書を提出している。  

： 年度末に副指導教員が研究指導報告書を提出している。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 研究指導における複数指導体制の徹底により、副指導教員が主指

導教員の指導方針や学生の研究進捗度を確認し、相談しあうこと
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で、教育内容、方法の改善につながっている。 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 標準年限を過ぎて在籍する場合、プロポーザル公聴会から中間報

告まで期間が開き、途中で公聴会形式で多くの先生の意見に触れ

る機会がない。この間はもっぱら主指導教員および副指導教員に

よる指導に頼ることになる、 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学内で任意の報告会などを実施したり、外部の研究会、学会で報

告したりする機会を持つよう促す。また、学術論文等の公表を促

す。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 前項にある「成果の検証、改善」と同じであるが、社会人学生は

仕事と学業の両立を図りながら、なおかつ学位授与にふさわし質

の高い学位論文を作成しなければならないため、修了年限が伸び

る傾向にある。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 社会人学生にとって仕事と学業の両立が困難な状況に、大きな改

善は見られない。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2015 年度、博士後期課程の社会人学生 1 名が仕事多忙のため 1  
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年間休学した。 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当なし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 社会人学生について、仕事との両立を図り、在籍期間内に学位を

取得できるよう支援する。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 残りの在籍期間を考慮し、研究指導を進める。在籍期間において

研究時間が確保できない場合、休学、退学等についても相談の

上、検討する。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

・学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施され

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2015 年度入試をもってビジネス研究科経営学専攻の募集は停止

される予定のため、改善事項は特になし。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし。  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 
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1-3-1 2015 年度博士後期課程入学者は社会人学生 1 名であった。本学

生がビジネス研究科経営学専攻博士後期課程の最後の入学者とな

る。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当なし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 ビジネス研究科経営学専攻は募集停止のため、改善事項は特にな

し。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2015年度ビジネス専攻自己点検・評価報告書 

 

ビジネス専攻主任 石垣 智徳 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 社会人を主な対象とする専門職学位課程のビジネススクールであ

る。地元産業界のニーズを現状以上に適切に把握して学生募集に

つなげていくために地元産業界からの意見聴取の機会をさらに充

実させる 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 学生募集を改善するためにアドバイザリー・ボード企業や教員の

知人（企業経営者等）からのアドバイスや意見などに基づき役職

者を中心に広報活動を行った。 

アドバイザリー・ボード会議を 6 月 10 日に開催し、地元産業界

からの意見を聴取した。 

地元産業界からの意見聴取の機会をさらに充実させるために、新

たなアドバイザリー・ボードの委員として有力企業の CSR 担当の

役員と地元商工会議所の役員の 2 名を確保することを検討してき

たが、学生募集停止の方向となり、取りやめた。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2016 年 1 月 29 日開催の学園理事会にて 2017 年度以降のビジネ

ス専攻の学生の募集停止が決定した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 学生の満足度調査の一環として、学生に教育研究上の目的の認知

度を調査したが、「あまり知らない」「知らない」と回答した学生

はゼロであった。学生にビジネス専攻の教育研究上の目的が認知

されている。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 引き続き学期初めの履修ガイダンス内に教育研究上の目的を確認  
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する時間を取るようにする。 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2017 年度以降の学生募集停止が決定したので、今後アドバイザ

リー・ボードをどうしていくか検討していく必要がある。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 ビジネス専攻で培った伝統を社会科学研究科経営学専攻や経営学

部での産学連携に継承していきたいと考えており、社会科学研究

科経営学専攻および経営学部と話し合いを持ちながら、今後のア

ドバイザリー・ボードの位置づけを検討していく。 

社会科学研

究科経営学

専攻 

経営学部 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

・教員に求める能力・資質等を明確にするとともに、教員の資質の向上を図るための方策

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 入学者数が少ないために少人数で授業を行っているクラスも少な

くない。従来の教育方法が使用できない状態でいかに質の高い授

業内容を維持するかは課題である。 

 

1-1-2 ビジネス専攻の原則教員枠の未充足部分や教員の退職などに伴う

欠員部分について必要な補充人事を進める。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 教員が自主的に少人数に対応できるカリキュラムに内容などを変

更して対応した。 

 

1-2-2 マーケティング分野の実務家専任教員の後任として補充した。  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 ビジネス専攻では各学期の「学生による授業評価」の結果を踏ま

えて行う「振り返り」FD研修会を毎年実施している。 

 

1-3-2 2015 年度で有任期が終了するみなし専任教員の継続人事を行っ

た。 
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1-3-3 ビジネス専攻では、年度始めに前年度競争的外部資金に応募しな

かった教員から 5 万円を個人研究費から差し引き、競争的外部資

金を獲得した教員に対して 5 万円を加算する個人研究費の傾斜配

分を行い、外部資金の獲得を奨励している。経営学専攻でもほぼ

同様に、経営学部の内規に基づいて、学部研究費の傾斜配分を行

い、外部資金の獲得を奨励している。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 ビジネス専攻では、各授業における教員の対応によって、学生に

よる授業評価が春学期、秋学期とも 5段階評価の平均が前年度よ

り増加した（春学期：4.43→4.45、秋学期：4.44→4.62）。評価

の向上は継続的な傾向であり、この 5年間で約 0.4ポイント改善

している。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 今年度同様に各授業における質維持向上のため教員に呼びかけ

る。 

 

2-2-2 実務家教員の補充が充分でないため、今後も引き続き必要な補充

人事を進める。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 募集停止後も学生に対する教育の質を保証する。  

3-1-2 ビジネス専攻の必要最低限の未充足部分や教員の退職などに伴う

欠員部分について必要な補充人事を進める。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学生と教員、教員間の情報交換を密にして、情報を共有する。  

3-2-2 教員の所属する学会、連携企業、アドバイザリーボード等を使用

し、必要な人材募集に関する情報を収集する。 

 

3-2-3 研究費の消化率や傾斜配分の効果などを検証するとともに委託研

究獲得の扱いや傾斜配分の金額など五役会および専攻会議で議論

していく。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 
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≪教育内容・方法・成果≫ 

A.教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に検

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 実践科目は本専攻の売りの科目であるためさらなる改善が必要  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2016 年度入学生から実践科目の開催時間を木曜日から基本土曜

に変更した。実践科目の履修選択肢を従来の 2 種類から 3 種類に

変更した。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 年度末に行う修了生に対する満足度調査の個別項目の平均点が昨

年度よりもすべて上昇した。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 調査の結果、施設面の平均点が低いため、施設の充実を検討す

る。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2016 年度は実践科目の開催日が木曜日から土曜日に移行する年

度となるので、教員の負担も増えることになる。この変更による

問題について対応していく 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 ビジネス専攻内で頻繁に問題を共有し、改善に努める。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

333



≪教育内容・方法・成果≫ 

B.教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 産学連携はこれまで専任教員の個人的な繋がりから、企業を紹介

してもらい、連携をしていた。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 産学連携の仕組みづくりの必要性は共有しているが改善されたと

はいえない。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 企業との交流の多い教員からの連携先の紹介。  

1-3-2 修了生から連携先企業の紹介があった。  

1-3-3 ビジネス専攻は、日本証券アナリスト協会とプライベートバンカ

ー資格試験の一部を免除することで合意し、学生の資格取得に便

宜を図った。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当なし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 引き続き、産学連携の仕組みづくりを考える。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 会議等で産学連携の仕組みづくりを考える時間をとる。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 
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≪教育内容・方法・成果≫ 

C.教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改善に

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学生による授業評価を踏まえて、教員が担当した科目について自

己点検評価報告書を作成しているが、改善すべき点がどのように

改善されたかがわかりにくい。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 前年度の改善すべき点を提示し、そこからの改善部分を記載する

ようにした。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 ビジネス専攻自己点検・評価委員会が、学生の科目履修状況、課

程修了状況、単位取得状況、学業成績状況、進路状況のデータ、

および大学院生による授業評価や満足度調査、アドバイザリー・

ボードの意見などステークホルダーからの意見や情報を利用して

カリキュラムを毎年検証し、見直しを行っている。2016 年度カ

リキュラム改正では学生のこれまでの要望も活かし、実践科目の

科目体系を大きく変更した。 

 

1-3-2 入学定員を満たせない状況が続いている。このような事態を打開

するために、これまでの教育課程の検証を踏まえて、専攻内で

2017 年度以降の教育課程の改革案について議論を重ねてきた

が、大学が十分に納得する改革案をうちだすことができなかっ

た。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 以前の内容を書くことによって、各教員の改善に対する記述が以

前より増えた（自己点検評価）。 

 

2-1-2 学生による授業評価が春学期、秋学期とも 5 段階評価の平均が前

年度より増加した（春学期：4.43→4.45、秋学期：4.44→

4.62）。評価の向上は継続的な傾向であり、この５年間で約 0.4

ポイント改善している。 

また、修了時の学生満足度調査においても、カリキュラム、時間

割、授業の項目について前年度よりも平均値がかなり大きく上昇

している（カリキュラム：3.94→4.28、時間割：3.50→4.11、授

業：3.94→4.28）。 
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2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当なし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2015 年度にビジネス専攻修了生を講師とするフェロー制度の利

用は 0 件であったので、修了生や外部企業との連携をもっと強固

なものにする。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 修了生の得意分野や講師候補となる人材との交流を定期的に設定

する。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学生たちに日頃より目標の認識を定着させ、学期毎に何を習得で

きたかを確認していく必要がある。 

 

1-1-2 教育課程の仕上げである 2 年次秋学期の課題研究において、仕事

と学業の両立を図りながらも研究の進展が遅れがちな社会人学生

が見受けられる。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 学期の最初に履修計画書を提出させて、その学期の目的を明らか

にさせている。 

 

1-2-2 課題研究の進展が遅い学生に対応できるように実践科目のカリキ

ュラムを変更した。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 指導教員との相談を積極的に進めている。  
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1-3-2 今年度に履修規程と大学院学則を変更した。  

1-3-3 修了予定者 19 名のうち 18 名が修了し、社会人学生 1 名が仕事多

忙のため 1年間休学した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 学期、学年を通した目標を掲げることにより学生の満足度が増加

しいている（M2自己点検評価、修了生アンケート） 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 履修計画書は教員に提出し、内容の確認、指導後事務に提出す

る。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

・学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施され

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 引き続き入学者数が増加するような活動を行う。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 大学内の説明会以外に専任教員のセミナーを含む入学説明会を学

外で 8 回行った。参加者は昨年度の 43 名から 71 名（延べ人数）

に増加した。さらに 9 月には南山ビジネススクールの公式
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Facebook を開設した。これらの広報活動の強化にかかわらず、2

出願者数は昨年度 28 名から 19 名に減少した。ただし、年末から

説明会参加者・資料請求者全員に 2017 年度以降の学生募集停止

の可能性を連絡したことも影響していると思われる。 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2016 年 1 月 29 日学園理事会にて 2017 年度以降のビジネス専攻

の募集停止が決定したため、それ以降の活動は行っていない。 

 

1-3-2 留学生について、日本語または英語でのコミュニケーション能力

を厳密に審査するのに、「書類審査」と「口述試問」だけで十分

であるかを検討し、必要に応じて今後入学者選抜とアドミッショ

ン・ポリシーを変更する計画を立てたが、2017 年度以降の学生

募集停止が決定したため、計画は中止した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 大学院入学希望者だけでなく、セミナー聴講者を含めると毎回

10名前後参加するようになり、南山大学ビジネススクールの認

知度アップに貢献した。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 2017 年度以降のビジネス専攻の学生募集停止が確定したため、

募集活動は行っていない。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2017年度以降の学生募集停止のため、改善事項は特になし。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2015年度法務研究科自己点検・評価報告書 

 

法務研究科長 榊原 秀訓 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学生について、従来の方法で理念・目的の周知を図るほか、入学

試験における志願書の精査や面接を通じて、より意識の高い学生

を確保するよう努めたい。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 入学試験の機会も利用して、法務研究科（法科大学院）の意識付

けを行った。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 法務研究科の理念と目的について、『大学院学生便覧』に明記

し、法科大学院のパンフレットに概要を示すとともに、各種の説

明会等において説明することによって、周知徹底をした。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 従来の司法試験の反省の下に設置された専門職大学院である法科

大学院として、その理念・目的が実際に意識されていることが重

要であり、授業評価の分析と担当教員との面談を通して、理念・

目的が必ずしも学生に理解されていないと考えられたので、研究

科委員会に報告するとともに、新学期のガイダンスの中で学生に

理念・目的を説明するようにした。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 2015 年度は、春学期と秋学期の授業について、担当教員との面

談はまとめて秋学期に行われたので、2016 年度は、学期毎に面

談を行い、迅速な対応ができるようにする。 
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３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 法科大学院設置からかなりの時間が経過し、学生の入れ替わりな

どにより、継続的に理念・目的の説明が必要となっている。 

 

3-1-2 実際の授業評価の場面で、理念・目的がどの程度実現しているか

継続的な検証が必要である。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 新学期のガイダンスや入学ガイダンスの中で、理念・目的の説明

をより丁寧に説明する。 

 

3-2-2 授業評価の分析だけではなく、担当教員との面談を学期毎に行

い、研究科委員会に報告するとともに、新学期のガイダンスの中

で学生に理念・目的を説明するなど、迅速な対応ができるように

する。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

・教員に求める能力・資質等を明確にするとともに、教員の資質の向上を図るための方策

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学生の基礎学力やモチベーションの低下は、個々の教員の教育能

力の向上だけでは対処できない問題であり、入学試験やカリキュ

ラム等の制度的な問題も含めて種々の角度から検討する必要が

る。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 学生の基礎学力やモチベーションの低下に対処するため、2016

年度より、憲法、民法、刑法の各科目について「基礎研究科目」

を開設した。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 各学期末において、授業担当者全員が出席する「成績意見交換

会」を開催し、学生の学力状況の全体的な把握に努めているほ

か、研究科委員会において、個別学生の勉学状況等についても情

報交換している。 
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1-3-2 教員の教育能力向上のため、全開講科目（但し、受講登録者 4 名

以下の科目を除く）について「学生による授業評価を」を実施

し、各教員に対し、集計結果・自由記述に対する「自己点検・評

価報告書」の作成・提出を義務付けている（なお、授業評価対象

外の科目担当教員に対しても、当該授業についての「自己点検・

評価報告書」の提出を義務付けている）。同報告書よび集計結果

一覧表は、研究科委員会に報告されるとともに、法科大学院図書

室に備え置いて学生の閲覧に供している。 

 

1-3-3 

 

 

定期的に FD 委員会を開催しており、本年度は、①「法律基本科

目成績評価基準について」（2015 年 6 月 17 日開催）、②「TKC

『法科大学院教育研究支援システム』に関する利用方法」（2016

年 3 月 3 日開催）および③「クォーター制の下での法学教育のあ

り方」（2016 年 3 月 10 日、法学部・法務研究科共催）の 3 回実

施した。 

 

1-3-4 

 

 

「法学部・法務研究科『教員評価』に関する内規」に基づいて 3

年に 1 回、各教員の研究活動等の報告書を作成・発行している

が、来年度に向けて、2013 年度から 2015 年度までの活動を対象

とした上記報告書を作成することにした。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 「学生による授業評価」アンケートの対象科目の全体平均値は春

学期 4.61、秋学期 4.64 であり、客観的に見て教員の教育能力は

高いと思われる（法務研究科「学生による授業評価」2015 年度

春学期集計結果、法務研究科「学生による授業評価」2015 年度

秋学期集計結果）。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 FD 研究会の定期的開催を行うほか、「学生による授業評価」につ

いても、学生数の減少や基礎学力低下の要因を顧慮し、不断に検

証する必要がある。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 学生数の減少、学生の基礎学力の低下やモチベーションの低下等

に対応した教育能力の向上に努める必要がある。 
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2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 入学試験、入学前教育およびカリキュラム等について、関係する

各委員会および研究科委員会が緊密に連携し、問題点の把握と情

報の共有化に努める必要がある。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

A.教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に検

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 名古屋大学提携科目、名城大学単位互換科目につき、学生のニー

ズに対応するために不断に検証を加える必要がある。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 名古屋大学提携科目、名城大学単位互換科目につき、学生のニー

ズに加え学習効果の点から検討・見直しを行っている。2015 年

度より、名城大学と単位互換制度を実施することとし、名城大学

の開講科目のうち、これまで南山大学では提供されていなかった

分野の科目〔「司法概論」、「政策法務論」、「企業法務(契約実

務)」、「企業法務(特許戦略)」、「企業法務(意匠・商標および外国

知的財産戦略)」〕を単位互換科目として設定した。加えて、2016

年度より、従来集中講義形式で行っていた科目（税法、経済法）

につき学習効果を考慮して単位互換科目として隔週開講すること

とした。なお、国際法につき担当者の関係で単位互換科目とし

た。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 大学のウェブサイトにおいて、自己点検・評価報告書について

は、自己点検・評価活動の実績・報告として、公表している。 

 

1-3-2 学生の効果的な履修を指導するため、系列科目ごとの履修指導表

を作成し、研究科委員会での検証を経て、3 月の在学生ガイダン

ス時に提示している。 

 

1-3-3 厳格な成績評価と成績評価の明確化のため、成績評価表の様式、

評価割合について検証するとともに、毎学期末に、授業担当者間

で成績評価に関する意見交換会を実施し、成績表について教員相

互で検証する作業を継続している。 
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２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 上記のように、2015 年度より、名城大学と単位互換制度を実施

することとし、名城大学の開講科目のうち、これまで南山大学で

は提供されていなかった分野の科目〔「司法概論」、「政策法務

論」、「企業法務(契約実務)」、「企業法務(特許戦略)」、「企業法務

(意匠・商標および外国知的財産戦略)」〕を単位互換科目として

設定した。2016 年度より、加えて、従来集中講義形式で行って

いた科目（税法、経済法）につき学習効果を考慮して単位互換科

目として隔週開講することとした。なお、国際法につき担当者の

関係で単位互換科目とした。2015 年度の名城大学の単位互換科

目の受講者数は、4名であった。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 例年同様、研究科委員会において検証作業を今後も行っていく。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 名古屋大学提携科目につき、学生のニーズに対応するために不断

に検証を加える必要がある 

 

3-1-2 名城大学単位互換科目につき、先方の個別事情を考慮しつつ今後

の運営について協議を行う必要がある。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 名古屋大学提携科目につき、今後も検証を継続する。  

3-2-2 名城大学単位互換科目につき、先方の個別事情を考慮しつつ今後

の運営について協議を行う。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

B.教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 未修者の学力が従来に比べて低下しているなか、進級判定に関し

て「共通到達度確認試験（仮称）」の導入が予定されており、未
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修者の学力定着のための教育内容を提供する必要がある。 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2016 年度から、１年次秋学期に、法学未修者（１年次生）を対

象とした選択必修科目（法律基礎科目群）として、憲法基礎研究

（２単位）、民法基礎研究（２単位）、刑法基礎研究（２単位）を

設け、法学未修者は、６単位中４単位を履修することを必修とす

ることとした。また、2016 年度よりＴＫＣ提供の学習システム

を導入する。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 「法律基本科目」、「実務基礎科目」、「人間の尊厳科目」（「基礎法

学・隣接科目」）、「展開・先端科目」を法科大学院制度の目的に

即して構成し、授業科目のバランスをとり、科目群にふさわしい

内容の科目を開設している。 

 

1-3-2 法律基本科目については講義科目履修の後で演習科目を履修する

ことにより、段階的な履修ができるように履修時期をずらしてい

る。 

 

1-3-3 理論教育と実務教育との架橋を図るため、法学未修者 1 年生・2

年生や法学既修者 1 年生に法理論教育を開講し、法実務教育に関

しては、法学未修者 2 年生や法学既修者 1 年生の秋学期以降を中

心に開講している。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 2016 年度入学法学未修者コースの学生について、法律基本科

目、特に憲法、民法、刑法の基礎学力を涵養するための教育課程

編成を実施した（憲法基礎研究（２単位）、民法基礎研究（２単

位）、刑法基礎研究（２単位）を新設した）。 

 

2-1-2 ＴＫＣの学習システム導入により、学生の自主的学習のための効

果的なシステムを整備した。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 新設された各基礎研究科目の教育内容について、より効果的なも

のとなるように、科目担当者は、学生の反応をフィードバックし
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て検討を続ける。 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2016 年度より新規に開設される憲法基礎研究（２単位）、民法基

礎研究（２単位）、刑法基礎研究（２単位）につき、成果と問題

点の検証・検討を行う。 

 

3-1-2 「共通到達度確認試験（仮称）」の試験科目の具体化に伴い対応

策を検討していく。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 憲法基礎研究（２単位）、民法基礎研究（２単位）、刑法基礎研究

（２単位）につき、法務研究科委員会において成果と問題点の検

証・検討を行う。 

 

3-2-2 「共通到達度確認試験（仮称）」の試験科目の具体化に伴い対応

策を法務研究科委員会において検討していく。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

C.教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改善に

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 成績下位学生に対するケアー、成績下位の学生のレベルアップの

ための方策、進路指導等の検討を今後も継続的に進める必要があ

る。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 学生指導の場として、担当教員との面談の機会を増やした。  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 進級要件・修了要件に必要単位数に加え、2013 年度以降入学生

についてはＧＰＡを加味して判定した。 

 

1-3-2 学生に対する学習方法のアドバイスのため、卒業生（弁護士）に

よる学習方法に関するガイダンスを行っている。 
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1-3-3 指導教員との面談などを通じて、学生のレベルアップへの助言、

進路指導への助言を行っている。2013 年度から導入した修得単

位の無効化の手続を実施した。 

 

1-3-4 授業の教育成果については、大学が実施している授業評価とは別

に、独自の評価項目編成のもとに「学生による授業評価」アンケ

ートを実施し、具体的な数値から、教員ごとにその結果および自

由記述の内容を真摯に受け止めた上で、自己点検・評価を行い、

翌年の授業に反映させる努力を行っている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 １年次原級留置きとなった者の中に、単位無効化制度を利用し、

ＧＰＡの改善を図り進級に結びつけた例が見られた。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 アドバイザー制度の運用について改善を図り、1 年生ゼミ、2 年

生ゼミを設け、それらのゼミについて、学生の要望に応じて、2

か月に 1回から、毎月へ回数を増やすことができるようにした。 

 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 アドバイザー制度の一層の積極的利用を促す。  

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 アドバイザー制度の積極的活用のために運用を不断に点検してい

く。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 短答試験合格率については、さらなる向上を目指す必要があり、

また、短答式試験科目が憲法、民法、刑法に限定されることか

ら、それらの科目について、学生に基本的知識的知識を図るため

の教育内容を提供する必要がある。 
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1-1-2 これまで、未修者の合格率は全国平均を超えることが多かった

が、2014 年は、前述のように 8.2％と全国平均（12.1％）を下回

る結果となっており、未修者に対する基本的学力の涵養を図る必

要がある。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2015 年度の短答合格率は、43.1％（全国平均 66.2％）であっ

た。 

 

1-2-2 先にも述べたが、2016 年度から、１年次秋学期に、法学未修者

（１年次生）を対象とした選択必修科目（法律基礎科目群）とし

て、憲法基礎研究（２単位）、民法基礎研究（２単位）、刑法基礎

研究（２単位）を設け、法学未修者は、６単位中４単位を履修す

ることを必修とすることとした。また、2016 年度よりＴＫＣ提

供の学習システムを導入することとした。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 これまでの新司法試験合格者数（合格率）は 2006 年 5 人

（50％）、2007 年 10 人（38.5％）、2008 年 15 人（30.6％）、2009

年 18 人（30.5％）、2010 年 10 人（13.7％）、2011 年 21 人

（26.3％）、2012 年 12 名（17.1％）、2013 年 14 名（21.2％）

2014 年 9 名（14.8％：全国平均 21.2％）、2015 年 4 名（6.2％）

である。2015 年の未修者合格者数は、2 名、既修者合格率は 2 名

であった。 

 

1-3-2 2015 年度までの未修者合格者数の累計は 82 名であるが、2015 年

度の未修者合格者数は 2名にとどまった。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 司法試験合格者の累計は、118 名に及んでおり、中部地区の私学

では一番多くの合格者を輩出している。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 短答試験合格者数、最終合格者数の増加へ向けて必要な方策とし

て、ＴＫＣ提供の学習システムを導入する。 
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３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 これまで、未修者の合格率は全国平均を超えることが多かった

が、2014 年は、前述のように 8.2％と全国平均（12.1％）、2015

年度は 3.3%と全国平均（12.6%）を下回る結果となっており、未

修者に対する基本的学力の涵養を図る必要がある 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2016 年度から、民事訴訟法Ⅰ、刑事訴訟法Ⅰの開講時期を 2 年

春学期に移し、1 年次秋学期に、法学未修者（１年次生）を対象

とした選択必修科目（法律基礎科目群）として、憲法基礎研究

（２単位）、民法基礎研究（２単位）、刑法基礎研究（２単位）を

設け、法学未修者は、６単位中４単位を履修することを必修とす

ることとした。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

・学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施され

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2014 年度に実施した 2015 年度の学生募集および入学者選抜にお

いて、志願者、受験者数は増加したが、実入学者を確保できない

状況にある。 

 

1-1-2 文科省の基準では、定員充足率が重視されており、2016 年度入

試に向けて、法律試験科目の科目数の削減をするなどの措置を講

じる予定であり、定員充足率の向上に向けて対策を講じていくし

かない。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2015年度に実施した 2016 年度入試の入学者数は、9名（2015 年

度入学生は 7名）と一定程度改善した。 

 

1-2-2 2016 年度入学者の定員（20 名）充足率は 45.0%となり、2015 年

度の定員（30名）充足率 23.3%から一定程度改善した。 
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3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 入試要項に明示しているアドミッションポリシーについて、カリ

キュラム改正を反映した改正を行った。 

 

1-3-2 学生募集及び入学者選抜については、アドミッションポリシーに

基づき、法務研究科内の入試管理員会を中心に、法務研究科とし

て適正に実施するとともに、定期的に検証を行っている。 

 

1-3-3 2015 年に実施した 2016 年度入試では、志願者数 59 名、受験者

数 34 名、合格者 20 名（2015 年度入試では、志願者 63 名、受験

者 42名、合格者 23名）であった。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 2015年度に実施した 2016 年度入試では、前年度の取組（Ａ・Ｂ

日程の前倒し及び検定料の引下げ）に加え、法学既修者コースの

法律試験科目数を従来の 6科目から 4科目に削減した。その結

果、2016年度入試では、法学既修者コースにつき、Ａ・Ｂ両日

程で 7名の合格者を出し、そのうち 4名が入学した（2015年度

入試では法学既修者コース合格者・入学者 0名であった）。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 今後も一定数の法学既修コース入学者を確保できるように、これ

までの方策を維持するとともに、2016 年度実施の 2017 年度入試

から導入する飛び級入学制度では、法学既修者コースも対象とし

た。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2015 年に実施した 2016 年度入試では、入学者数は増加したが、

志願者数・受験者数は前年度の 2015 年度入試を若干下回った

（1-3-3 参照）。 

 

3-1-2 定員充足率についても、5割に達することができなかった。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 より幅広く優秀な受験生を確保するため、2016年度に実施する

2017年度入試から、飛び級入学制度を導入することとした。 
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3-2-2 より幅広く受験者を集め、定員充足率を高めるためには、積極的

な広報活動が必要である。学内説明会だけではなく、2016 年度

においては、法学系学部・学科を持つが、法科大学院を持たない

近隣の大学についても、入試説明会を実施する方向で検討してい

る。法曹志望者が全国的に減少している中でも、特に東海地区に

おける法科大学院志望者の減少は顕著である。短期的には、学部

生に対する広報活動、長期的には高校生などに対する広報活動に

ついても積極的に行う必要がある。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2015年度総合政策研究科自己点検・評価報告書 

 

総合政策研究科長 田平 正典 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 特になし  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 理念・目的の適切性は、研究科委員会及び研究科内の自己点検・

評価委員会で検証・確認している。特に問題点や課題は指摘され

ていない状況である。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 特になし  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 
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≪教員・教員組織≫ 

・教員に求める能力・資質等を明確にするとともに、教員の資質の向上を図るための方策

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学部のＦＤ活動に研究科の教員も参加しているが（外部講師によ

る「ＰＢＬによる学生の学びを考える」など）、研究科内部で教

員の資質の向上を図るための方策として何が有効かを探ること。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 改組統合した社会科学研究科において、研究科ＦＤ委員会を組織

し、次年度ＦＤ企画等について意見交換を行った。また、研究科

でＦＤに関する懇談会を行った。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 社会科学研究科の自己点検・評価委員会委員、ＦＤ委員会に総合

政策研究科の所属教員を選出した。 

 

1-3-2 院生について個別的に、研究指導教員、副研究指導教員、および

論文審査の主査を大学院委員会での全体方針に従って明確にし

た。 

 

1-3-3 研究指導教員、研究指導補助教員、講義担当の別に、その資格を

有するかを大学委員会の方針に基づき評価し委嘱している。 

 

1-3-4 教員の能力・資質の向上にあたっては、全教員が総合政策学部の

兼任であるため、学部主催のＦＤ企画（2015 年 12 月 11 日開

催、講師：愛媛大学教育学生支援機構清水栄子講師「学生の将来

を見通したアカデミック・アドバイジング」）に参加し、教員の

能力・資質の向上を図った。 

 

1-3-5 研究指導教員は院生の研究指導計画書を提出することとし、教員

の資質の向上、維持に努めている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 研究指導計画書の提出で、個別の学生についての指導、具体的な

研究の進め方の指導方針がより明確になった。同時に、副研究指

導教員の役割、指導回数も明確になった。 

 

2-1-2 講義担当だった 2 名の教員に対して研究指導補助教員として委員

委嘱を行い昇格させた。 
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2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 研究科独自の新たなＦＤ活動を企画・実施すること  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 研究科ＦＤ委員会で実施を検討する。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

A.教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に検

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学位授与の基準について、より明確な基準を明文化すること。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 改めて総合政策研究科における学位論文審査基準を明文化し、在

学生に周知した。また、改組・統合した社会科学研究科総合政策

学専攻の審査基準を学生便覧に記載した。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 教育目標、学位授与方針、教育課程の実施方針は適切なものであ

ると思われ、研究科、および研究科内の自己点検・評価委員会で

問題は指摘されていない。 
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２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 学位審査基準に合う論文の審査を行い、総合政策研究科後期課程

から１名の博士学位取得者が出た。また、統合した社会科学研究

科総合政策学専攻から 5名の修士学位取得者が出た。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 特になし  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

B.教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 特になし  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 前期課程・後期課程共に、新しく設置された社会科学研究科総合

政策学専攻の設置にあたってその教育課程の編成・方針を検討し

ており、総合政策研究科の教育内容にそれを反映している。 
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２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 在籍する学生が、教育内容（研究指導）の成果として学会での研

究報告などを行っている。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 特になし  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

C.教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改善に

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 特になし  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 研究成果は学会等で報告され、討論も行われる。その討論を踏ま

えて、担当教員が教育内容・方法の改善を図っている。特に、複

数指導体制をとっているので、複数の担当者がそれを行ってい

る。 
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1-3-2 授業アンケートを年１回実施し、その内容をまとめ、研究科委員

会で報告している。 

 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 特になし  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 特になし  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 博士後期課程の学生１名が博士学位論文を提出し、博士の学位を

取得した。 
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２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 後期課程の学生による論文が、学術誌に掲載されるなど、着実に

成果があがっている。 

・佐々木智弘「反腐敗闘争の政治学」日本国際問題研究所編『国

際問題』No.649、2016年、pp.27-35 

・佐々木智弘「書評 青山瑠妙『中国のアジア外交』」アジア経

済研究所編『アジア経済』第 56 巻第 3 号、2015 年、pp163-

166 

・田平正典・澁谷英樹「法人税の限界実効税率の推計について―

修正ＧＫＳ指標の検討―」『南山大学紀要アカデミア、社会科

学編』第８号，pp.61-83 

・柴山政明・石川良文「交通関連社会資本の小売商業に与える影

響―小売商業部門の立地環境特性別地域生産関数の推定を通

じて―」『地域学研究』第 45巻第 4号、pp.493-505 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 学会等で発表する成果は見られたが、院生紀要「南山総合政策研

究」への投稿が無く、刊行できなかった。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 研究成果については、院生紀要に積極的に投稿するように促す。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

・学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施され

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 志願者増を図るため、PR活動を行うこと。  
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2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 総合政策研究科としては募集を停止したが、社会科学研究科総合

政策学専攻のアドミッション・ポリシー等を大学院ＨＰで掲載す

ると共に、在籍学生を増やすために、本学大学院全体での入試説

明会（年間２回）を実施すると共に、キャリア支援室と協力して

希望進路別ガイダンスに「大学院進学」を設定し、4 月 22 日に

専攻主任が大学院進学に関する講演を行った。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 2016 年度入試では社会科学研究科総合政策学専攻の志願者は前

期 6名、後期１名であった。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 特になし  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2015年度理工学研究科（数理情報研究科）自己点検・評価報告書 

 

理工学研究科長 阿草 清滋 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 なし  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 なし．  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし．  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし．  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当なし．  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし．  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし．  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

≪教員・教員組織≫ 

・教員に求める能力・資質等を明確にするとともに、教員の資質の向上を図るための方策
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を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 後期課程の分野間のバランスの問題は解消の方向に向かったが，

適切とはいえない．具体的には，機械電子制御工学専攻の担当者

が不足している． 

 

1-1-2 年齢相応の研究指導担当になっていない教員のより一層の研究活

動が望まれる． 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 機械電子制御工学専攻に坂本登教授、中島明准教授を採用し、博

士後期課程指導及び同補助の教員の配置を終えた。 

 

1-2-2 学部長と連携し、教員の研究活動に関し、個人評価を行い、研究

活動の活発化を図っている。学部教員評価委員会において，科研

費への応募・採択状況を把握・点検し，教授会等を通じて積極的

な応募の呼びかけを行った． 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし．  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし．  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当なし．  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 科研費など外部資金の獲得件数が必ずしも十分ではない  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 
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3-2-1 特になし．  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

A.教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に検

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 クォーター制の導入に伴った、教育課程の編成・実施方針の見直

しが必要である。 

 

1-1-2 学位論文審査基準の明文化(2013 年度大学認証(認証評価)結果の

努力課題) 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 研究科内での議論をまとめカリキュラム案を研究科委員会にて審

議中である。 

 

1-2-2 学位論文審査基準を制定し、大学院委員会の承認を得た。  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし．  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし．  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当なし．  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし．  
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2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし．  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

B.教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1。前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 博士後期課程の学位授与の判定における、学位審査委員会と研究

科委員会の役割について、他大学と大きく異なる部分がある。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善されたか) ※ 

1-2-1 学位審査の手順を明確化し、学位審査委員会に付議する論文内容

について研究科委員会が責任を担保できる体制を整えた。具体的

には学位論文提出前に研究科委員会において回覧し、内容、体裁

について大きな問題がないかについて研究科教員の意見を聞ける

ようにした。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし．  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし．  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当なし．  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし．  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 
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3-2-1 該当なし．  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

C.教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改善に

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1。前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善されたか) ※ 

1-2-1 該当なし．  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし．  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし．  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当なし．  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし．  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし．  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 
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D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善されたか) ※ 

1-2-1 特になし．  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし．  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし．  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当なし．  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし．  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし．  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

・学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施され

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 理工学研究科前期課程への入学者は，定員 54 に対し，40 名であ  
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った，専攻別には，1-1-1 と同じ順に，5,16,19 で，システム数

理専攻において定員を大きく下回った． 

1-1-2 後期課程は入学試験の受験者が 0 であり、定員を満たせていな

い。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善されたか) ※ 

1-2-1 理工学研究科前期課程への入学者は，定員 54 に対し，37 名であっ

た。大学院進学率を上げるために、大学入学のガイダンスでも大

学院の魅力、進学意義などの説明を行った。また、研究室配属の

際にも大学院進学を考えるように各教員が説明を行うようにし

た。 

 

1-2-2 博士後期課程の入学者は 3 名であり、改善された。さらに充足率

向上を図るよう各教員に積極的な志願者増加の努力をするようお

願いをした。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし．  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし．  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当なし．  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし．  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし．  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2015年度システム数理専攻自己点検・評価報告書 

 

システム数理専攻主任 白石 高章 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 大学院生の業績の情報が指導教員レベルにとどまっている。  

1-1-2 理工学研究センターの優秀論文賞に応募があった学生に対する，

業績の把握にとどまっている。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 理工学部システム数理学科独自の webpage に『学生の研究状況に

ついての報告』として公開している。博士論文審査としての最終

試験を理工学研究科全員にたいする公開発表とした。 

 

1-2-2 1 の 2 項目に対して，学生の対外発表をとりまとめる仕組みの検

討を開始した。(根拠資料：第 15回理工学研究科委員会記録 ) 

理工学研究科 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし．  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 本専攻の理念と目標を web で公開し，その明確化を図っている。

(根拠資料 ：本学 webページ大学院専攻案内 専攻の紹介) 

 

2-1-2 大学院生の進路の把握を，指導教員をとおして行っている。(根

拠資料：2015 年度指導学生進路先調査票(7 月と 12 月にキャリア

支援室に提出) 

 

2-1-3 修了生の就職先は，情報関連，製造業，教員，大学職員など業種

に富んでいて，理念・目的と整合している。(根拠資料 キャリ

ア支援室の 2015 年度進路データ（大学院）) 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし．  
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３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし．  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし．  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

・教員に求める能力・資質等を明確にするとともに、教員の資質の向上を図るための方策

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 よき大学院生を育成するために教員のより一層の研究活動が望ま

れる。 

 

1-1-2 研究科として，研究活動が不活発な教員へ助言するシステムを検

討中だが，まだ，検討の段階である。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 1 名を除き、各教員が 1 編以上の論文を書いている。(根拠資

料：「南山大学ポータルサイト 研究業績」) 

 

1-2-2 学部長と連携し，教員の研究活動に関し，個人評価を行っている

が，研究不十分で呼び出しをかけた教員はいない。 

理工学部 

理工学研究科 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし．  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 外部の評価をふまえて構成員を選ぶことにより，より厳格に教員

の資質が保証している。 (根拠資料：「大学院担当教員の資格の

適切性の予備検討」（一般財団法人 日本開発構想研究所）学長

室) 
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2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし．  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし．  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし．  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

A.教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に検

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 クォーター制の導入に伴った，教育課程の編成・実施方針の見直

しが必要である。 

 

1-1-2 学位論文審査基準の明文化。(2013 年度大学認証(認証評価)結果

の努力課題) 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 クォーター制の導入に伴った，教育課程の編成・実施方針を見直

した。(根拠資料：第 15 回理工学研究科委員会 W 審議資料 3-

1,3-2) 

理工学研究科 

1-2-2 学位論文審査基準を明文化した。(根拠資料：2016 年度大学院生

便覧) 

理工学研究科 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 クォーター制の導入に伴い，教育課程の編成・実施方針の適切性

の検証を行った。 

理工学研究科 

1-3-2 ディプロマ・ポリシーを本学の webページに公開している。 理工学研究科 
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２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 大学院生懇談会における学生からの意見から，検証を行ってい

る。(根拠資料：第 7回理工学研究科委員会 W報告資料 3) 

理工学研究科 

2-1-2 クォーター制に伴った，カリキュラム・ポリシーを作成し，本学

の webページに公開した。(根拠資料：本学 webページ) 

理工学研究科 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし．  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし．  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし．  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

B.教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 博士後期課程の学位授与の判定における，学位審査委員会と研究

科委員会の役割について，他大学と大きく異なる部分がある。 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 学位審査の手順を明確化し、学位審査委員会に付議する論文内容

について研究科委員会が責任を担保できる体制を整えた。 (根拠

資料：2016 年度大学院生便覧) 

理工学研究科 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 ディプロマ・ポリシーに従って個別の科目の学習目標を設定して  
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いる。 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 研究科として組織的に修士論文審査を審査している。(根拠資

料：第 13回理工学研究科委員会審議事項 2資料) 

理工学研究科 

2-1-2 前期課程１年次からの副指導教員制を導入した。論文指導を複数

の教員が行うことで審査の透明度を上げることができている。

(根拠資料：第 1回理工学研究科委員会 W審議資料 3)  

 

2-1-3 新カリキュラムのカリキュラムツリーを作成した。(根拠資料：

2015年度第 15回理工学研究科委員会 W審議資料 4-1,4-2) 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし．  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 新カリキュラムに伴った，各種の規定の整備。  

3-1-2 新カリキュラムに伴った，2017 年度の時間割編成。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 履修要項，学則等を改正する。  

3-2-2 クォーター制の趣旨に沿った時間割編成を行う。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

C.教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改善に

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  
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2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし．  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 修士論文の審査を複数教員で厳格に行い，その内容を毎年検証し

ている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 2013 年度から授業達成度評価を行っている。研究科として 4～7

科目程度を対象とし，授業期間の最初と最後に，その授業の内容

に関するキーワードの理解度を学生に答えてもらい，その達成度

をはかるものである。担当者の報告書からは理解度が上がった旨

報告されている。(根拠資料：授業達成度評価報告書(2016 年度

第 1回研究科委員会)) 

 

2-1-2 大学院生懇談会における学生からの意見から，検証を行ってい

る。(根拠資料：第 7回理工学研究科委員会 W報告資料 3) 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし．  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし．  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし．  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 
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1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし．  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし．  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 2013 年度から導入した授業達成度評価の報告書によれば，理解

度が上がった旨報告されている。(根拠資料：2016 年度第 1 回研

究科委員会報告資料) 

 

2-1-2 修士論文および最終試験で，目標に沿った成果を確認できる。

(根拠資料：学位論文審査報告書) 

 

2-1-3 修了生の進路状況から，目標に沿った成果を確認できる。(根拠

資料 キャリア支援室の 2015年度進路データ（大学院）) 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし．  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし．  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし．  

 

≪学生の受け入れ≫ 

・学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施され

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 
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1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2015 年度入試においては，定員 18 名に対し，入学者 5 名で，昨年

より少なくなり，改善されていない。 

 

1-1-2 後期課程は入学試験の受験者が 0であり，定員を満たせていない。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善されたか) ※ 

1-2-1 大学院博士前期課程システム数理は進学者が昨度から 7 名増え 12名

となった。 

 

1-2-2 後期課程システム数理は進学者が 2名となった。  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 アドミッション・ポリシーは webで公開している。  

1-3-2 入学者選抜の科目は，入試要項作成時に，合格基準は各入学試験の

判定までに見直している。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 研究科委員会で手続き者数等を報告し，定員に対する割合を検証

している。(第 15回理工学研究科委員会記録報告事項 1) 

理工学研究科 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし．  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 前期課程に定員を満たせていない。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 研究科の知名度を上げるため，さまざまな機会で広報活動を行う。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2015年度ソフトウェア工学専攻（数理情報専攻）自己点検・評価報告書 

 

ソフトウェア工学専攻主任 佐々木 克巳 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 大学院生の業績の情報が指導教員レベルにとどまっている．  

1-1-2 理工学研究センターの優秀論文賞に応募があった学生に対する，

業績の把握にとどまっている． 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 1 の 2 項目に対して，学生の対外発表をとりまとめる仕組みの検

討を開始した．(根拠資料：第 15回理工学研究科委員会記録 ) 

理工学研究科 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし．  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 本専攻の理念と目標を web で公開し，その明確化を図っている

(根拠資料 ：本学 webページ大学院専攻案内 専攻の紹介)． 

 

2-1-2 大学院生の進路の把握を，指導教員をとおして行っている(根拠

資料：2015 年度指導学生進路先調査票(7 月と 12 月にキャリア支

援室に提出)． 

 

2-1-3 修了生の就職先は，ソフトウェア関連の企業が多く，理念・目的

と整合していると考える． (根拠資料 2015 年度就職者データ

（大学院）) 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし．  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 
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3-1-1 学生の対外発表をとりまとめる仕組みの検討を継続する． 理工学研究科 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学生の対外発表をとりまとめる仕組みつくる． 理工学研究科 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

・教員に求める能力・資質等を明確にするとともに、教員の資質の向上を図るための方策

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 年齢相応の研究指導担当になっていない教員のより一層の研究活

動が望まれる． 

 

1-1-2 学部として，研究活動が不活発な教員へ助言するシステムを検討

中だが，まだ，検討の段階である． 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 学位取得等など一部教員の研究活動の成果が出ている．  

1-2-2 学部長と連携し、教員の研究活動に関し、個人評価を行い、研究

活動の活発化を図っている。 

理工学部 

理工学研究科 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし．  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 外部の評価をふまえて構成員を選ぶことにより，より厳格に教員

の資質が保証している． (根拠資料：「大学院担当教員の資格の

適切性の予備検討」（一般財団法人 日本開発構想研究所）学長

室)． 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 
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2-2-1 特になし．  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし．  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし．  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

A.教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に検

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 クォーター制の導入に伴った，教育課程の編成・実施方針の見直

しが必要である． 

 

1-1-2 学位論文審査基準の明文化(2013 年度大学認証(認証評価)結果の

努力課題) 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 クォーター制の導入に伴った，教育課程の編成・実施方針を見直

した(根拠資料：第 15 回理工学研究科委員会 W 審議資料 3-1,3-

2) 

理工学研究科 

1-2-2 学位論文審査基準を明文化した(根拠資料：2016 年度大学院生便

覧)． 

理工学研究科 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 クォーター制の導入に伴い，教育課程の編成・実施方針の適切性

の検証を行った． 

理工学研究科 

1-3-2 ディプロマ・ポリシーを本学の webページに公開している． 理工学研究科 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 
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2-1-1 大学院生懇談会における学生からの意見から，検証を行っている

(根拠資料：第 7回理工学研究科委員会 W報告資料 3)． 

理工学研究科 

2-1-2 クォーター制に伴った，カリキュラム・ポリシーを作成し，本学

の webページに公開した．(根拠資料：本学 webページ) 

理工学研究科 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし．  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし．  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし．  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

B.教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 博士後期課程の学位授与の判定における，学位審査委員会と研究

科委員会の役割について，他大学と大きく異なる部分がある． 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 学位審査の手順を明確化し、学位審査委員会に付議する論文内容

について研究科委員会が責任を担保できる体制を整えた (根拠資

料：2016年度大学院生便覧)． 

理工学研究科 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 ディプロマ・ポリシーに従って個別の科目の学習目標を設定して

いる． 
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２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 研究科として組織的に修士論文審査を審査している (根拠資料：

第 13回理工学研究科委員会審議事項 2資料)． 

理工学研究科 

2-1-2 前期課程１年次からの副指導教員制を導入した．論文指導を複数

の教員が行うことで審査の透明度を上げることができている(根

拠資料：第 1回理工学研究科委員会 W審議資料 3)． 

 

2-1-3 新カリキュラムのカリキュラムツリーを作成した．(根拠資料：

2015年度第 15回理工学研究科委員会 W審議資料 4-1,4-2) 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし．  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 新カリキュラムに伴った，各種の規定の整備  

3-1-2 新カリキュラムに伴った，2017 年度の時間割編成  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 履修要項，学則等を改正する．  

3-2-2 クォーター制の趣旨に沿った時間割編成を行う．  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

C.教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改善に

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし．  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

378



1-2-1 特になし．  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 修士論文の審査を複数教員で厳格に行い，その内容を毎年検証し

ている． 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 2013 年度から授業達成度評価を行っている．研究科として 4～7

科目程度を対象とし，授業期間の最初と最後に，その授業の内容

に関するキーワードの理解度を学生に答えてもらい，その達成度

をはかるものである．担当者の報告書からは理解度が上がった旨

報告されている(根拠資料：授業達成度評価報告書(2016 年度第 1

回研究科委員会))． 

 

2-1-2 大学院生懇談会における学生からの意見から，検証を行っている

(根拠資料：第 7回理工学研究科委員会 W報告資料 3)． 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし．  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし．  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし．  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし．  
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2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし．  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし．  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 2013 年度から導入した授業達成度評価の報告書によれば，理解

度が上がった旨報告されている(根拠資料：2016 年度第 1 回研究

科委員会報告資料)． 

 

2-1-2 修士論文および最終試験では，目標に沿った成果を確認できると

考える(根拠資料：学位論文審査報告書)． 

 

2-1-3 修了生の進路状況から，目標に沿った成果を確認できると考える

(根拠資料 2015 年度就職者データ（大学院）)． 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし．  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし．  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし．  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

・学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施され

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 
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1-1-1 2015 年度入試においては，定員 18 名に対し，入学者 16 名で，昨年

より改善されたが，定員は満たしていない． 

 

1-1-2 後期課程は入学試験の受験者が 0であり，定員を満たせていない．  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善されたか) ※ 

1-2-1 2016年度入試においては、前期課程の定員 18名に対し、5月 1日在

籍者が 6名で，昨年より少なく，定員も満たしていない。 

 

1-2-2 後期課程は，入学試験の受験者が 0 であり，定員を満たせていな

い． 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 アドミッション・ポリシーは webで公開している。  

1-3-2 入学者選抜の科目は，入試要項作成時に，合格基準は各入学試験の

判定までに見直している． 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 研究科委員会で手続き者数等を報告し，定員に対する割合を検証

している(第 15回理工学研究科委員会記録報告事項 1)． 

理工学研究科 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし．  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 前期課程，後期課程ともに定員を満たせていない．  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 研究科の知名度を上げるため，さまざまな機会で広報活動を行う．  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2015年度機械電子制御工学専攻自己点検・評価報告書 

 

機械電子制御工学専攻主任 奥村 康行 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学生の学会発表など対外的な成果が共有できていない。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 学生の対外発表をとりまとめる仕組みの検討を開始した．  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし．  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 本専攻の理念と目標を web で公開し，その明確化を図っている

(根拠資料 ：本学 webページ大学院専攻案内 専攻の紹介)． 

 

2-1-2 大学院生の進路の把握を，指導教員をとおして行っている(根拠

資料：2015 年度指導学生進路先調査票(7 月と 12 月にキャリア支

援室に提出))． 

 

2-1-3 修了生の就職先は，製造業ならびに通信関連の企業が多く，理

念・目的と整合していると考える．(根拠資料 2015 年度就職者

データ（大学院）) 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし．  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2015 年度では大学院生の学会発表など対外的な成果を共有する

仕組みができていない。 
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2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 大学院生の業績調査を行う．  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

・教員に求める能力・資質等を明確にするとともに、教員の資質の向上を図るための方策

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし．  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし．  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 外部の評価をふまえて構成員を選ぶことにより，より厳格に教員

の資質が保証している．今年度は博士後期課程の設置における構

成員の選出に適用した(根拠資料：「大学院担当教員の資格の適切

性の予備検討」（一般財団法人 日本開発構想研究所）学長室)． 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし．  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし．  
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2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし．  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

A.教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に検

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 クォーター制の導入に伴った，教育課程の編成・実施方針の見直

しが必要である． 

 

1-1-2 学位論文審査基準の明文化(2013 年度大学認証(認証評価)結果の

努力課題) 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 クォーター制の導入に伴った，教育課程の編成・実施方針を見直

した(根拠資料：2016 年 2月 29日大学院委員会審議資料 3) 

 

1-2-2 学位論文審査基準を明文化した(根拠資料：第 5 回理工学研究科

委員会 W報告資料 3)． 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 クォーター制の導入に伴い，教育課程の編成・実施方針の適切性

の検証を行った． 

 

1-3-2 ディプロマ・ポリシー，カリキュラム・ポリシーを web に公開し

ている． 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 大学院生懇談会における学生からの意見から，検証を行っている

(根拠資料：第 7回理工学研究科委員会 W報告資料 3)． 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし．  
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３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし．  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし．  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

B.教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 理工学研究科博士後期課程の学位授与の手続きが整理されていな

い． 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 学位論文審査基準を明文化した(根拠資料：第 5 回理工学研究科

委員会 W報告資料 3)． 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 ディプロマ・ポリシーに従って個別の科目の学習目標を設定して

いる． 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 研究科として組織的に修士論文審査を審査している (根拠資料：

第 13回理工学研究科委員会審議事項 2資料)． 

 

2-1-2 前期課程１年次からの副指導教員制を導入した．論文指導を複数

の教員が行うことで審査の透明度を上げることができている(根

拠資料：第 1回理工学研究科委員会 W審議資料 3)． 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 
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2-2-1 特になし．  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし．  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし．  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

C.教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改善に

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし．  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 修士論文の審査を複数教員で厳格に行い，その内容を毎年検証し

ている． 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 2013 年度から授業達成度評価を行っている．研究科として 4～7

科目程度を対象とし，授業期間の最初と最後に，その授業の内容

に関するキーワードの理解度を学生に答えてもらい，その達成度

をはかるものである．担当者の報告書からは理解度が上がった旨

報告されている(根拠資料：授業達成度評価報告書(2016 年度第 1

回研究科委員会))． 

 

2-1-2 大学院生懇談会における学生からの意見から，検証を行っている

(根拠資料：第 7回理工学研究科委員会 W報告資料 3)． 
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2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし．  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし．  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし．  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし．  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし．  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 2013 年度から導入した授業達成度評価の報告書によれば，理解

度が上がった旨報告されている(根拠資料：2016 年度第 1 回研究

科委員会報告資料)． 

 

2-1-2 修士論文および最終試験では，目標に沿った成果を確認できると

考える(根拠資料：学位論文審査報告書)． 
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2-1-3 修了生の進路状況から，目標に沿った成果を確認できると考える

(根拠資料 2015 年度就職者データ（大学院）)． 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし．  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし．  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし．  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

・学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施され

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 後期課程は入学試験の受験者が 0 であり，定員を満たせていな

い． 

 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 後期課程は入学試験の受験者ならびに合格者が１名だった  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 アドミッション・ポリシーは webで公開している。  

1-3-2 入学者選抜の科目は，入試要項作成時に，合格基準は各入学試験

の判定までに見直している． 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 
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2-1-1 大学院委員会で手続き者数等を報告し，定員に対する割合を検証

している(第 15回理工学研究科委員会記録報告事項 1)． 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 研究科の知名度を上げるため，さまざまな機会で広報活動を行う  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし．  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし．  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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