
2015年度学長方針自己点検・評価報告書 

 

学長 ミカエル・カルマノ 

 

・学長方針は、適切に設定されているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 

1-1-1 南山の教育における共通の核の強化と発展 

1-1-2 ICT環境の整備の促進 

1-1-3 学生と教職員とキャンパスのグローバル化の促進 

 

 

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

1-2-1 共通教育検討ワーキンググループ等における議論を経て、2017年度よりテーマ科

目・分野科目を基盤科目・学際科目に再編成することを決定した。 

1-2-2 情報センター設置準備委員会を中心として、情報センター開設のための準備を進

めた。 

1-1-3 各学部で短期留学プログラムの開発を進め、経済学部・理工学部などで実施した。 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) 

1-3-1 学部改組とキャンパス統合に向けた準備を進めた。 

1-3-2 海外のカトリック教育機関との連携等、国際化推進のための取り組みを進めた。 

1-3-3 S棟にラーニングコモンズを設置して、自主的学習を促す学習環境を整備した。 

 

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 国際教養学部の設置準備を進めた。（根拠資料：国際教養学部設置趣意書） 

2-1-2 キャンパス統合の一環として、理工学部のキャンパス移転が完了し、S 棟の利用

を開始した。 

2-1-3 キャンパス整備の一環として、第 2期工事を開始した。 

2-1-4 国際化の一環として、文部科学省平成 27 年度「大学の世界展開力強化事業」に
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上智大学・上智短期大学部との連携事業「人の移動と共生における調和と人間の

尊厳を追求する課題解決型の教育交流プログラム」が採択され、ペルースタディ

ツアー等のプログラムを実施した。（根拠資料：LAPウェブサイト） 

2-1-5 組織再編および国際化の一環として、情報センターと国際センターの設置準備を

進めた。（根拠資料：情報センター設置準備委員会記録、国際センター設置準備

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 新学部立ち上げのための WG等を設置し、具体的な設置準備を進める。 

2-2-3 第 2期工事の実施と並行して、第 3期工事の計画立案を進める。 

2-2-4 各提携大学との留学生の派遣・受け入れを促進する。 

2-2-5 ICT環境の整備を推進する。 

 

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 カリキュラムの整備と授業形式の改善 

3-1-2 留学の促進 

3-1-3 学生支援の充実 

 

 

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向けた準備を進めると同時に、カリキュラムの可視化を進め

る。 

3-2-2 短期留学プログラムの開発・実施を引き続き推進する。 

3-2-3 保健センターの開設準備を進める。 

 

 

・ 学長方針が大学構成員（教職員および学生）に周知され、社会に公表されているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

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 検討課題の担当部署による学長方針の確認・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か) 

1-2-1 各部署で自己点検・評価の実施が徹底され、その結果、前項 1および 2にあるよ

うに、検討課題の解決が進んだ。 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) 

1-3-1 大学ホームページで学長方針を公開し、全教職員に対して学長方針を紙媒体で配

付した。 

1-3-2 外国人教員用に英語版を作成した。 

1-3-3 協議会および評議会において意見聴取を実施した。 

1-3-4 年度初めに教職員との質疑応答を実施した。 

 

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 大学ホームページでの公開、英語版冊子の作成、協議会および評議会での意見聴

取、質疑応答会の開催により、学長方針の周知・浸透ができた。 

 

 

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 英語版作成の迅速化・効率化を図る。 

 

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 英語版の公開を早める。 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 

3-2-1 英語版作成の迅速化・効率化を図る。 
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学長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 学長方針(事業計画)に対する PDCAサイクルの実働 

 

 

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

1-2-1 本自己点検・評価報告書の作成およびピア・レビュー委員会による点検・評価に

よって、PCDAサイクルが実行に移された。 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) 

1-3-1 執行部研修において方針内容を検討・確認した。 

1-3-2 協議会および評議会において意見聴取を実施した。 

1-3-3 協議会および評議会を中心に各事業の実施を審議した。 

 

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 協議会および評議会を中心とした事業実施の審議を経た意思決定 

 

 

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

2-2-1 各種委員会・ワーキンググループの設置・活用を進める。 

 

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 PDCAサイクルにおけるチェック機能の強化 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 

3-2-1 ピア・レビュー委員会による点検・評価を次年度の学長方針に反映させる。 

以上 
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2015度大学評議会自己点検・評価報告書 

 

学長 ミカエル・カルマノ 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学校教育法改正に伴い、大学の最終意思決定は評議会の議決では

なく、学長となった。評議会は審議機関として位置づけられるた

め、規程改正を含めた対応が必要となる。 

 

 

 

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 評議会の審議承認事項について、最終決定を学長決裁とする手

続きとした。また、「学長が教授会および研究科委員会の意見

を聴くことを必要とする事項について」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 構成員は南山大学評議会規程により定められており、協議会構成

員と学部選出評議員、指導司祭 1 名を正式メンバーとしている。

加えてオブザーバー数名が出席している。 

 

1-3-2 大学の最高審議機関として、人事、予算、入試、賞罰等を審議、

承認し、最終的に学長が決定している。一部理事会が所管する事

項については、学長の意思決定後、その結果を理事会に付議して

いる。 

 

1-3-3 年間開催スケジュールを年度初めに学内に周知し、各部署に対し

て、このスケジュールに合わせて業務遂行を求めている。 
 

 

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 大学の最高審議機関として、大学の円滑な運営に寄与するため、

評議会審議以前に各種会議体において学内調整を行っている。し

たがって、上程される案件は実質審議を尽くした状態となってお

り、迅速な意思確認が可能となっている。具体的には、協議会、
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将来構想委員会、入試委員会、予算委員会、大学院委員会等によ

り学内審議を行っている。 

2-1-2 慎重な審議を必要とする案件は 2 回審議を行っている。また専任

教育職員の人事においては、その多くで資格審査委員会を評議会

の下に設置し、学部等における業績審査とは別の角度から人事の

適格性を審議している。 

 

 

 

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 従前から、構成員の女性比率の低さを改善事項として掲げてきて

いる。評議員は学部選出であり、男女比率を是正するための規制

を設けることはできないが、大学全体の理解を得て、構成員に女

性が増えることを期待したい。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 業績・資格を有する女性教育職員の任用および昇格を積極的に進

めていきたい。 

 

※「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。 

 

以上 
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2015年度研究所総合委員会自己点検・評価報告書 

 

研究所総合委員会委員長 氏名 丸山 雅夫 

 

≪研究組織≫ 

・理念・目的は適切に設定されているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《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 三研究所は、いずれも各研究所規程に則って設立されており、そ

れぞれの理念・目的が明確に設定されている。 

 

 

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 各研究所とも、シンポジウムや研究会などを積極的に開催し、学

内外に研究活動を示す機会を設けている。 

 

 

 

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 これまでの活動を通じ、今後もより積極的に活動を行っていく。  

 

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 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。 

 

 

≪研究組織≫ 

・研究所・研究センター等の組織は、理念・目的に照らして適切なものであるか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 研究活動の活発化に伴い、事務職員の作業量が増加している。事務

作業の見直しとスリム化を試みているが、単純作業が少ないため臨

時職員と分担することが難しく、専任嘱託職員への負担が集中して

いる。 

 

1-1-2 社会倫理研究所では任期なしの第一種研究所員が少ないため、長期

的な研究活動が行いづらい。 

 

 

 

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 安定的な組織運営体制の構築については、まだ改善されていない。  

1-2-2 将来的な人事育成と、人員の再構成は現在においても課題となって

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 各研究所とも規程の理念・目的に沿って、研究員が構成され、各専

門領域について研究を行っている。 

 

1-3-2 研究員や非常勤研究員の採用、客員研究所員を受入れることで研究

者の養成にも努めている。また、第一種研究所員、第二種研究所員

はこれらの研究者と積極的に協同し、組織の活性化に努めている。 

 

1-3-3 人類学研究所は第一種研究所員 2名(任期付き)、社会倫理研究所は

第一種研究所員 2名(任期付き)を任用し、新体制で活動を始めてい

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 人類学研究所では 2015 年度より始まった南山大学国際化推進事業

（第三期）の研究員が活動しており、アジア諸国の人類学者とのネ

ットワークの構築に向けて活動を行っている。 

 

2-1-2 宗教文化研究所では、「南山宗教文化研究所研究員奨励基金」の拡

充が可能になったため、年度途中より研究員の採用が実現した。（2

名） 

 

2-1-3 社会倫理研究所では、第一種研究所員およびプロジェクト担当研究

員からなるコアメンバーが、第二種研究所員、非常勤研究員と適宜

連携し、各プロジェクトを質・量ともに高いレベルで進めることが

できている。 

 

 

 

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 研究員制度の安定的な運営のための基金の充実。  

2-2-2 第二種研究所員、非常勤研究員、学外の研究協力者との研究交流を

深化させていく。 

 

 

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 第一種研究所員をはじめとする研究所スタッフが集まり、活動でき

るスペースの確保。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 既存の環境をもとに、ソフト・ハードの両面でスペースの機能を可

能な限り充実させる。 

 

※「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。 
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≪研究組織≫ 

・組織の適切性について、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 客員研究所員などの研究組織や制度の見直し。  

 

 

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 海外からの客員研究員を受け入れることができた。  

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 宗教文化研究所は、国内研究員（１年任期）2 名採用、国際ポス

トドクトラル研究員（7ヶ月任期）を１名採用した。 

 

1-3-2 社会倫理研究所は、2名の第一種研究所員が加わったことにより、

個々の研究所活動の業務遂行を契機として少しずつ点検してい

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 宗教文化研究所は、国際ポストドクトラル研究員について 2016 年

度の研究員を選考中である。初年度より応募が増大している。 

 

2-1-2 毎年度、研究所組織の適切性についての検証をおこなっている。  

 

 

 

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 国際ポストドクトラル制度を継続的に実施することより、実績を

積んでいくことが望ましい。 

 

2-2-2 本報告書の作成することが、より有機的に研究所組織の適切性を

高められるように何らかの工夫を行っていく。 
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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 研究所の活動をさらに活発化させるために、それぞれの役割分担

を明確にし、相互のコミュニケーションを円滑にする必要がある。 

 

3-1-2 宗教文化研究所は、研究所編集員の雇用任期が 2016年度末で終了

するので、新体制の構築が必要となっている。 

 

3-1-3 研究所活動に必要な事務体制を整備する必要がある。 研究所・研究所

センター事務

室、教育・研究

支援事務室 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 共同研究に積極的に参加することによって、相互の研究交流をよ

り活性化・円滑化させることを目指す。 

 

3-2-2 宗教文化研究所の研究所編集員の業務については、外部委託をす

る方向で大学側と協議を行っている最中である。 

学長室 

3-2-3 現行の職員の体制を変更する。事務職員 1名増を求めるにあたり、

現行の研究所予算の一部を人権費に割り当てることも選択肢の一

つとして検討したい。 

研究所・研究

センター事

務室、教育・

研究支援事

務室 

※「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。 

 

 

≪研究内容・方法・成果≫ 

・研究目標は適切に設定されているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《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。  
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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 人類学研究所の短期的な活動目標はシンポジウム・研究会・講演

会の充実、地域社会との連携、研究成果の公表、研究所資産の見

直しである。 

 

1-3-2 宗教文化研究所の研究目標は、規程で具体的に設定しており、規

程に沿った活動を行っている。 

 

1-3-3 社会倫理研究所の活動目標は、中期的な見通しのもと、共同研究

を設定し、研究会・ワークショップを通して適切であるか確認し

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 出版物「年報人類学」「論集」「所報」「Bulletin of the Nanzan 

Institute for Religion and Cultutre」「 Asian Ethnology」

「Japanese Journal of Religion 」「社会と倫理」、「時報しゃり

んけん」の編集と発行 

 

2-1-2 若手研究者発掘・研究奨励を目指した論文賞の設営｢社会倫理研究

奨励賞｣ 

 

2-1-3 既存の研究所 Web ページの他、新たに Facebookを開設し、活用し

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 研究所が主催するシンポジウムや研究会について、テーマの持続

性をより意識して活動する。 

 

 

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 豊富な学術書や雑誌類の閲覧や貸出など、学生または外部の研究

者がより利用しやすくなる方策を引き続き検討する。 
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2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 研究所資産の利用方法について研究所全体で議論を進める。  

※「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。 

 

 

≪研究内容・方法・成果≫ 

・研究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 研究所活動の広報活動  

1-1-2 Webページの定期的な更新のための人材確保  

1-1-3 英文刊行物の編集体制を安定させるため、体制の見直し。  

 

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 Webページ、Facebookを活用し、広報活動を行っている。  

1-2-2 人類学研究所は所長室のみでの作業となり、他の研究員が作業が

出来ない。 

 

1-2-3 研究所編集員の雇用は確保されない見通しであり、外部委託を行

うことにより編集体制の再構築が必要になっている。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 新たに第一種研究所員が加わったことにより、研究所の活動が大

幅に活性化してきた。 

 

1-3-2 宗教文化研究所では新規事業として、Critical Analysisof 

Religious Diversity Networkと共催の国際研究集会を開催した。 

 

 

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 研究会の開催、各種出版活動（各研究所具体的成果参照）  
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2-1-2 社会倫理研究所では、社会倫理研究奨励賞が第九回を迎え、奨励

賞と審査員賞ともに受賞者を出すことができた。 

 

 

 

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 2016年度科学研究費補助金が採択された場合は、新たに研究プロ

ジェクトを運営実施する。 

 

2-2-2 今まで培ってきた学会などのネットワークを広げ、ハブ的なポジ

ションを目指した活動を行う。 

 

 

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 国際会議の開催に向け、外部資金の獲得、国内外の協力者との連

携を行う必要がある。 

 

3-1-2 学術雑誌の刊行形態について、オンライン化、オンデマンド化を

推進することにより、印刷費、人件費の抑制を図る可能性につい

て検討する。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 科学研究費補助金に限らず、民間の助成金制度も活用していく。  

3-2-2 学術雑誌に刊行については、2016年度中に具体的に計画立案をす

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。 

 

４．具体的な成果 

各研究所自己点検・評価報告書参照 

 

以上 
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2015年度南山宗教文化研究所自己点検・評価報告書 

 

南山宗教文化研究所長 奥山 倫明 

 

≪研究組織≫ 

A.理念・目的は適切に設定されているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《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・目的の設定については、特に改善すべきとは認識していな

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 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 南山宗教文化研究所は、「１ 宗教・文化一般、特に日本を中心と

する東洋の宗教・文化に関する学際的研究、２ キリスト教と諸

宗教との相互理解の促進、３ 研究者の養成」を目的として設立

された。 

 

1-3-2 上記の目的は設定時のみならず現在においても、大きな意義を持

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 海外から南山宗教文化研究所への訪問、滞在、客員研究所員とし

ての所属の依頼などが恒常的にあることから、当研究所の理念・

目的についての認識が海外においていっそう拡大していると考え

られる。 

 

2-1-2 さらに、海外からの共同研究の依頼も、当研究所の第一種研究所

員だけは対応しきれないほど寄せられることから、日本の宗教学

研究拠点としての認知度はますます高ま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 訪問研究者に対応するための研究室スペースの確保、共同研究の

依頼にさらに積極的に対応するための、第一種研究所員のみなら

ず、非常勤研究員、客員研究所員の研究活動への参加機会の増大

などが方策として考えられる。 

 

 

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 理念・目的の設定については、特に改善すべきとは認識していな

い。 

 

 

 

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。 

 

 

≪研究組織≫ 

B.研究所・研究センター等の組織は、理念・目的に照らして適切なものであるか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《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 本研究所の組織は、宗教学、仏教学、キリスト教神学、宗教とメ

ディアといった領域を専門とする研究者を第一種研究所員として

配置し、理念・目的に照らして適切である。 

 

1-3-2 研究所設置目的の１、２に該当する研究活動を行うとともに、３  
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に関しては研究員、非常勤研究員を採用したり、また客員研究所

員を受け入れたりすることによって研究者の養成に努めている。

これら、研究員、非常勤研究員、客員研究所員もそれぞれの在籍

期間に応じて、第一種研究所員と協同研究を実施しており、組織

としての活性化に貢献している。 

1-3-3 特に宗教研究にとどまらない、日本、アジアの文化研究について

も、第一種研究所員によるメディア研究、文学研究等の実績に加

え、近年では各種研究員としての在籍者による日本学、中国研究、

美術史、社会学研究も進展している。 

 

1-3-4 さらに本年度は、南山大学国際化推進事業（第三期）の一環とし

て、International Post-Doctoral Research Fellowship（国際ポ

ストドクトラル研究員）を実施し、組織としてのいっそうの充実

を実現している。 

 

 

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年度中に「南山宗教文化研究所研究員奨励基金」の拡充が可

能になったため、年度途中より二人目の研究員の採用が実現した

（全 2名）。 

 

2-1-2 国際ポストドクトラル研究員制度は年度内の雇用を実現したほ

か、2016年度に向けて公募を行っている。 

 

 

 

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 国内の研究員制度の安定的な運営のための、基金の充実が必要で

ある。 

 

2-2-2 国際ポストドクトラル研究員制度の安定的な運営のための、基金

の充実が必要である。 

 

 

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 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。 

 

 

≪研究組織≫ 

C.組織の適切性について、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 近年、大規模な研究資金の外部からの導入にあたり、事務職員へ

の負担が大きくなっているので、職員数の増大、事務作業内容の

見直しなどが必要になっている。 

 

 

 

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 残念ながら事務職員数の増大は実現せず、また雇用期間の終了に

伴う事務作業の継続に際して、引き継ぎの期間が確保されていな

いという面で事態が改善されたとは言えない。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2014年度採択、15 年度より実施の国際化推進事業については、引

き続き現状の事務体制で運営にあたっている。 

 

1-3-2 国内研究員（1年任期）2名採用、国際ポストドクトラル研究員（7

か月任期）1名採用を実施している。 

 

1-3-3 当研究所刊行の国際的学術誌 Japanese Journal of Religious 

Studies の編集体制の再編のための準備を進めている。 

 

 

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 若手ポスドクのための国内研究員制度において、過去さまざまな  
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大学出身者を採用してきたが（北海道、筑波、東京、京都、大阪、

九州等）、今回、東北大学出身者を採用することができ、同大学と

の関係の強化が期待される。また他の 1 名は海外の大学出身者で

あり、新たな試みとなっている。 

2-1-2 国際ポストドクトラル研究員制度においては、現在、2016 年度の

研究員を選考中である。初年度に比べて応募者が増大しており、

制度としての定着を見つつある。 

 

 

 

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 国際ポストドクトラル制度は新規事業であり、継続的な実施によ

って、実績を積んでいくことが望ましい。また、採用されなかっ

た応募者についても、当研究所の今後の活動への協力を依頼する

ことができるような新たな方策も検討すべきである。 

 

 

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 当研究所刊行の Asian Ethnology の編集を担当する第一種研究所

員の配置については、編集体制の再検討とともに再考の余地があ

る。 

 

3-1-2 研究所編集員の雇用任期が 2016 年度末で終了するので、新体制の

構築が必要になっている。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 Asian Ethnology の編集体制の再検討は、人類学研究所との間で

協議を開始する必要がある。 

人類学研究

所 

3-2-2 研究所編集員の業務については、外部委託をする方向で大学側と

協議を行っている最中である。 

学長室 

※「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。 
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≪研究内容・方法・成果≫ 

A.研究目標は適切に設定されているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 研究目標の設定については、特に改善すべきとは認識していない。  

 

 

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 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 本研究所の研究目標は、以下のそれぞれの事業として規程におい

て具体的に設定されている。 

１ 学術的会議の開催 

２ 公開講座、公開講演会等の開催 

３ 研究所と目的を同じくする内外研究機関および研究者との協

力 

４ 年報の発行 

５ 学術的刊行物の編集公刊 

６ 文献資料の収集 

７ その他研究所の目的達成に必要な事業 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

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

てください 

※ 

2-1-1 研究目標の設定については適切だと考える。  

 

 

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 該当しない。  
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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 上記研究目標６の文献資料の収集について、研究所内の収蔵スペ

ースが逼迫している。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 収蔵スペースの確保のために、図書の移動、当研究所刊行物在庫

の整理、さらに抜本的な新たなスペースの確保等が必要である。 

 

※「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。 

 

 

≪研究内容・方法・成果≫ 

B.研究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 研究所編集員の雇用の確保を通じて、英文刊行物の編集体制の将

来的な安定化が必要になっている。 

 

 

 

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 残念ながら研究所編集員の雇用は確保されない見通しであり、外

部委託を行うことにより編集体制の再構築が必要になっている。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 前年度より継続してきているテンプルトン財団助成事業「日本の

宗教団体と教育機関における科学と宗教の対話についての調査研

究」のプロジェクトを推進した。 

 

1-3-2 国際化推進事業（第三期）の一環として、「日本宗教研究・南山セ

ミナー」を開催した。 

 

1-3-3 新規事業として、Critical Analysis of Religious Diversity 

Network (Aarhus University, Denmark)と共催の国際研究集会を

開催した。 
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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 前述のテンプルトン財団助成事業  

2-1-2 前述の国際化推進事業（第三期）  

2-1-3 その他の研究集会の開催、各種出版活動  

 

 

2.《2016 年度に向けた方策》更にこ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年度科学研究費補助金が採択された場合、新たに研究プロジ

ェクトを運営実施していく。 

 

2-2-2 現在、 Purdue University, Center on Religion and Chinese 

Society, Kyung Hee University との間で国際共同プロジェクト

の企画を練っており、2016 年度以降、アジア宗教研究ネットワー

クの関係強化を進める可能性がある。 

 

 

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 学術雑誌の刊行形態についてオンライン化、オンデマンド化を推

進することにより、印刷費、人件費の抑制を図る可能性について

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 2016年度中に、学術雑誌の刊行形態についてオンライン化、オン

デマンド化の推進について、具体的に計画立案をする。 

 

 

※「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。 

 

４．具体的な成果 

【定期刊行物】 

『所報』25 号 54 頁、Bulletin, no.39, 83 pages. 

Japanese Journal of Religious Studies, 42/1, 42/2, 402 pages. 
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Asian Ethnology, 73/1, 73/2, 456 pages. 

 

【その他の刊行物】 

南山宗教文化研究所研究叢書（韓国語版）『참회도의 철학』 (金承哲訳・ソウル：ドンヨ

ン出版社、２０１６年３月)（田辺元著『懺悔道としての哲学』） 

金承哲、Ｔ．Ｊ．ヘイスティングス、粟津賢太、永岡崇、日沖直子、長澤志穂、村山由美

編、「近代日本における宗教と科学の交錯」、南山宗教文化研究所、2015年、657頁。 

Heisig, James W., Much Ado About Nothingness: Essays on Nishida and Tanabe, Nanzan 

Institute for Religion and Culture, 2015, 451 pp. 

Heisig, James W., ed., Japanese Philosophy Abroad. Nanzan Institute for Religion and 

Culture, 2015 (reprint of 2004 edition), 371 pp. 

以上 
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2015年度人類学研究所自己点検・評価報告書 

 

人類学研究所長 後藤 明 

 

≪研究組織≫ 

A.理念・目的は適切に設定されているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《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 本研究所は、人類の長期的で総合的な理解に向かって、文化人類

学と考古学の積極的な融合をはかり、グローバルな視野で現在人

類が直面している諸問題の解明を目指している。 

 

1-3-2 本研究所は、中部地区、ひいては全国の人類学研究の拠点となる

ことを目指している。 

 

1-3-3 本研究所は、国内の研究機関、およびアジア各地の研究者との連

携をはかりながら、アジア諸国の人類学者とのネットワークを構

築することを目指している。 

 

1-3-4 本研究所は、人文学部人類文化学科とも密接な連携をとりながら、

南山大学における人類学研究・教育を活性化させることを目指し

ている。 

 

1-3-5 本研究所は、学術的成果を積極的に社会に還元することによって

地域社会に貢献することを目指している。 

 

 

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年度も人類学および隣接諸領域にまたがる各種テーマ（建築、 
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災害、科学技術、宇宙観など）に関するシンポジウム・研究会・

講演会・映画上映会を行い、独自のポジションを学内外に示して

いる（参考：研究所 Webページ） 

2-1-2 中部人類学談話会（日本文化人類学会・中部地区研究懇談会）・ま

るはち人類学研究会・東アジア人類学研究会との共催の研究活動

を積極的に行い、東海地区における人類学研究活動の実質的な拠

点となっている（参考：研究所 Webページ）。 

 

2-1-3 2015年度から、地震・津波・台風といった災害に関する調査やそ

の後の復興に対する貢献について比較検討する南山大学国際化推

進事業「在地的人類学に向けたアジア人類学者ネットワーク構築」

を開始した。これに関連して、担当研究員が国内調査（東北地方）

を 2 回実施したほか、インド・フィリピン・インドネシアを訪問

し、各地の大学において現地研究者との研究懇談を行った（参考：

研究所 Webページ）。 

 

2-1-4 人類文化学科と共催の「人類学フェスティバル」など社会アウト

リーチ活動を行っている。 

 

2-1-5 2015年度に行ったシンポジウム・研究会・講演会・映画上映会は、

すべて無料で一般に公開されており、数多くの一般参加者を得る

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 これまでの活動を通じて、本研究所は中部地区における人類学研

究の拠点としての地位を確立している。今後はこれを全国規模に

拡大するための方策として、公募シンポジウムを開催する。さら

に本研究所発行の『年報人類学研究』をより積極的に広報するこ

とによって、全国規模での認知度を高めていく。 

 

 

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 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。 

 

 

≪研究組織≫ 

B.研究所・研究センター等の組織は、理念・目的に照らして適切なものであるか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 新たな研究所員や研究員を迎えて、研究所設立当初の理念の実現

に向かった具体的な活動内容を早急に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 2015年度より第 1種研究所員 2名に加え、国際化推進事業担当の

研究員（第 3 種）１名が赴任し、本研究所の活動が大幅に活性化

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 本研究所はアジアを中心に人類を研究するという理念のもと、日

本、東南アジア、アフリカ、アメリカ大陸、オセアニアなど世界

各地を対象とする研究者が所員を構成する。また先史考古学から

現代を扱う文化人類学・先史考古学および関連する分野（教育社

会学、心理学、民俗学等）の研究者が所員を形成し、人類共通の

基盤と文化多様性の双方を追究する研究所を今後も目指してい

く。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

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

てください 

※ 

2-1-1 南山大学国際化推進事業担当の研究員が赴任したことによって、

アジア諸国の人類学者とのネットワークを構築するという目標に

向けた活動が活発化した。具体的には担当研究員が国内調査（東

北地方）を 2 回実施したほか、インド・フィリピン・インドネシ
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アを訪問し、各地の大学において現地研究者との研究懇談を行っ

た。 

2-1-2 新しい第 1 種研究所員や国際化推進事業担当研究員はいずれも、

アジアを研究領域としており、本研究所が目指す「アジアを中心

に人類を研究する」という理念をより具体的に強化することがで

きた。 

 

2-1-3 所長、第 1 種研究所員、国際化推進事業担当研究員が日常的にコ

ミュニケーションを取り合い、それぞれの作業の進捗状況を常時

把握することによって、円滑な研究所運営が行われている。 

 

 

 

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 2016 年 10 月に、国内の各研究機関およびインド・フィリピン・

インドネシアから研究者を招聘し、災害復興をテーマとしたワー

クショップおよび国際シンポジウムを開催する。これによって国

内の研究機関、およびアジア各地の海外拠点の担当者との連携を

はかりながら、アジア諸国の人類学者とのネットワークを構築す

る。 

 

2-2-2 本研究ではこれまで 3 年単位で行われる研究所主催の共同研究を

実施してきた。2016 年度からは 2人の第 1種研究所員がそれぞれ

担当する形で、同時に 2 つのテーマで共同研究を実施する。それ

によって、第 2 種研究所員、非常勤研究員、学外の研究協力者と

の研究交流をより深化させることを目指す。 

 

 

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 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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≪研究組織≫ 

C.組織の適切性について、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 客員研究員などについて海外からたびたび問い合わせがあるの

で、将来にむけて研究組織や制度の見直しが必要である。 

 

 

 

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 研究組織や制度の見直しを行った結果、海外から長期の客員研究

員の受け入れ（イギリスのオクスフォード大学より Julie Laura 

Mary Valk 氏[2015.11/1～2016.9/30 予定]）を実現することがで

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 2015年度の非常勤研究員はすべて継続を希望しているほか、新規

の申し込みもある。さらに海外から短期および長期の客員研究員

の申し込みがあるので、中部地区の研究拠点のひとつとして認知

され、また機能していると思われる。 

 

 

 

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  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 本研究所のコアメンバーは、所長、第 1 種研究所員、第 2 種研究  
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所員から構成されている。今後、本研究所の活動をさらに活性化

させるためには、それぞれの役割分担を明確にし、相互のコミュ

ニケーションを円滑にする必要がある。 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 本研究所の所長、第 1種研究所員、第 2種研究所員には、2016 年

度から開始する 2つの共同研究に参加してもらう（年間 5～6回の

共同研究会を実施予定）。それによって、相互の研究交流をより活

性化・円滑化させることを目指す。 

 

※「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。 

 

 

≪研究内容・方法・成果≫ 

A.研究目標は適切に設定されているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《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 研究所の研究活動の短期的な活動目標は（１）シンポジウム・研

究会・講演会の充実、（２）地域社会との連携、（３）研究成果公

表、（４）研究所資産の見直し。 

 

 

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 （１）に関しては下記のようにシンポジウム・研究会・講演会な

どを頻繁に催している。（２）に関しては人類文化学科との共催イ

ベント「人類学フェスティバル」や、一般向けの映画上映会の開
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催をしている。（３）に関しては『年報人類学研究（第 6 号）』や

『論集（第 3 号）』を刊行した。（４）については研究所資産の整

理を継続している。さらに研究所の活動を広く内外に広報するた

めに、既存の研究所 Webページのほか、新たに研究所 Facebookを

開設し、活用している。 

 

 

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 本研究所が主催するシンポジウムや研究会については、テーマの

持続性をより意識する。具体的には新たに始まる共同研究のほか、

これまで実施してきた諸テーマ（災害と復興、天文学と人類学の

融合、科学と人類学）についても、引き続き研究会等を開催する。 

 

2-2-2 学内外の組織と継続的にシンポジウムや研究会を共催することに

よって、1 回切りの関係ではなく恒常的な関係をもった研究所連

携およびネットワーク構築を図っていく。 

 

 

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 研究所資産としては人類学関係の豊富な学術書や雑誌類の閲覧、

貸し出し、あるいはコピーなど学生・院生また外部の研究者がよ

り利用しやすくなる方策を引き続き検討する。 

 

3-1-2 現状では研究所 Web ページの更新が所長室でしか実施できず、所

長に多大な負担をかけている。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 研究所資産の利用方法について、研究所全体で議論を進める。  

3-2-2 Web ページのシステムを整備することによって、第 1 種研究所員

が Web ページの更新に関与できるようにする。それによって広報

の充実化・円滑化を目指す。 

 

※「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。 
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≪研究内容・方法・成果≫ 

B.研究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年度より第 1種研究所員 2名に加え、国際化推進事業担当の

研究員（第 3 種）１名が赴任し、本研究所の活動が大幅に活性化

した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

 

 

2.《2016 年度に向けた方策》更にこ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年度より 3ヶ年の国際化推進事業「アジア人類学者ネットワ

ーク」が開始された。2016 年度は、国際シンポジウムの開催など

を通じて、今まで培ってきた中部人類学談話会や 5 大学研究所連

合のネットワークをさらにアジア諸国へと連結させる、ハブ的な

ポジションを目指した活動を行う。 

 

 

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。  

 

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

てください 

※ 

2-1-1 下記参照  
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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。 

 

４．具体的な成果 

【主催】 

（1）2015.06.04 公開講演会"PROTRACTED CAMP LIFE OF SRI LANKAN REFUGEES IN TAMILNADU 

- INDIA: A CULTURAL PERSPECTIVE" 講師： K.アロッキアム氏（Head of the Department, 

Department of Human Resource Management, St. Joseph's College）参加者約 40名。 

（2）2015.07.04公開シンポジウム「建築人類学の行方」およびエクスカーション「南山大

学の建築探訪」参加者約 50名。 

（3）2015.10.24 公開研究会「台風に対応する社会と文化：沖縄・奄美・台湾の比較研究」 

参加者約 30 名。 

（4）2015.11.22 「人類学フェスティバル 2015」参加者約 80名。 

（5）2016.01.24 公開シンポジウム「手しごとと復興」参加者約 30名。 

（6）2016.02.19 公開講演会「災害ミュージアム × 防災地理学」 講師：阪本真由美（名

古屋大学減災連携研究センター主任研究員）、西村雄一郎（奈良女子大学准教授）参加者

約 20名。 

（7）2016.02.27 公開講演会"Classification As A Memory Practice: The Case Of 

Biodiversity" 講師：ジェフリー・バウカー氏（カリフォルニア大学アーバイン校）参

加者約 20名。 

（8）2016.02.28公開講演会「天文学と人類学の融合」 講師：坂井正人（山形大学教授）、

海部宣男（国立天文台名誉教授）参加者約 50名。 

（9）2016.03.06公開映画上映会『ソナム』およびトークセッション ゲスト：小川真利枝

監督、山本達也氏（静岡大学准教授）参加者約 60名。 

 

【共催】 

（1）2015.05.16 中部地区の修士論文・博士論文発表会（中部人類学談話会）参加者約 40

名。 

（2）2015.12.26-27「東アジア人類学研究会第 1回合宿研究会」（東アジア人類学研究会）

参加者約 60 名。 

 

【協賛】 

（1）2015.4.05 公開研究会「「出家」とはなにか：タイとミャンマーの比較民族誌的研究」 

（中部人類学談話会、まるはち人類学研究会）参加者 60名。 

（2）2015.7.19 公開研究会「塚原伸治著『老舗の伝統と＜近代＞：家業経営のエスノグラ

フィー』合評会」（まるはち人類学研究会）参加者 15名。 

（3）2015.9.26公開研究会「水上から陸へ：水上生活者の子どもと児童福祉施設」（中部人
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類学談話会）参加者 40名。 

（4）2015.10.25公開研究会「磯野真穂著「ゆらぐ身体の人類学―『なぜふつうに食べられ

ないのか―拒食と過食の文化人類学』合評会」（まるはち人類学研究会）参加者 20 名。 

（5）2015.11.28公開研究会「風土に根ざす住まいの伝統と変容：ブルキナファソ、カッセ

ーナの調査から」（中部人類学談話会、まるはち人類学研究会、総合地球環境学研究所共

催）参加者 20名。 

（6）2015.12.19公開研究会「野澤暁子著『聖なる鉄琴スロンディンの民族誌: バリ島トゥ

ガナン・プグリンシンガン村の生活、信仰、音楽』合評会」（まるはち人類学研究会）参

加者 10名 

 

【定期刊行物】 

（1）『年報人類学』第 6号 234 頁  

（2）『研究論集』第 3号 141頁 

 

以上 
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2015年度社会倫理研究所自己点検・評価報告書 

 

社会倫理研究所長 丸山 雅夫 

 

≪研究組織≫ 

A.理念・目的は適切に設定されているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特記事項なし。  

 

 

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 現在の理念・目的の適切性について、特に問題はない。  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 現状では、理念と目的について特に問題を認めない。  

 

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 特記事項なし。  

 

 

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 特記事項なし。  

 

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 特記事項なし。  
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2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 特記事項なし。  

※「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。 

 

 

≪研究組織≫ 

B.研究所・研究センター等の組織は、理念・目的に照らして適切なものであるか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 研究所活動に関わる事務作業は、単純作業が少なく、一定の情報

処理スキルが必要とされ、さらに、研究所活動の充実に伴い、作

業量が増大している。作業の見直し・スリム化を試みてはいるが、

現行の事務体制の物理的な作業処理許容量では扱うことが容易で

はなくなることも少なくない。（具体的には、一人体制の専任嘱託

の事務職員に作業が過剰に集中してしまう。これはおそらく、社

会倫理研究所に限った話ではなく、三研究所すべてに言えること

であろう。） 

 

1-1-2 任期なしの第一種研究所員の人数が少ないため、長期的視野に基

づく研究所活動の設計が進めにくい。 

 

 

 

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 昨年度に改善方策として掲げた、研究所・研究センターを横断し

た事務職員・研究所員間での日常業務に関する懇談会を具体的に

もつには至っていないが、社会倫理研究所内では定期的に研究所

活動に関する諸業務の検討を非公式に行い、改善の努力は重ねて

いる。 

 

1-2-2 第一種研究所員の人事枠に変化はなく、状況は改善されていない。

昨年度に改善方策として掲げた、任期付きの第一種研究所員の任

用によってスタッフ数を確保し、可能な範囲内で長期的な活動の

設計を進めていく努力をしている。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 第一種研究所員、第二種研究所員を核とする組織の編成それ自体  
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は、専門領域での学術的進展と社会の要請にともに即応する活動

を目指し実践する（南山大学社会倫理研究所規程 第 3条、第 4条）

という理念・目的に照らして妥当なものである。 

1-3-2 2015 年度 10 月より、第一種研究所員（有任期）を新たに 2 名任

用し、3名の第一種研究所員による新体制を整え始めた。 

 

 

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 昨年度までと同様、第一種研究所員およびプロジェクト担当研究

員から成るコアメンバーがそれぞれ担当するプロジェクトを同時

並行で実施する中で、学内の研究所活動協力者としての第二種研

究所員、および、学外の協力者としての非常勤研究員と適宜連携

する体制により、各プロジェクトを質・量ともに高いレベルで進

めることができている。（『時報しゃりんけん』第 9 号（2016 年 5

月刊行予定）を参照） 

 

2-1-2 昨年度までと同様、コアメンバーが日常的にコミュニケーション

を取り合い、それぞれの作業の進捗状況を常時把握し合うことで、

円滑な研究所活動が推進されている。（研究所員の研究室の配置、

週５日研究所勤務などの制度的・設備的要因も小さくない） 

 

 

 

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 特記事項なし。  

 

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 社会倫理研究所のコアメンバーの間では、日常的なコミュニケー

ションを通じた円滑な研究所活動が推進できているが、学内の潜

在的な研究所活動協力者を発見することについて、研究所として

具体的に何らかの方策を立てているわけではない。より広がりの

ある共同研究の実現のために、現在第二種研究所員として協力し

ている学内の研究者にとどまらず、広く学内の研究者の動向を把

握しておくことが必要である。 
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3-1-2 第一種研究所員をはじめとする研究所スタッフが日常的に集まる

スペースの機能性が高いとは言えない。研究所スタッフの活動す

る空間をどのようにデザインするかによって、研究所活動のパフ

ォーマンスは質・量ともに左右される。それゆえ、実現可能性の

ある空間デザインを積極的に行っていく必要がある。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学内の研究者を招いて、最近の研究や関心事について話題提供を

してもらうランチョン・ミーティングのような集まりを定期的に

もつことが有効であろう。その種の集まりを通じて、研究所活動

について多くの学内の研究者に関心をもってもらうと同時に、研

究所スタッフも学内の研究者についてよりよく知ることができる

と思われる。 

 

3-2-2 既存の環境をもとに、ソフト・ハードの両面でスペースの機能を

可能な限り充実させる。具体的には、研究所の裁量で必要な備品

を揃え、室内のレイアウトを変更することを検討・実行する。 

 

※「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。 

 

 

≪研究組織≫ 

C.組織の適切性について、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 特記事項なし。  

 

 

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 特記事項なし。  

 

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 10 月より新たに 2 名の第一種研究所員が加わったことに

より、新たな視点から、現状の組織について、個々の研究所活動

の業務遂行を契機として少しずつ点検している。 
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1-3-2 第一種研究所員と事務職員との間で、折に触れて組織のあり方に

ついて相談し、確認と検討を年間を通じて継続的に行っている。 

 

 

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 毎年度、全学的な自己点検・評価に参入し、研究所組織の適切性

についての検証を行っている。 

 

2-1-2 毎年度ごとの活動報告を所報の形でまとめ、組織としての自発

的・実質的な検証も行っている。（本報告書；『時報しゃりんけん』

（毎年春季刊行）） 

 

 

 

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

しあれば) 

※ 

2-2-1 本報告書を作成することが、より有機的に研究所組織の適切性を

高められるように何らかの工夫を行う。（具体的にはそれが何かは

現状では不明。） 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 全事務組織の業務負担量の増大により、研究所内で計画的に進め

ていたものが、研究所外の部局での一部手続き処理のなかで、業

者への支払い遅延、発注の遅延が発生するなど、研究所活動の推

進に多少の影響があった。これは、担当者個人の問題というより

むしろ体制上の問題だと思われる。事務組織の部局間連携を、担

当者個人に依存する形ではなく制度や体制によって促進する方策

が検討・検証されることが必要である。 

研究所・研究セ

ンター事務室、

教育・研究支援

事務室 

3-1-2 十年以上前に社会倫理研究所の活動が停滞していた頃に現在ある

研究所事務体制が整えられたわけだが、その時点に比べて社会倫

理研究所の活動は格段に活発化しており、その事務処理量は何倍

にも増加している。研究所事務室の業務内容の一部文書化を改め

て行った結果、週四日勤務かつ有任期の専任嘱託事務職員が一人

ですべてを担当することは、労働の質・量ともに過重であること

が明らかになった。また数年間をかけて蓄積したノウハウが、専

研究所・研究セ

ンター事務室、

教育・研究支援

事務室 
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任嘱託事務職員の退職ごとに実質的に失われることは、研究所活

動の発展に対して妨げとなっていることも否めない。現行の研究

所活動が特段過剰というわけではない（むしろ、よりいっそうの

充実への途上にある）実情を踏まえれば、まともな研究所活動に

必要な事務体制（具体的には事務職員を増やすこと）を整備する

時期に来ていると思われる。 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 関係する事務職員が率直に意見交換を行える場を定期的に用意

し、部局間連携のあり方について真摯に検討する機会を設ける必

要がある。また、事務処理の各段階の手続き状況について、関係

部局の事務職員全員が適宜把握しうるように可視化する（たとえ

ば、申請手続きで承認が下りた段階で文書による通知を申請元に

必ず発信できるように、手続きプロセス専門の担当者を明確に定

める（決裁者と手続き進行把握者を分ける）等）必要がある。い

ずれにせよ、現状の体制のままではどれほど個人が努力しても状

況は改善されないだろう。 

研究所・研究

センター事

務室、教育・

研究支援事

務室 

3-2-2 現行の専任嘱託事務職員 1 名、臨時職員 2 名の体制から、次の体

制に移行することが望ましい。（第一案）専任嘱託事務職員 2名、

臨時職員 2名。（第二案）専任嘱託事務職員 1名、派遣事務職員 1

名、臨時職員 2 名。大学の財政状況の厳しいなか、事務職員 1 名

増を求めるにあたり、現行の研究所予算の一部を人件費に割り当

てることも選択肢の一つとして検討したい。 

研究所・研究

センター事

務室、教育・

研究支援事

務室 

※「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。 

 

 

≪研究内容・方法・成果≫ 

A.研究目標は適切に設定されているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特記事項なし。  
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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 特記事項なし。  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 研究所としての共同研究の目標は、３〜５年の中期的な見通しの

もと、設定され、研究会やワークショップを進める中で、その適

切性について毎年確認している。 

 

1-3-2 出版物の内容、とりわけ、学術機関誌『社会と倫理』の特集につ

いては、編集委員会を適宜開いて目標設定をした上で、執筆候補

者を選出している。 

 

 

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 出版物については、研究所独自の編集方針に基づき、既存の学会

誌等では扱い切れない幅の広さをもった現代の社会倫理に関する

論考を編纂し、また、近刊の研究書の書評を多数掲載することを

目標としている。学外からの投稿希望者も増加傾向にあり、高い

評価を受けている。（『社会と倫理』第 30号など） 

 

2-1-2 社会倫理に関する若手研究者の発掘・研究奨励を目指した論文賞

の運営、研究所活動の基盤となる社会倫理研究所図書室の蔵書構

築なども、研究所活動の目標として適切に設定されている。（社会

倫理研究奨励賞については、「社会倫理研究奨励賞取扱要領」を参

照） 

 

 

 

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

しあれば) 

※ 

2-2-1 特記事項なし。  

 

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 特記事項なし。  
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2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 特記事項なし。  

※「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。 

 

 

≪研究内容・方法・成果≫ 

B.研究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 研究所活動の活発化に伴い、Web ページ構築に人員を裂くことが

できず、年度内の公開ができなかった。 

 

1-1-2 研究所活動やその成果について、社会への広報活動が十分とは言

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 10 月より 2 名の第一種研究所員が新たに加わったこと、

および、外注すべき部分を明確化できたことにより、Web ページ

構築作業が大幅に進められた。2016 年 4月から日本語版について

はリニューアルサイトを公開する予定である。 

 

1-2-2 2015年度は、第一種研究所員の陣容が変わったことに伴い、新体

制の整備に時間を費やしたため、広報活動の改善については具体

的に取り組むことができなかった。とはいえ、上記 Web ページの

リニューアルに合わせて、Facebookを活用しての広報活動の活性

化を計画している。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 新たに研究所に加わった第一種研究所員 2 名それぞれがプロジェ

クトリーダーを務める中期的な研究プロジェクトが立ち上がり、

研究者や実務家・実践者との連携を産官学問わずに進める作業が

徐々に進められている。 
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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 5 年にわたり実施してきたヒルシュマイヤープロジェクトが完結

し、その記念研究会での議論が学内紀要の特集として活字化され

た。（『アルケイア』第 10号） 

 

2-1-2 2009年以降進められてきた「ガバナンスと環境問題」研究プロジ

ェクトの国際ワークショップでの議論の成果が、日本語版アジェ

ンダパンフレットとして刊行された。（篭橋一輝、マイケル・シー

ゲル他著『環境問題を再考する―中間的要因の探求を通じて―』

社会倫理研究所） 

 

2-1-3 社会倫理研究奨励賞は、第九回を迎え、奨励賞と審査員賞ともに

受賞者を出すことができた。 

 

 

 

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 特記事項なし。  

 

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 ランドケア研究に関わる国際会議について、2017年の開催を目指

して企画を進めているが、そのための外部資金の獲得、国外の協

力者（国際会議運営の企画委員）との交渉などを着実に進めてい

く必要がある。 

 

3-1-2 それぞれの研究プロジェクトについて、共同研究の成果を適切な

仕方で蓄積し、社会倫理研究所がそのテーマについてのプラット

フォームとなるような体制を整えるべく、研究者および実践者と

の各種連携の構築を進めていく必要がある。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 科研費に限らず、民間の助成金制度も活用して、国際会議のため

の十分な予算の見込みを立てる。関連国際学会のメーリングリス
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トや情報提供システムの活用を通じて、広く国際的に告知を行う。 

3-2-2 中部関西圏の研究者および実務家・実践者に協力を要請し、定期

的にプラットフォーム構築に向けたミーティングを開催する。懇

話会、シンポジウムとの有機的な結びつきを強める。 

 

※「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。 

 

４．具体的な成果 

懇話会・研究会の実施 

 懇話会 2回、共催・協賛シンポジウム 2回、協賛ワークショップ 1回、研究会１回を実

施した。 

出版物 

『社会と倫理』第 30 号―マイケル・シーゲル教授退職記念号―：2015年 11月 30日発行 

『時報しゃりんけん』第 8号：2015年 8月 21日発行 

篭橋一輝、長濱和代、M.シーゲル、A.マーティン、J.プレン、C.ディマー、W.S.メレ

著『環境問題を再考する―中間的要因の探求を通じて―』：2016年 1月 31日発行 

社会倫理研究奨励賞 

 野田宣雄氏（元南山大学教授）の篤志に基づき 2007年度に創設された、若手による優秀

な社会倫理研究論文に対して授与する社会倫理研究奨励賞について、第九回の募集・選定

を実施した。自薦・他薦併せて 13篇の応募があり、選定委員会の厳正なる審査の結果、受

賞論文 1篇、審査員賞 2篇が選定された。 

図書 

 社会倫理研究所に資する文献収集も順調に進められている。本研究所の本年度の蔵書数

は、図書 23,005冊、雑誌 110種、視聴覚資料 24点である。 

 

以上 
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2015年度人類学博物館自己点検・評価報告書 

 

人類学博物館長 中 裕史 

 

≪研究組織≫ 

A.理念・目的は適切に設定されているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《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・目的をさらに多角的に実現するためには、現状の人員配置

では必ずしも十分ではない。 

 

 

 

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 人事に関することなので、今後も継続的に、博物館の運営体制の

充実を大学執行部と協議していきたい。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 人類学博物館は、大学博物館として大学における人類学・考古学

の教育研究の成果を公開することを目的とするとともに、博物館

としての調査研究・収集保存・教育普及といった機能を果たすべ

く、人類学博物館規程を定め、それにしたがって活動を進めてい

る。これは大学における共同利用と社会に向けた生涯学習機関と

いう、大学博物館のもつ二面性を具体化したものであり、現状に

おいて、適切な理念・目的として設定されていると考える。 

 

 

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 2012年度より、特別嘱託 2名の職名が学芸員となり、また、事務

職員として専任嘱託 1名を採用することができた。これによって、

学芸－事務という体制が一応整っている。 

 

 

 

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) 

※ 
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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 博物館担当教員および博物館運営委員会委員長の位置付けが不明

確である。博物館担当教員は、その人事枠が「学長特別枠」であ

るが、科目担当等の点において、学部学科、大学院の教員との区

別が曖昧なままになっている。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 人事に関することなので、今後も継続的に、博物館の運営体制の

充実を大学執行部と協議していきたい。 

 

※「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。 

 

 

≪研究組織≫ 

B.研究所・研究センター等の組織は、理念・目的に照らして適切なものであるか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 運営委員会および資料評価委員会を構成する委員が、様々な役職

を兼務する立場にあるため、時として運営委員会が十全な機能を

果たさない場合が生じる可能性が危惧される。 

 

 

 

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 資料評価委員会については委員の数を 3 名から 6 名に増員し、委

員会を開催しやすくした。運営委員会については、一定期間での

交替を図ることで、委員会開催に支障がでないようにしていく（た

だし、交替は現在の委員の任期が終わる時点で行う）。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2015年度より運用を開始した博物館ボランティアは、少しずつで

はあるが人数も増えつつある。現状では視覚障がい者団体などの
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来館の際のサポートをお願いしている。今後、さらなる増員を図

り、展示室の管理等にも協力してもらう予定である。 

 

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 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。 

 

 

≪研究組織≫ 

C.組織の適切性について、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  
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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 組織の適切性については、博物館の運営方針を含めて、人類学博

物館運営委員会において年 2回の定期的な検証がなされている。 

 

 

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 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。 

 

 

≪研究内容・方法・成果≫ 

A.研究目標は適切に設定されているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 施設面において、防災・防犯対策は万全ではなく、視覚障がい者

対応も不十分な点が多い。次年度以降も続けて、ソフト面・ハー

ド面の両面で整備を図っていきたい。 

 

1-1-2 以上のような事業展開によって現在の博物館スタッフの業務量が  
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過多にならないよう、業務分担等を明確化して対応していくこと

が必要である。 

 また、博物館のユニバーサル化によって、ほとんど全ての展示

資料が触れるようになったが、そのために、展示資料の管理体制

や来館者へのサポートが新しい業務となっている。これらをすべ

て現有の博物館職員でカバーすることはできないので、ボランテ

ィアの活用など様々な方法を講じながら、これに当たらなければ

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 展示棚にある縄文土器・弥生土器については五徳を棚に固定する

作業を実施し、防災対策を講じている。 

 

1-2-2 一般のボランティアが軌道に乗りつつある。昨年、名古屋盲人情

報文化センターの協力によって視覚障がい者への対応を研修した

ことで、視覚障がい者団体の見学の際には来館者サポートができ

るようになった。また、博物館実習履修生にも授業時間の中で年

間 30時間を展示室での来館者サポートに充てて、展示室に誰かい

る状態にしており、サービス面と同時にセキュリティ面でも効果

が上がっている。 

 

 

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 2015 年度は来館者数が 10,000 人を越え、リニューアル以前に対

して 2～3倍になっている。 

 

2-1-2 明治大学博物館、名古屋大学博物館との連携が定着しつつある。  

 

 

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) 

※ 
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2-2-1 有効な広報活動の方法について検討する。  

2-2-2 明治大学博物館とは、合同の研修会を開催し、博物館教育に関す

る知見を深めていく。名古屋大学博物館とは、秋にそれぞれの専

門分野に関する合同の講演会を開催する。 

 

 

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 入館者増を図るには広報活動が欠かせないが、効果的な広報がで

きていない。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 新聞などのマスコミ、インターネットや SNSなどの利用、チラシ・

ポスターなどの印刷媒体などを使い、多角的な広報活動を試みた

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。 

 

 

≪研究内容・方法・成果≫ 

B.研究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 博物館では、毎年、研究の成果を博物館紀要に掲載し、発表して

いる。現在は電子化して web 上で公開され、閲覧可能である。紀

要では資料研究の成果の発表を主としており、この蓄積によって

博物館収蔵資料に関する理解を深め、教育活動に活用していくこ
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とを目的としている。 

1-3-2 博物館では一般向けの講座を企画し、実施している。テーマは人

類学・考古学を中心に、横断的なものとすることを意図しており、

その点で他との差別化が図れている。 

 

 

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 寄贈資料や博物館紀要で取り上げた博物館資料を企画展で公開し

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 今年度以降、博物館紀要において寄贈資料の公開を図ると同時に、

正式な図録の作成を計画していく。 

 

 

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 これまで作成してきた資料のデータはあるものの、未公開の状態

が長く続いている。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 人類学博物館のホームページ上で閲覧可能なデータベースとして

アップする計画である。 

 

※「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。 

 

４．具体的な成果 

 特になし。 

 

以上 
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2015年度地域研究センター委員会自己点検・評価報告書 

 

地域研究センター委員会委員長 川島 正樹 

 

≪研究組織≫ 

・理念・目的は適切に設定されているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 これまで以上にセンターの活動を地域社会に開く工夫をする。  

 

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 ４地域研究センター（アメリカ、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、

アジア・太平洋の各研究センター）主催／共催ならびに共同研究

主催の公開講演会や例会等で「国連アカデミック・インパクト」

および名古屋ユネスコ協会との連携をとるなどして、一般市民を

含む学外参加者が多数得られた(≪研究内容・方法・成果≫２．効

果が上がっている事項の各項目参照)。また、土日及び平日 17時

以降開催の講演会等は全体の 57％にのぼり（昨年度比 123％）、地

域の方々がより参加しやすくなるような工夫がなされた。 

 

1-2-2 電子化された資料（雑誌と書籍等）に関して、本学名古屋図書館

の協力を得て、Ｎ棟 1 階図書室備え付けＰＣを利用して、従来の

紙媒体の場合と同じく電子媒体資料に関しても外部からの訪問者

にも利用可能なように、ガイドラインや環境を整備したことによ

り、地域研究センターの理念に則った地域社会への貢献の方途が

堅持されることになった。 

図書館 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 従来と同様に、本学の 4 地域研究センターは、各地域の特殊性、

各センター創設の経緯、および活動指針の独自性を相互に尊重し

つつ、地域の枠を超えて交流を深め、また本学の学部・大学院と

も緊密な教育・研究体制をとれるよう、その理念と目的は適切に

設定されていることが改めて確認されている。 

 

1-3-2 地域を越えた課題の研究にも取り組むべく、近年進められてきた

事業の一つが「地域研究センター共同研究」である。各地域独自

の研究の深化発展と同時に、人・もの・金・情報の移動が激化す
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る時代の趨勢にあって、重要度を増す地域横断的なグローバルな

課題にも取り組んでいる。本年度も≪研究内容・方法・成果≫２．

効果が上がっている事項の各項目に示すように４研究センターに

おけるそれぞれ独自の催しに加えて、継続１件、新規２件、合計

３件の共同研究が、活発に研究活動を展開した。 

  

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 昨年度に引き続き、年度当初（4月 23日）に地域研究センター委

員会を開催し、昨年度の本報告書（p.4）で取り組むべき具体的課

題として挙げられた「全学委員会のメンバーに問題の所在をご理

解いただけるように誠実かつ丁寧に行う努力」を実行し、現状の

把握と問題点の析出に関して全学レベルでの認識を深める機会を

持つとともに各委員から頂いた率直かつ貴重な改善意見を「要望

書」にまとめ、6月 3日付で執行部に提出した（内容は本報告書、

pp. 8-9 参照）。根拠資料は添付の「2015年度第 1回地域研究セン

ター委員会議事録」、「2015年 6月 3日付学長室宛要望書」および

「2015 年 6月 25 日付学長室宛要望書」。 

教育・研究支

援事務室お

よび執行部 

2-1-2 新年度（2016 年度）の共同研究の採択に関して、従来は年度末に

は４センター長会議での審議を終了することのみを目指してきた

が、とりわけ継続申請の案件に関しては新年度当初の活動計画を

組んでいるものも含まれるために、本年度は年度末にセンター長

会議に続いて地域研究センター委員会（メイル審議）を開催し、

審議の結果、3 件すべての申請の採択を決定した。根拠資料は添

付の「メイル審議文書」。 

 

2-1-3 本年度当初の地域研究センター委員会において新規共同研究２件

（丸岡班と泉水班）、および継続１件（川島班、第 4年度）を採択

した。根拠資料は以下のＵＲＬ。 

丸岡班： 

http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/kenkyu/ic/kyodo/2015-2016maru

oka.html 

泉水班： 

http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/kenkyu/ic/kyodo/2015-2017sens

ui.html 

川島班： 

http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/kenkyu/ic/kyodo/2012-14_02.html 
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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 地域研究センター委員長交代後の過去二カ年度に引き続き、次年度

も年度当初に地域研究センター委員会を開催し、新メンバーを含め

て全学的に４センターの活動の現状と共同研究の展開、問題点の全

学レベルでの析出と共有と改善に向けた努力を継続する。 

 

2-2-2 上記のようにして析出され共有された問題や改善方策の提案意見

を昨年度と同様に必要に応じて「要望書」にまとめて教育研究支援

室ないし執行部に提出する。 

教育研究支

援事務室お

よび執行部 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 キャンパス統合を間近に控えており、電子化資料の全学一括管理の

方向性の模索が必要である。 

執行部 

3-1-2 研究センターの研究内容を世界へ公開し同時に、大学への収入増に

寄与するため、現在アメリカ研究センター（以下「アメ研」と略す。）

およびラテンアメリカ研究センター（以下「ラテ研」と略す。）が

発行している欧文雑誌の電子媒体に関して、従来行われてきた

EBSCOとの契約に加え、PROQUESTや JSTORとの Royalty契約を目指

す。この件で先行している宗教文化研究所からの助言を得ながら作

業を進めたいが、契約の最終段階では執行部のご支援も賜りたい。 

宗教文化研

究所および

執行部 

3-1-3 本委員会の活動の中心に位置する共同研究の 2017 年度の新規採択

（１件の新規採択が可能の見通し）に関して、その募集に関して出

来るだけ年度内の早い時期から準備を行うことが望ましい。具体的

には、各センター長を通じて新規採択案の検討を各センター研究員

に依頼する時期を秋頃からとしたい。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 キャンパス統合を間近に控えており、電子化資料の購入・維持管

理・閲覧環境の整備について、コスト削減や利用者の利便性向上を

図るためにも、全学一括管理の方向性に向けて執行部に対する要望

を継続的に行う。 

執行部 

53



3-2-2 現在アメ研とラテ研が発行している欧文雑誌の電子媒体に関して、

従来行われてきた EBSCOとの契約に加え、PROQUEST や JSTORとの新

規契約を、既にこの契約を実行している宗教文化研究所の助言も得

つつ、実現したい。最終的な契約締結段階での執行部のご援助も得

たい。 

宗教文化研

究所および

執行部 

3-2-3 2017 年度に新たに１件の採択が予定される共同研究の募集開始時

期を従来の年末よりも早めて、４センター長への各センター研究員

に対する検討の要請を 2016年秋頃から実施するようにしたい。 

 

※「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。 

 

 

≪研究組織≫ 

・研究所・研究センター等の組織は、理念・目的に照らして適切なものであるか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 電子化雑誌の製本済みバックナンバー冊子の除籍、電子リソース

の全学一括管理、地域研究図書室利便性向上（適切な場所）。 

執行部 

1-1-2 センター専任研究員採用、PD採用（日本学術振興会の PD、他大学

博士後期課程修了者ほか）など人事的な事項。 

 

1-1-3 センター客員研究員の科研費申請不可の問題。  

1-1-4 地域研究センター活性化の為に、間接経費を積極的に投入頂ける

よう、各センターのそれぞれの研究員に督励。 

 

 

 

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

1-2-1 アメ研では電子媒体化された 1700 冊ほどの製本雑誌等の除籍処

分を行った。加えて、過去長きにわたって未登録であった約 6700

冊の資料を登録し、資産の正確な把握及び学内/地域社会への資料

公開を実現した。地域研究図書室の利便性向上に向けては、学科

オリエンテーション等でリーフレット配布を実施したものの、引

き続き利用者数・貸出冊数ともに低下し、Ｌ棟へ移設前の 2003年

度比、利用者数約 80％減、貸出冊数約 85％減となった。 

 

1-2-2 PDの各センターでの受け入れ関しては執行部の了解を得て可能と

なり、まずアメ研でさっそく応募のあった二件に関して実行に移

執行部 
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されたが、残念ながら不採用となった。 

1-2-3 センター客員研究員の科研費申請不可の問題に関しては、現状で

は申請可能に転じることが難しい見通しと言わざるを得ない。 

教育・研究支

援事務室 

1-2-4 地域研究センター活性化の為に、間接経費を積極的に投入頂ける

よう、各センターのそれぞれの研究員に督励とお願に関しては、

各センターの努力に委ねているのが現状と言わざるを得ない。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 冒頭で既述の理念に沿って、四つのセンターでは各々の経緯や背

景を踏まえて独自の研究活動が活発に展開されている。 

 

1-3-2 冒頭で既述の理念に沿って、地域的枠組みを超えたグローバルな

課題に取り組むべく設定された三つの共同研究において、四つの

地域研究センターが協力して活発な学術研究活動が展開された。

具体的には、川島班・丸岡班ともに、南北アメリカ、欧州、アジ

ア領域をカバーし、泉水班は、南米と欧州領域をカバーしている。 

 

1-3-3 ラテ研が上智大学イベロアメリカ研究所、名桜大学、輔仁大学（台

湾）および名古屋ユネスコ協会等との連携をはかりながら共同研

究および地域社会への啓蒙活動を展開した。 

 

1-3-4 地域研究センター内で、事務体制に以下のような偏りがある。ア

メリカ研究センター（以下アメ研）とラテンアメリカ研究センタ

ー（以下ラテ研）事務職員の週当たり労働時間は、58時間。アジ

ア・太平洋研究センター（以下アジ太）とヨーロッパ研究センタ

ー（ヨロ研）事務職員の週当たり労働時間は、74時間。その差は

16 時間/週。これにより、アメ研ラテ研の事務職員はアジ太ヨロ

研事務職員よりも業務密度が随分濃くなっている。 

地域研究セ

ンター委員

会、教育・研

究支援事務

室および執

行部 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

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

てください 

※ 

2-1-1 冒頭で記述のごとく、四つのセンターでは各々の経緯や背景を踏

まえて活発な研究活動が展開され、その一部は「国連アカデミッ

ク・インパクト関連事業」として実施された（前年度より７事業

増加）。根拠資料は以下のアメ研・ラテ研のＵＲＬ。 

http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/AMERICA/workshop/index.html 
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https://www.ic.nanzan-u.ac.jp/LATIN/workshop/index.html 

2-1-2 ラテ研が上智大学イベロアメリカ研究所との共同研究を継続し、

来年度和文書籍出版を企画している。また、沖縄・名桜大学との

共同研究、台湾・輔仁大学との研究者交流も実施した。社会貢献

としては、名古屋ユネスコ協会、名古屋国際センター、日本ユネ

スコ協会連盟と連携し、「ユネスコ平和セミナー」を交通至便な名

古屋国際センターで３回開催した。また、日本マチュピチュ協会、

在名古屋ペルー共和国総領事館と連携し、日系高校生へのＥＳＤ

教育をはかった。根拠資料は以下のＵＲＬ。 

http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/LATIN/workshop/index.html 

 

2-1-3 アジア・太平洋研究センター（以下「アジ太」と略す。）が、地域

研究コンソーシアム（http://www.jcas.jp/）へ加盟することが、

学内において承認・決裁された。このことにより、地域研究に関

するより広範な情報収集や、全国の研究者組織との緊密な連携が

可能になる。また、アジ太の研究活動を積極的に発信していくこ

とができる。根拠資料は「地域研究コンソーシアムへの加盟につ

いて（伺）決裁書コピー」 

 

 

 

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 ４センター長間の連絡を密に図り、問題や成果の共有化を進める。

その前提として、まとめ役の地域研究センター委員長は頻繁に地

域研究センター事務局を訪れ、現状の把握に努めることが不可欠

である。 

 

2-2-2 全学レベルでの理解を得るために、地域研究センター委員各位へ

の丁寧な説明を心がける。まずは過去二カ年度と同様に新年度に

おいても年度当初に地域研究センター委員会を開催し、その場を

通じて共同研究を通じた成果と問題点の共有を図る努力をする。 

 

2-2-3 地域研究コンソーシアムにおける活動を活発化する。  

 

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 電子リソースの全学一括管理化の実現。 執行部 
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3-1-2 EBSCO に加え、アメ研とラテ研の電子媒体化された欧文雑誌アッ

プロードの PROQUESTや JSTORとの契約の実現。 

宗教文化研

究所および

執行部 

3-1-3 地域研究センター図書室の利便性・利用者人数向上。 執行部 

3-1-4 地域研究センター内における、事務体制の偏りをなくす。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 キャンパス統合を機とした電子リソースの全学一括管理に向けた

執行部への意見具申を継続して行う。 

執行部 

3-2-2 アメ研とラテ研の電子媒体化された欧文雑誌の PROQUESTや JSTOR

との契約の実現に向けて既に実績のある宗教文化研究所から助言

を得つつ該当各社と具体的に接触を図る。契約の最終段階では執

行部のご支援もお願いしたい。 

宗教文化研

究所および

執行部 

3-2-3 キャンパス統合を企図した地域研究センター図書室の移設の可能

性を含めた利便性向上への対応策について、執行部への意見具申

を継続して行う。また、パッヘスクエア入口の看板に「地域研究

センター図書室」の案内板をつけるよう執行部へ依頼する。 

執行部 

3-2-4 アメ研ラテ研の事務職員の体制を、アジ太ヨロ研同様に、専任嘱

託職員１+派遣職員１（週４）+臨時職員１にし、週当たりの労働

時間に偏りがないように求める。 

地域研究セ

ンター委員

会、教育・研

究支援事務

室および執

行部 

※「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。 

 

 

≪研究組織≫ 

・組織の適切性について、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 特記事項なし。  
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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 特記事項なし。  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 委員長を含め、各学部から選出される２年任期の委員は毎年度原

則的に半数ずつ入れ替えられるので、持続的な流れを踏まえつつ

常に新たな視点からの組織上の見直しが可能な体制が確立されて

いる。また従来から教育研究支援室との親密な意思疎通を堅持し

ており、事務系列との連携も緊密である。 

教育・研究支

援事務室 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

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

てください 

※ 

2-1-1 昨年度より委員長の交代を契機に新年度当初早々に新メンバーも

含めた地域研究センター委員会を開催しており、本年度も４月 23

日に開催した。昨年度末に数回の４センター長会議を重ねて問題

点を析出し、また共同研究の意義を再確認した上で新規採択 2 件

と継続 1 件の採択の案を作成した上で、単に従来からあまり変わ

らない議題を審議する場としてのみならず、まずは地域研究セン

ターの独自の各センターの活動や共同研究などの研究活動の努力

を全学的に知って頂き、問題点を共有して頂いた上で、解決の方

途模索へのご協力をお願いする場との位置付け、その方向性で地

域研究センター委員会が開催され、各委員から質問や意見が相次

ぎ、非常に活発な議論が展開された。その結果、執行部に対して

要望書を提出することとなり、6月 3日および 6月 25日付で提出

された。要望は以下の５点である。 

１．学内電子リソースについて：(1) 一括管理（購入、維持管理、

至便な利用環境の提供）、（2）学外研究者の利用と他機関との相互

利用（ILL）の制度化 

 

２．地域研究センター図書室の改善：（1）場所の移設（研究室の

近くへ）、（2）閲覧環境の整備（机やいすの設置）、（3）形態変更

（集密書架から開架式へ） 

 

３．大学英文 Web トップページの「研究所・研究センター」タブ

改良 

執行部 
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４．各地域研究センター第 3種客員研究員の科研費申請許可 

 

５．地域研究センター欧文雑誌の Royalty 契約締結 

 

根拠資料は添付の「2016年度第 1回地域研究センター委員会議事

録」、「2016 年 6 月 3 日付学長室宛要望書」および「2016 年 6 月

25日付学長室宛要望書」。 

 

 

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 メンバーが半分刷新される新年度（2016年度）初頭に予定される

第 1 回地域研究センター委員会で上記「要望書」の提出後の結果

につき報告し、再度の要望の必要性につき検討する。 

 

 

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 同上。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 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。 

 

 

≪研究内容・方法・成果≫ 

・研究目標は適切に設定されているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 広報活動の充実を図り、様々な講演会へ地域市民の参加を募り、

地域社会への更なる貢献を目指す。 
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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 国連アカデミック・インパクト関連事業数は前年度より 7件増え、

土日や 17時以降開催企画数は前年度より 3件増えた。またラテ研

の名古屋ユネスコ協会、名古屋国際センター、日本ユネスコ協会

連盟との連携企画「ユネスコ平和セミナー」においては、本学教

員をボランティアで派遣して市民に関心が高いテーマを議論し、

地域市民への啓蒙活動の一助となるとともに、南山大学の地域に

おけるプレゼンスを高めることにも貢献した。そのほか日本マチ

ュピチュ協会、在名古屋ペルー共和国総領事館と連携し、日系高

校生へのＥＳＤ教育をはかった。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 地域的枠組みを超えた共同研究が活発に展開されているなど、研

究目標は適切に設定されている。 

 

 

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 国連アカデミック・インパクト関連事業が 9 件、名古屋ユネスコ

協会等学外組織と連携した催しが 10件行われた。いずれも前年度

より 7件増加している。根拠資料は以下のＵＲＬ。 

http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/AMERICA/workshop/index.html 

http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/LATIN/workshop/index.html 

 

2-1-2 共同研究が活発に展開され、内最終年度を迎えた１件（川島班）

では大変に充実した成果報告書が書籍として刊行された。根拠資

料は本報告書末尾の「具体的成果」の欄および以下のＵＲＬ。 

丸岡班： 

http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/kenkyu/ic/kyodo/2015-2016maru

oka.html 

泉水班： 

http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/kenkyu/ic/kyodo/2015-2017sens

ui.html 
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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 共同研究や各センターの研究成果を生かすため、エクステンショ

ン・カレッジで、新設講座を設けていただけないだろうか。 

エクステンシ

ョン・カレッジ

/執行部 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 共同研究に関して新規募集がある場合には従来の４センター長へ

の検討依頼を早める。 

 

3-1-2 共同研究の成果に関して広報活動を強化する。  

3-1-3 世界的な発進力を強化する。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 共同研究に関して新規募集がある場合には従来の年末からの４セ

ンター長への検討依頼を早めて秋頃から開始する。 

 

3-2-2 共同研究の成果を市民に公開する場をエクステンション・カレッ

ジ等で設ける。 

エクステン

ション・カレ

ッジ/執行部 

3-2-3 現在アメ研とラテ研が発行している欧文雑誌の電子媒体に関し

て、従来行われてきた EBSCO との契約に加え、PROQUEST や JSTOR

との新規契約を目指す。契約の最終段階では執行部のご支援も賜

りたい。 

宗教文化研

究所および

執行部 

※「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。 

 

 

≪研究内容・方法・成果≫ 

・研究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 センターを基盤とした外部資金獲得努力を模索する。  

1-1-2 平日夜や土曜日の行事開催を含む地域社会への貢献の道を模索す  
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る。 

1-1-3 学部や研究科との連携を強化する。 外国語学部

長および国

際地域文化

研究科長 

 

 

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

1-2-1 外部資金の獲得努力に関してはセンター研究員各位に鋭意努力を

促しているところである。 

 

1-2-2 土曜日の行事開催に関してはアメ研・ラテ研を中心に努力されて

いる。アジ太・ヨーロッパ研究センター（以下「ヨロ研」と略す）

や共同研究行事においても夕刻からの開催により一般市民の参加

が可能となるように配慮されている。 

 

1-2-3 学部や研究科との協力は、外部講師の招聘行事の折に実現されて

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 特記事項なし。  

 

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 国連アカデミック・インパクト関連事業やイベロアメリカ研究所

との共同研究や名古屋ユネスコ協会と連携した公開の催しが多数

行われた。根拠資料は以下のＵＲＬ。 

http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/AMERICA/workshop/index.html 

http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/LATIN/workshop/index.html 

 

2-1-2 本年度当初の地域研究センター委員会で１年の延長を認められた

川島班の共同研究が終了し、成果発表（本出版）がなされた。根

拠資料は既に提出済みの書籍、川島正樹編『記憶の共有をめざし

て――第２次世界大戦終結 70 周年を迎えて』（行路社、2015 年 8

月）。詳細は本報告書≪研究内容・方法・成果.≫４．具体的な成

果の欄参照。 
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また、丸岡班、泉水班ともに研究活動が活発に展開された。 

丸岡班： 

http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/kenkyu/ic/kyodo/2015-2016maru

oka.html 

泉水班： 

http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/kenkyu/ic/kyodo/2015-2017sens

ui.html 

2-1-3 アメ研で第二次世界大戦終結 70周年・ 投票権法 50周年を研究テ

ーマとした関連 5 回の公開講演会等を開催（内「国連アカデミッ

ク・インパクト」関連事業４つを含む）した。根拠資料は以下の

ＵＲＬ。 

http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/AMERICA/workshop/index.html 

 

2-1-4 ラテ研で 15回の講演会等を開催（共同研究・泉水班との共催を含

む）し、上智大学イベロアメリカ研究所および名古屋ユネスコ協

会等との連携が図られた。根拠資料は以下のＵＲＬ。 

http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/LATIN/workshop/index.html 

 

2-1-5 ヨロ研で 6 回の講演会等（共同研究・丸岡班との共催を含む）を

開催した。根拠資料は以下のＵＲＬ。 

http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/EUROPE/workshop/index.html 

 

2-1-6 アジ太で 9回の講演会等を開催した。根拠資料は以下のＵＲＬ。 

http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/ASIAPACIFIC/workshop/index.ht

ml 

 

2-1-7 四つの地域研究センターで以下の学術雑誌を公刊した（アメ研、

ヨロ研、アジ太は各 1冊、ラテ研は 2冊）。根拠資料は以下のＵＲ

Ｌ。 

アメ研： 

http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/AMERICA/kanko/index33-.html 

ラテ研：http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/LATIN/kanko/index.html 

ヨロ研： 

http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/EUROPE/kanko/index.html 

アジ太： 

http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/ASIAPACIFIC/kanko.html 
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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 特記事項なし。  

 

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 世界への発信努力を強化する。  

3-1-2 学外研究機関・研究者との連携を強化する。  

3-1-3 共同研究の成果を一般市民に還元する。  

3-1-4 地域研究センターWeb ページを拡充する。  

 

 

※「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。 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 電子媒体化が進んでいるアメ研とラテ研がそれぞれ発行してい

る欧文雑誌のアップロード契約に関して、既に締結済みの EBSCO

との契約に加え、PROQUESTや JSTORとの契約も試みる。具体的に

は既に実現している宗教文化研究所から助言を得つつ、契約の最

終段階では執行部のご支援も賜りたい。 

宗教文化研

究所および

執行部 

3-2-2 例えばアメ研の創立 40 周年記念行事などを通じて他大学の研究

者や研究機関との連携の強化を図る。 

 

3-2-3 例えばエクステンション・カレッジを通じて、共同研究の成果を

一般市民に還元する具体的方途を摸索する。 

エクステン

ション・カレ

ッジ/執行部 

3-2-4 共同研究の研究成果論文について、他の各地域研究センター同様

に Webページに掲載し、また、南山大学機関リポジトリにも登録

し、広くその成果を発信する。 
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４．具体的な成果 

①共同研究川島班の第四年度活動 

研究テーマ：「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 

成果本公刊： 

・題名：「『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― 

・編集発行者：川島正樹（研究代表） 

・出版社：行路社 

・出版年月日：2015 年 7月 31日 ISBN：9784875343813 ページ数：533頁 

・執筆者： 

川島正樹（南山大学教授） 

木村靖二（東京大学名誉教授、大学評価・学位授与機構名誉教授） 

永井 和（京都大学教授） 

川田 稔（日本福祉大学教授、名古屋大学名誉教授） 

秋元英一（千葉大学名誉教授） 

川成 洋（法政大学名誉教授） 

王 暁葵（華東師範大学教授） 

油井大三郎（東京女子大学特任教授、東京大学名誉教授、一橋大学名誉教授） 

和田春樹（東京大学名誉教授） 

金 光旭（岐阜経済大学兼任講師） 

バウエンス(中村)仁美（南山大学大学院国際地域文化研究科博士後期課程） 

大竹弘二（南山大学外国語学部准教授） 

小林純子（南山大学外国語学部准教授） 

中野涼子（シンガポール国立大学助教授、南山大学社会倫理研究所非常勤研究員） 

Ve-Yin Tee（南山大学講師） 

五百旗頭真（熊本県立大学理事長、 

           公益財団法人ひょうご震災記念 21世紀研究機構理事長） 

冨山一郎（同志社大学教授） 

 豊下楢彦（元関西学院大学教授) 

 山倉明弘（天理大学教授） 

 藤本 博（南山大学外国語学部教授） 

 川崎 哲（ピースボート共同代表、核兵器廃絶国際キャンペーン国際運営委員） 

 

②共同研究丸岡班の第一年度活動 

研究テーマ：「宗教と政治のインターフェイス―宗教が政治的課題となる領域とその容態に

ついての間地域的比較研究―」 

講演会等： 

・第一回研究会「シャルリー･エブド事件を考える」2015 年 9月 25日開催 

  コメンテーター：丸岡高弘（南山大学教授）・ダヴィッド･クーロン（同准教授）・ 
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         中村督（同講師） 

・第二回講演会「『共和国』におけるムスリムの問題化」2015 年 10月 26日開催 

  講師：浪岡新太郎氏（明治学院大学国際学部准教授） 

・第三回講演会「カトリシズムとデモクラシーの間：ライシテとキリスト教民主主義の 

        相克」 

  講師：土倉莞爾氏（関西大学名誉教授） 

第一年度中間報告書：（ヨーロッパ研究センター第 22号に寄稿） 

・題名 ：「シャルリー・エブド襲撃事件は宗教テロか？」 

・執筆者：丸岡高弘（研究代表） 

 

③共同研究泉水班の第一年度活動 

研究テーマ：「ヨーロッパ言語共通参照枠の現状と今後－初修外国語を中心に―」 

講演会等： 

・第一回講演会「復言語・異文化間教育から考える『グローバル人材』のゆくえ」2015年

10月 27 日開催 

  講師：西山教行氏（京都大学人間・環境学研究科教授） 

・第二回講演会「ヨーロッパ言語共通参照枠と異文化間コミュニケーション能力 

        ―ドイツ語教育の実践から―」2015 年 11月 17日開催 

  講師：中川慎二氏（関西学院大学経済学部教授) 

・第三回講演会「異文化理解のためのスペイン語教育」2015 年 12月 16日開催 

  講師：江澤照美氏（愛知県立大学外国語学部教授） 

・第四回講演会「これからの日本の外国語教育」2016 年 1月 9日開催 

  講師：吉田研作氏（上智大学特任教授・言語教育研究センター長） 

第一年度中間報告書： 

・題名 ：「ヨーロッパ言語共通参照枠の現状と今後－初修外国語を中心に―」 

・編集発行者：泉水浩隆（研究代表） 

・執筆者： 

 西山教行氏（京都大学人間・環境学研究科教授） 

中川慎二氏（関西学院大学経済学部教授) 

江澤照美氏（愛知県立大学外国語学部教授） 

吉田研作氏（上智大学特任教授・言語教育研究センター長） 

 

以上 
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2015年度アメリカ研究センター自己点検・評価報告書 

 

アメリカ研究センター長 川島 正樹 

 

≪研究組織≫ 

A.理念・目的は適切に設定されているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 電子媒体化された資料の外部研究者への便宜提供継続の方途を模

索し、併せて電子媒体化された雑誌を含むデータベースの大学と

しての一括管理化を推進することが望ましい。 

図書館およ

び執行部 

1-1-2 アメリカ研究センター所蔵資料の活用度を高めるため、近年減少

している学内外者の利用度を高める方策を考案すべきである。 

 

 

 

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 アメリカ研究センターでは、2013年度に初めて電子データベース

を構築した実績を皮切りに、逐次刊行物の電子化、文献資料の電

子化に取り組んできている。2014年度は 5件の電子リファレンス

導入および 1 件の電子逐次刊行物の導入を実現した。これに伴い、

これまで許可されていなかった「外部研究者の電子リソースの閲

覧」について、図書館との協議・交渉を重ね、アメリカ研究センタ

ー設立の理念・目的に沿うように、特定の条件の下、閲覧できる

よう許可を頂く事が出来た。前年度末に当面の一時的な措置とし

て、N棟 1階のセンター図書室の PCの外部利用を可能とする方向

性が確認され、センター会議（メイル審議）を経て、利用規程も整

備し、本年度春学期において外部研究者の利用が可能となった。

しかしながら、電子媒体資料の大学としての一括管理に関しては

依然として着手されていない。ぜひとも執行部におかれては事の

重大さに鑑みて、キャンパス統合が実行される次年度を好機とし

て取り組んでいただきたい。 

図書館および

執行部 

1-2-2 センター図書室利用状況に関しては、センター事務室とセンター

長が昨年度（2014年度）末に資料を収集して分析した結果、とり

わけ学内の利用が減少している理由として、①電子媒体化、②場

所の移動（L棟から N棟へ）の二つの理由が浮かび上がった。年度

当初（4/14）開催されたセンター会議で検討し、続いて（4/23）開

執行部 

67



催された地域研究センター委員会において、とりわけ②に関して

は執行部宛の「要望書」に盛り込むことになり、要望書の提出が

なされた（6/3 付）たが、執行部からは現時点に至るまで具体的な

回答が頂けていない。 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 図書館の求めに応じて電子媒体化された過去の製本済み雑誌等の

廃棄を行った（1700 冊ほど）。センター事務職員および他の地域研

究センター職員（全員女性）には短期間での過重な肉体労働を強い

る結果となった。この事例が先例とされることは望ましくない。 

図書館およ

び執行部 

1-3-2 センター会議が例年通り春学期と秋学期に一回ずつ計二回開催さ

れ（4/14および 10/1）、加えて適宜メイル審議が開催され、次年度

に予定されるセンター創設 40 周年記念事業に関連した事案および

その他直面する問題の析出と解決法について協議し、センター研究

員間における取り組むべき課題の共有化を図った上で問題解決に

向けた意見集約を行った。第二回会議では冒頭において外部講師を

お招きする際の「会合費」（接待費用）の支出が近年難しい状況にあ

り、その結果センター長がかなりの程度接待費用の自己負担を強い

られている実情が口頭で説明された。同席をお願いした教育・研究

支援事務室の担当事務職員からは、40周年記念事業等の特別の行事

や海外からの招聘に関しては特別の配慮もありうるとの回答を得

た。これを踏まえ、外部招聘者の接待等に関しては可能な範囲内で

のセンター長による私的な費用負担の軽減が図るべきであること

が会議冒頭で確認された。 

教育・研究支

援事務室 

1-3-3 名古屋地域のアメリカ研究者の学術団体「名古屋アメリカ研究会」

の例会を今年度は 3回本学で開催し、学内外のアメリカ研究の進展

に寄与できた。 

 

1-3-4 事務職員（臨時職員および派遣職員）の勤務形態の相違により専任

嘱託事務職員（ラテンアメリカ研究センターと兼務）の職務上の負

担が地域研究センター内のもう一名の専任嘱託職員（アジア太平洋

研究センターとヨーロッパ研究センターを兼務）との比較でアンバ

ランスとなっている。 

地域研究セ

ンター委員

会、教育・研

究支援事務

室および執

行部 

1-3-5 センターが編集発行する英文学術雑誌『Nanzan Review of American 

Studies』第 37巻が発行されたが、とりわけ英文校閲の外部委託に

関して昨年度同様の問題が生じた。外部委託を開始して二年度が経

執行部 
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過し、発注業者も変更してみた結果、一つのセンターの改善努力で

は限界を来していることが判明した。「外」へ向けた英語での学術的

発信が益々望まれる時代の到来を迎えた今日、大学として抜本的な

解決策を講じることが望まれる。 

 

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 電子媒体資料の外部研究者への閲覧等便宜供与の継続化の措置に

関しては、昨年度（2014年度）末に図書館と交渉し、本年度当初

にセンター内でガイドライン等を準備し、Ｎ棟 1 階アメリカ研究

センター・ラテンアメリカ研究センター図書室内のＰＣを学内 LAN

に接続し、センター長の許可を前提に、外部研究者に利用可能な

措置を講じることになった。根拠資料は利用ガイドラインおよび

利用申請書。 

図書館 

2-1-2 名古屋地域のアメリカ研究者の学術団体「名古屋アメリカ研究会」

の例会を今年度は 3 回本学で開催し、学内外のアメリカ研究の進

展に寄与できた。 

根拠資料は下記 URL。 

http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/AMERICA/kenkyu.html 

 

2-1-3 センター図書室利用状況に関しては、センター事務室とセンター

長が昨年度（2014年度）末に資料を収集して分析した結果、とり

わけ学内の利用が減少している理由として、①電子媒体化、②場

所の移動（L棟から N棟へ）の二つの理由が浮かび上がった。年度

当初（4/14）開催されたセンター会議で検討し、続いて（4/23）開

催された地域研究センター委員会において、とりわけ②に関して

は執行部宛の「要望書」に盛り込むことになり、要望書の提出が

なされた（6/3 付）。根拠資料：「2015 年 6 月 3 日付学長室宛要望

書」 

執行部 

2-1-4 他の地域研究センターと比べた事務職員（臨時職員および派遣職

員）の勤務形態の相違により、専任嘱託事務職員（ラテンアメリ

カ研究センターと兼務）の職務上の負担が地域研究センター内の

もう一名の専任嘱託職員（アジア太平洋研究センターとヨーロッ

パ研究センターを兼務）との比較でアンバランスとなっているお

り、過重な業務負担が生じている。この問題に関して経緯につい

て調査し、対策を検討する。 

地域研究セン

ター委員会、教

育・研究支援事

務室および執

行部 
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2-1-5 第二回センター会議（10/1）で冒頭において外部講師をお招きす

る際の「会合費」（接待費用）の支出が近年難しい状況にあり、そ

の結果センター長がかなりの程度接待費用の自己負担を強いられ

ている実情がセンター長より口頭で説明された。同席をお願いし

た教育・研究支援事務室の担当事務職員からは、近年の文科省の

指導もあり、飲食関係の支出が難しいという背景的事情の変化が

説明されるとともに、40周年記念事業等の特別の行事や海外から

の招聘に関しては特別の配慮もありうるとの回答を得た。これを

踏まえ、外部招聘者の接待等に関しては可能な範囲内でのセンタ

ー長による私的な費用負担の軽減が図るべきであることが会議冒

頭で確認された。根拠資料は「2015年度第二回センター会議議事

録」。 

教育・研究支援

事務室 

 

 

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 センター図書室のとりわけ学内利用頻度を復活させるために不可

欠の図書室の移動を含めた設備改善に関しては、キャンパス統合

が実行される次年度において地域研究センター委員会で問題の共

有化をさらに図り、本年度と同様に執行部宛に要望を続ける。 

地域研究セン

ター委員会お

よび執行部 

2-2-2 電子媒体化されたデータベース等資料の一括管理化に向けて、と

りわけキャンパス統合が実行される次年度において地域研究セン

ター委員会で問題の共有化をさらに図るとともに、本年度と同様

に執行部宛に要望を続ける。 

地域研究セン

ター委員会お

よび執行部 

2-2-3 英文雑誌に関しては外部、とりわけ外国の研究者／機関への発信

の重要性に鑑み、その編集作業（特に英文校閲）には現状におい

て限界があるために、以前のように大学として専門的な人材の再

雇用を含めた抜本的なご支援をお願いしたい。 

執行部 

2-2-4 我が国におけるアメリカ研究分野における英文学術雑誌の草分け

として、また外国の研究者／機関への発信手段としての重要性に

鑑み、英文校閲者の確保と併せて、現状における EBSCO に加え、

PROQUESTや JSTOR等の業者への電子データのアップロード契約を

進めるべきである。その際には、先行している宗教文化研究所の

助言を賜りながら、最終的な契約時における執行部のご援助もお

願いしたい。 

宗教文化研究

所および執行

部 
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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 執行部から頂いた是認の言葉を根拠に、再三センター長が行った

再考の要請にもかかわらず、図書館の支援を得られず、教育・研

究支援事務室が 1700 冊もの製本雑誌廃棄作業を女性ばかりの本

センター（2名）を含む地域研究センター事務職員のみに命じたこ

とに関して、図書館からの十分な協力や当初執行部が口頭で確約

したアルバイト雇用などの措置を講じるなどの配慮がなされなか

った今回の事例を今後の前例としないように強く要望する。 

図書館、教育・

研究支援事務

室および執行

部 

3-1-2 センター図書室の移転統合を含めた設備改善の要望。 執行部 

3-1-3 電子データベース学内一括管理化の要望。 執行部 

3-1-4 英文雑誌に関する英文校閲体制の抜本的な改善要求。単一のセン

ターの外注先の模索努力のみでは限界に達している。 

執行部 

3-1-5 PROQUESTや JSTOR等との英文雑誌 Royalty契約の締結努力。 宗教文化研究

所および執行

部 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 地域研究センター委員会での審議を経て、センター図書室の移転

統合を含めた設備改善の要望書の再提出。 

地域研究セ

ンター委員

会および執

行部 

3-2-2 地域研究センター委員会での審議を経て、電子データベース学内

一括管理化の要望書の再提出。 

地域研究セ

ンター委員

会および執

行部 

3-2-3 地域研究センター委員会での審議を経て、英文雑誌の英文校閲者

の確保要求の要望書の提出。もし以前のような専任の担当者の再

確保が困難な場合には、せめて大学として責任をもって委託可能

な外部業者の確保の努力を執行部にお願いしたい。 

地域研究セ

ンター委員

会および執

行部 

3-2-4 PROQUESTや JSTOR等との英文雑誌 Royalty契約の締結の努力を、

この方面で先行する宗教文化研究所のご助言を得つつ努力し、最

宗教文化研

究所および
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終的な契約段階では執行部のご協力を得ながら実現する。 執行部 

※「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。 

 

 

≪研究組織≫ 

B.研究所・研究センター等の組織は、理念・目的に照らして適切なものであるか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 社会学部門の旧研究員の研究員への復活に関して、アメリカ研究

センター長の立場からでは限界がある。是非とも執行部の積極的

ご支援をお願いしたい。 

執行部 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 社会学分野のセンター研究員の再確保に関しては、センター長か

ら以前に研究員だった教員への働きかけとは別に、文化人類学な

いし心理学分野も含めた他の社会学関連分野の教員へのセンター

研究員就任への働きかけを行った結果、現時点では多忙（学科長

の任期終了まで）とのことで固辞されたが、近い将来の実現が可

能との感触を得た。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 新たに山辺省太氏（外国語学部英米学科准教授、米文学）をセン

ター研究員にお迎えし、総勢 11名となった。 

 

1-3-2 年度末に任期が切れる現在の 11 名の研究員全員の任期更新を申

請した。 

外国語学部、経

営学部、法学

部、総合政策学

部、評議会、協

議会、執行部 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

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

てください 

※ 

2-1-1 新たに山辺省太氏（外国語学部英米学科准教授、米文学）を新た  
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に研究員にお迎えし、総勢 11名となった。根拠資料は下記 URL。 

http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/AMERICA/staff.html 

2-1-2 センター長宛に外部から二名の学振 PD（ポスドク）受け入れの申

請があった。執行部と相談の結果、従来の学部での受け入れと並

行して研究センター等での客員研究員としての受け入れを可能と

する措置が講じられるようになった。根拠資料としては学振 PD申

請書類があるが個人情報に関わるため添付を控える。 

執行部 

2-1-3 過去長きにわたって未登録であった約 6800冊の資料を登録し、資

産の正確な把握及び学内/地域社会への資料公開を実現した。根拠

資料は、委託業務完了報告書 

 

 

 

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 センター長を中心に、空席のままである社会学部門や経済部門の

センター研究員委嘱の打診を試みる。 

 

2-2-2 学振 PD 受け入れを含む客員研究員の積極的な採用体制の検討。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 長年空席のままである社会学部門および昨今重要度を増す経済部

門のセンター研究員の補充も検討課題とすべきある。 

 

3-1-2 学振 PD（ポスドク）の外部からの応募が二件あったが、残念なが

ら不採択となった。今後のさらなる学振 PDの応募に備えるために

も、他地域研究センターに比べてセンターにおいて従来不十分だ

った客員研究員の制度の活用が望ましい。 

 

3-1-3 地域研究センター図書室の利用者数向上。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 社会学部門や経済部門のセンター研究員委嘱の打診を試みる。  

3-2-2 学振 PD 受け入れを含む客員研究員制度の活用の方策を検討する

とともに、その広報にも努める。 
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3-2-3 パッヘスクエア入口の看板に「地域研究センター図書室」の案内

板をつけるよう地域研究センター委員会へ審議依頼する。 

地域研究セン

ター委員会 

※「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。 

 

 

≪研究組織≫ 

C.組織の適切性について、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 他大学大学院博士課程卒業のポスドクの受入を検討し、研究領域

の更なる拡充や研究活動の活性化、研究科や学部等他機関との連

携を図り、副学長とも相談したい。 

執行部 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 学振 PD（ポスドク）のセンター客員研究としての受け入れに関し

て、地域研究センター委員会の審議を経て副学長と相談した結果、

従来の学部所属と併せて可能とする旨のご回答を得たが、残念な

がらアメリカ研究センターに問い合わせのあった二名の申請者は

学振ポスドク支援の採用が実現できなかった。 

執行部 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 年度当初（4/14）の第一回センター会議で山辺省太氏（外国語学

部准教授、米文学）の新規センター研究員委嘱を決議し、実現し

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 新たに山辺省太氏（外国語学部英米学科准教授、米文学）を新た

に研究員にお迎えし、総勢 11名となった。このことにより、当セ

ンターの研究領域を拡張できた。根拠資料は下記 URL。 

http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/AMERICA/staff.html 
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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 社会学部門や経済部門のセンター研究員委嘱の打診を試みる。  

2-2-2 学振 PD およびそれ以外でも適宜客員研究員の採用を試みる。  

 

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 長年空席のままである社会学部門および経済部門のセンター研究

員の補充。 

 

3-1-2 客員研究員の採用。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 かつて研究員で辞任した教員以外の学内の社会学系および経済学

系教員にセンター研究員就任の打診を試みる。 

 

3-2-2 学振 PD 申請希望者以外にも適宜学外から客員研究員の募集を行

うように努める。 

 

※「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。 

 

 

≪研究内容・方法・成果≫ 

A.研究目標は適切に設定されているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学術雑誌の電子化に伴う管理やバックナンバー製本済み冊子の処

分等の問題に関しては、他のセンターを含めた四つのすべての地

域研究センターとして統一的な対応が不可欠である。 

 

1-1-2 キャンパス統合を機とする場所の移動を含めた利用者減の根本対

策を地域研究センター委員会へ要望する。 

執行部 

 

 

2．現状（2015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 昨年度末に開催された４センター長会議で、学術雑誌の電子化に

伴う管理やバックナンバー製本済み冊子の処分等の問題に関して

は、他のセンターを含めた四つのすべての地域研究センターとし

て統一的な対応の重要性が確認された。 

図書館 

1-2-2 キャンパス統合を機とする場所の移動を含めた利用者減の根本対

策を地域研究センター委員会へ要望し、執行部宛の要望書（6/3付）

を提出した。しかしながら、返答は一切いただけていない。 

執行部 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 年々低下傾向にある学内者によるセンター図書室利用率の低下傾

向の歯止めと回復のために行った調査研究と検討を踏まえて地域

研究センター委員会に報告を行い、その方途に関して審議をお願

いした。 

 

1-3-2 センター主催行事として５回のシンポジウム／講演会を催した

（内「国連アカデミック・インパクト」関連４件）。 

 

 

1-3-3 学術団体「名古屋アメリカ研究会」の例会を今年度は３回本学で

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 センター創設 40 周年記念事業については、春秋二回のセンター会

議で内容をほぼ確定し、出演者に関して具体的な招聘作業に入っ

た。また比較的大規模な事業ではあるが、大学全体の財政状況を

鑑み、臨時費など特別な予算は申請せず、2016 年度に図書資料の

購入を一時的に控えることにより、記念事業用に予算を工面する

など、経費面でも配慮した。根拠資料は「2015年度第 2回センタ

ー会議議事録」および「南山大学アメリカ研究センター 40周年

記念シンポジウム プログラム案」。 

 

2-1-2 センター主催行事として５回のシンポジウム／講演会を催した

（内「国連アカデミック・インパクト」関連４件）。詳しくは下記

URL参照。 

http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/AMERICA/workshop/index.html 
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2-1-3 学術団体「名古屋アメリカ研究会」の例会を今年度は３回本学で

開催した。詳しくは下記 URL参照。 

http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/AMERICA/kenkyu.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 センター図書室利用率の再生のための諸方策に関して執行部宛に

提出された要望書への回答を求める 

執行部 

2-2-2 電子媒体化されたデータベースの一括管理化の要望を執行部に対

して引き続き行う。まずは昨年度 6 月 3 日付で執行部宛に行った

要望書への回答を求める。 

執行部 

2-2-3 センター創設 40 周年記念事業を契機として、センターの設立目的

の再確認と将来へ向けた検討を行う。 

 

 

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 センター図書室利用率の再生のための諸方策を講じる。 執行部 

3-1-2 電子媒体化されたデータベースの一括管理化を求める。 執行部 

3-1-3 センターの設立目的の再確認と将来へ向けた検討を行う。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 センター図書室利用率の再生のための諸方策に関して、まず執行

部宛に提出された要望書への回答を求める。 

執行部 

3-2-2 電子媒体化されたデータベースの一括管理化の要望を執行部に対

して引き続き行う。まずは昨年度 6 月 3 日付で執行部宛に行った

要望書への回答を求める。 

執行部 

3-2-3 センター創設 40 周年記念事業を契機として、センターの設立目的

の再確認と将来へ向けた検討を行う。 

 

※「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。 
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≪研究内容・方法・成果≫ 

B.研究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 特記事項なし。  

 

 

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 特記事項なし。  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 第二次世界大戦終結 70周年・ 投票権法 50周年を記念するシンポ

ジウムと講演会を合計４回開催した（「国連アカデミック・インパ

クト」関連事業）。 

 

1-3-2 地元在住のアメリカ研究分野における長老的研究者（元アメリカ

学会会長）を囲んで貴重な資料的お話をお聞きする会を催した。 

 

1-3-3 長年協力関係を築いてきた名古屋地域の学術団体である名古屋ア

メリカ研究会への協力として例会の場所の提供等を行った。 

 

1-3-4 英文学術雑誌『Nanzan Review of American Studies』第 37巻を

編集発行した。 

 

1-3-5 二回のセンター会議において、センター創設 40周年記念事業の立

案を行った。 

 

 

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 「第二次世界大戦終結 70周年・ 投票権法 50周年記念研究シリー

ズ企画」として以下の四つの外部公開の学術的な催しを企画実行

した。すべての催しが「国連アカデミック・インパクト」関連事業

とされた。 

 

1. 7 月 4 日開催、講師/高橋博子氏（広島市立大学 広島平和研

究所）、演題/「核の時代、被ばくの歴史と戦後 70年の日米関係」 
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根拠資料は下記 URL。 

http://www.ic.nanzan-

u.ac.jp/AMERICA/workshop/poster/20150704poster.pdf 

 

2. 7月 11日開催、①講師/林義勝氏（明治大学文学部教授）、演題

/「原爆投下決定論をめぐる議論について」； ②講師/竹中興慈氏

（東北大学名誉教授）、演題/「私の『シカゴ黒人ゲトー研究』とア

フリカ系の現在」 

根拠資料は下記 URL。 

http://www.ic.nanzan-

u.ac.jp/AMERICA/workshop/poster/20150711poster.pdf 

 

3. 10月 3日開催、講師/小竹聡氏（拓殖大学政経学部教授）、演題

/「投票権法の現在－Shelby County判決の意味するもの」 

根拠資料は下記 URL。 

http://www.ic.nanzan-

u.ac.jp/AMERICA/workshop/poster/20151003poster.pdf 

 

4. 11 月 12 日開催、講師/ロバート・D・エルドリッヂ氏（法政大

学沖縄文化研究所国内研究員ほか、 元アメリカ合衆国国防省米国

海兵隊太平洋基地政務外交部（G-7）次長）、演題/「沖縄問題の現

状―戦後から今日までの一考察―」 

根拠資料は下記 URL。 

http://www.ic.nanzan-

u.ac.jp/AMERICA/workshop/poster/20151112poster..pdf 

2-1-2 地元在住のアメリカ研究分野における長老的研究者である野村達

朗氏（元アメリカ学会会長、愛知県立大学名誉教授）を囲んで貴

重な資料的お話をお聞きする会を催した。具体的には 11 月 14 日

に「アメリカ社会史に魅せられて――長年の研究を回顧して」と

題する講演会を開催し、全国から 30名ほどの主要研究者の参加を

得た。このことにより、本学のみならず名古屋地域をはじめ全国

レベルのアメリカ研究分野の推進に貢献した。根拠資料は下記

URL。 

http://www.ic.nanzan-

u.ac.jp/AMERICA/workshop/poster/20151114poster-1.pdf 

 

2-1-3 名古屋地域のアメリカ研究者の学術団体「名古屋アメリカ研究会」

の例会を今年度は 3 回本学で開催し、学内外のアメリカ研究の進

展に寄与できた。 
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根拠資料は下記 URL。 

http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/AMERICA/kenkyu.html 

2-1-4 英文学術雑誌『Nanzan Review of American Studies』第 37巻を

編集発行した。 

根拠資料は下記 URL。 

http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/AMERICA/kanko/index33-.html 

 

2-1-5 次年度（2016 年度）7月 2日（土曜日）にセンター創設 40周年記

念事業として「日本におけるアメリカ研究の歴史・現状・未来」

（仮題）をテーマとしたシンポジウムを開催すべく、準備活動を

開始した。根拠資料は「センター会議議事録」および「南山大学ア

メリカ研究センター 40周年記念シンポジウム プログラム案」。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこ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（2016 年度）7 月 2 日（土曜日）にセンター創設 40 周年記

念事業として「日本におけるアメリカ研究の歴史・現状・未来」（仮

題）をテーマとしたシンポジウムを開催する。具体的にはアメリカ

合衆国から主要研究者 1名、院生 1名をゲスト・スピーカーないし

コメンテーターとして招請し、アメリカ研究センター／所を設置し

ている南山大以外の国内４大学から代表１名ずつを招いて主題に

沿った報告をしてもらい、前記米国人コメンテーターに加えて国内

主要大学から１名のコメンテーターを招く予定である。この催しの

成果はセンター発行の英文学術雑誌『Nanzan Review of American 

Studies』第 38巻に掲載する予定である。 

 

2-2-2 他の部署にも共通課題であるグローバル化と ICT技術導入の時代に

益々重要度を高める英語での「外」への発信に向けて、センター発

行の『Nanzan Review of American Studies』の英文校閲作業の制

度と効率化を図るべく、過去に雇用されていた特別の英文校閲者の

雇用枠を再生させるなどの措置を講じることが望ましい。最低限、

信頼のおける外部委託先を大学として用意してほしい。とりわけ、

センター創立 40 周年を記念して刊行される今年度の本誌は全国の

アメリカ研究者からの関心が非常に高くなる。この点に関して新年

度初頭に開催が予定される地域研究センター委員会でご説明し、必

要とあれば執行部に要望書を提出する。 

地域研究セ

ンター委員

会および執

行部 

2-2-3 地元在住のアメリカ研究分野における長老的研究者である野村達  
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朗氏（元アメリカ学会会長、愛知県立大学名誉教授）を囲んで貴重

な資料的お話をお聞きする会を催した。アメリカ研究の重鎮による

講義を 2016 年度には講演録として刊行し、貴重な資料として後世

に残す。また、その英語翻訳版を Nanzan Review of American 

Studies』第 38巻に掲載し、研究成果を世界に展開する。 

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 センターの歴史を再確認し、我が国におけるアメリカ研究の現状

を踏まえ、将来的な課題を設定する作業に取り組む。 

 

3-1-2 センターが発行し続ける我が国におけるアメリカ研究部門の英文

学術雑誌の草分けであり評価も高い『Nanzan Review of American 

Studies』の編集作業の効率化と学術的価値の向上努力を進める。 

地域研究セン

ター委員会お

よび執行部 

3-1-3 電子媒体データベースの大学としての一括管理の実現を図る。 執行部 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 センター創設 40 周年記念シンポジウムを 7 月 2 日土曜日に開催

し、内外の主要研究者を交えた討論を踏まえ、40年の歩みを振り

返り、現状を確認し、新たな課題を設定する機会とする。 

 

3-2-2 センターが発刊し続ける英文学術雑誌『Nanzan Review of 

American Studies』の、主に英文校閲の作業の制度を高めるべく、

以前のような大学全体としての英文校閲者専任の人員を確保する

なり外部委託するなりの処置をとっていいただけるように、地域

研究センター委員会で協議をお願いする。 

地域研究セ

ンター委員

会および執

行部 

3-2-3 電子化媒体データベースの全学一括管理の必要性に関して本年度

初頭に地域研究センター委員会で審議した内容をもとにして執行

部に提出された要望書（6/3付）に関する回答を執行部にしていた

だくように重ねてお願いをする。 

執行部 

※「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。 

 

４．具体的な成果 

学術雑誌『Nanzan Review of American Studies』第 37巻の発行。具体的な内容に関して

は下記 URL参照。 

http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/AMERICA/kanko/index33-.html 

以上 
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2015年度ラテンアメリカ研究センター自己点検・評価報告書 

 

ラテンアメリカ研究センター長 加藤 隆浩 

 

≪研究組織≫ 

A.理念・目的は適切に設定されているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 若手研究者の育成をより一層強化すること。  

 

 

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 若手研究者（大学院生を含む）に、学会、研究会、講演会で、研

究発表・通訳を任せ、育成を図った。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 名古屋ユネスコ協会、国連アカデミック・インパクト、日本マチ

ュピチュ協会と行事を共同開催し、本研究センターの理念・目的

を外部にも浸透するよう努力した。 

 

1-3-2 他の研究機関との連携を視野に、上智大学イベロアメリカ研究所

と共同研究を進めるとともに、名桜大学総合研究所と共同開催で

展覧会を開催し、より学術的な交流を図った。 

 

 

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 研究センターによる活動のみならず、外部との共同事業を行うこ

とで本研究センターの活動範囲を拡大した。 

１）学内の部署（人類学博物館、地域研究センター）との共催 

２）学外の研究機関(上智大学、沖縄・名桜大学)との連携 

３）非営利団体（名古屋ユネスコ協会、国連アカデミック・イン

パクト、日本マチュピチュ協会）との交流、共同講演会開催。 

４）さらなる国際化を目指し、台湾・輔仁大学と研究者の相互招

聘。根拠資料は、以下ＵＲＬ。 

http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/LATIN/workshop/index.html 
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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 学内外からの協力要請は可能な限り受け入れ、本研究センターの 

理念を実践し、現実化していきたい。 

 

 

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 本研究センターは、2 名の客員研究員を受け入れているが、任期

が１年しかなく、まとまった研究がしにくい。 

 

3-1-2 客員研究員は電子リソースへアクセスできないため、本学の貴重

な資料を研究に十分生かすことができない。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 客員研究員の任期延長の手続きを簡略化するか、あるいは、任期

を２年にできるよう然るべき部署と交渉したい。 

 

3-2-2 客員研究員の本学電子リソース利用を許可頂けるよう、しかるべ

き部署と交渉したい。 

 

※「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。 

 

 

≪研究組織≫ 

B.研究所・研究センター等の組織は、理念・目的に照らして適切なものであるか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 現状では、客員研究員には研究者番号が与えられず、科研の申請

も行えない。 

 

 

 

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 執行部に対し、一昨年、昨年、今年度と同様の問題提起をしてい  
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るが、目下のところ回答はない。外部資金の獲得はただ単に経済

上の利点ばかりか、本学全体の社会的認知度向上にも寄与する重

要な事柄なので粘り強く訴えていきたい。 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 ラテンアメリカは２０数か国からなり、歴史・文化・社会・政治

など多種多様である。専任の研究員だけではカバーできる範囲は

狭いので、客員研究員（無給）の増加をはかり、スタッフの充実

に努めたい。 

 

1-3-2 地域研究センター内で、事務体制に以下のような偏りがある。ア

メリカ研究センター（以下アメ研）とラテンアメリカ研究センタ

ー（以下ラテ研）事務職員の週当たり労働時間は、58時間。アジ

ア・太平洋研究センター（以下アジ太）とヨーロッパ研究センタ

ー（ヨロ研）事務職員の週当たり労働時間は、74時間。その差は

16 時間/週。これにより、アメ研ラテ研の事務職員はアジ太ヨロ

研事務職員よりも業務密度が随分濃くなっている。 

地域研究セン

ター委員会、教

育・研究支援事

務室および執

行部 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

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

てください 

※ 

2-1-1 昨年から２名の客員研究員を受け入れているが、その２名には学

会発表、論文執筆においても、所属を本研究センターとしてもら

っており、本センターの研究領域を拡大するばかりか、本センタ

ーのＰＲをしていただいている。 

 

 

 

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 客員研究員の受け入れを必要に応じてさらに増加していく。  

 

 

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 欧文雑誌（ＰＬ）と和文研究書（ＪＬ）、講演会等は、本研究セン  
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ターの理念・目的を具現化する重要な媒体であるが、それらの刊

行・実施が年度末に集中する傾向にあり、センターの作業工程に

多大な悪影響を及ぼす場合がある。 

3-1-2 地域研究センター内における、事務体制の偏りをなくす。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 年次計画を立て、時期的な偏りを是正する。たとえば、今年度試

験的に行ったように、出版物の刊行時期をずらすことも検討して

いきたい。 

 

3-2-2 アメ研ラテ研の事務職員の体制を、アジ太ヨロ研同様に、専任嘱

託職員１+派遣職員１+臨時職員１にし、週当たりの労働時間に偏

りがないように調整する。 

地域研究セ

ンター委員

会、教育・研

究支援事務

室および執

行部 

※「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。 

 

 

≪研究組織≫ 

C.組織の適切性について、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 欧文雑誌（ＰＬ）の外部編集委員のうち半数以上が、創刊号から

の委員であるので、入れ替えを検討する。 

 

1-3-2 大学からの予算を頼りにするだけでなく、外部資金の獲得に引き  
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続き努力する必要がある。 

 

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 欧文雑誌（ＰＬ）と和文研究書（ＪＬ）の刊行による成果の発信、

また外部機関と実施する共同講演会等により、本センターのプレ

ゼンスを高める役目を果たしている。 

１）学内の部署（人類学博物館、地域研究センター）との共催 

２）学外の研究機関(上智大学、沖縄・名桜大学)との連携 

３）非営利団体（名古屋ユネスコ協会、国連アカデミック・イン

パクト、日本マチュピチュ協会）との交流、共同講演会の開

催 

４）国際化を目指し、台湾・輔仁大学と研究者の相互招聘 

根拠資料は、以下のＵＲＬ。 

http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/LATIN/kanko/PL2013-2015.html 

http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/LATIN/workshop/index.html 

 

2-1-2 特筆すべきは、本学と上智大学とで共同で実施する世界展開力プ

ログラム（中南米）の採択（５年間、2.5億円）である。その「勝

因」は、本研究センターと上智大学イベロアメリカ研究所との間

で行われてきた共同研究ならびに、それを支えてきた本研究セン

ターの事務方の内助の功による。根拠資料は以下のＵＲＬ。 

http://www.nanzan-u.ac.jp/Menu/news/2015/150910_jigyo.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 上記の世界展開力（中南米）プログラムの予算を活用し、ラテン

アメリカの研究機関とのネットワークを強化する。 

 

 

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 一昨年まで若手研究者（大学院生含む）が中心となり、定期的に

研究会が開催されていたが、このところ活動が低迷している。 

 

3-1-2 当センターの研究内容を世界へ公開し同時に、大学の収入増に寄  
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与するため、EBSCO、PROQUEST や JSTOR との Royalty 契約を目指

す。 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 若手研究者の育成は、本研究センターの重要な仕事であり、学会

等と連絡を取り体制を建て直したい。 

 

3-2-2 学内で Royalty 契約において先行する、宗教文化研究所に助言を

賜りつつ、契約を実現したい。 

アメ研・宗文

研 

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

 

 

≪研究内容・方法・成果≫ 

A.研究目標は適切に設定されているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 昨年度から始めた共同研究、学外の機関との講演会の共同開催が

定着するまで気を緩めず、センターの重点課題としたい。 

 

 

 

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 本研究センターの活動範囲は以下のように拡大している。 

１）学内の部署（人類学博物館、地域研究センター）との共催 

２）学外の研究機関(上智大学、沖縄・名桜大学)との連携 

３）非営利団体（名古屋ユネスコ協会、国連アカデミック・イン

パクト、日本マチュピチュ協会）との交流、共同講演会開催 

４）国際化を目指し、台湾・輔仁大学と研究者の相互招聘。 

すでに、2016年度の共同開催等の予定も順調に組まれている。 

根拠資料は以下のＵＲＬ。 

http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/LATIN/workshop/index.html 

 

 

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 本年度は過去最高数の講演会・研究会等を開催した（15 件）。ま

た、外部機関との連携、地域社会貢献、研究交流を目的とした活

動を活発に行った。 

根拠資料は、以下ＵＲＬ。 

http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/LATIN/workshop/index.html 

 

2-1-2 欧文学術雑誌（ＰＬ）を 2冊刊行できた。 

根拠資料は、以下ＵＲＬ。 

http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/LATIN/kanko/index.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 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 学外の機関と協同事業を実施しようとすると、本学の手続きがす

こぶる遅れる傾向にある。 

 

3-1-2 海外の機関と連携したり、研究員の交流を実施したりする際、本

学をＰＲするための英語版冊子（大学概要、大学案内等）がなく、

不便に思うことがある。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 不手際があってはならない、という気持ちはわかるが、手続きを

もう少しスピードアップできないものだろうか。他の機関では、 

どこも即決、長くて 1週間以内には決定するが・・・。 

教育・研究支

援事務室 

3-2-2 大学概要と大学案内の英語版を製作してほしい。 学長室 

※「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。 
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≪研究内容・方法・成果≫ 

B.研究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 順調な欧文雑誌の刊行同様、和文研究書の刊行も併せて活発にし

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 和文研究書の刊行は着実に進行中である。次回刊行する成果物は、

上智大学と共同で出版予定であるが、そのために、すでに 2 回の

共同研究会を開催し、原稿の推敲段階にある。 

 

 

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 今年度は、例年 1 冊しか刊行できなかった欧文雑誌を、通常号と

臨時増刊号の 2冊を刊行できた。根拠資料は以下のＵＲＬ。 

http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/LATIN/kanko/PL2013-2015.html 

 

2-1-2 本研究センターから発信した情報に基づき、センター研究員に講

演依頼が相次いだ。根拠資料は以下のＵＲＬ。 

http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/LATIN/workshop/index.html 

 

2-1-3 本年度は過去最高数の講演会・研究会等を開催した（15 件）。ま

た、以下にみるように、外部機関との連携、地域社会貢献、研究

交流を目的とした活動を活発に行った。 

○外部機関との連携 

・支倉常長展（沖縄 名桜大学） 

・マチュピチュ展（日本マチュピチュ協会、本学博物館） 

○地域社会貢献 

・平和セミナー（名古屋ユネスコ協会、名古屋国際センター、日

本ユネスコ協会連盟） 
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・日系人高校生へのＥＳＤ活動（日本マチュピチュ協会、在名古

屋ペルー総領事館） 

○研究交流 

・文化と言語講演会（教皇庁立エクアドルカトリック大学、キト

サンフランシスコ大学） 

・研究員相互招聘/交流/言語教育（輔仁大学） 

・共同研究（上智大学イベロアメリカ研究所） 

根拠資料は、以下ＵＲＬ。 

http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/LATIN/workshop/index.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 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 国際化をめざし、今年度、台湾・輔仁大学との間で、研究者の相

互招聘を行った。こうした交流がしっかり根付くよう努力したい。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 カウンターパートとなる輔仁大学との連絡を密にし、適切な時期

に、再度、教員の相互招聘を実施したい。 

 

※「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。 

 

４．具体的な成果 

2015年度センター刊行物 

●欧文学術論文集 

Perspectivas Latinoamericanas,  No.12, 2015 

B5 版・149ページ 2015年 1月 28日 

Perspectivas Latinoamericanas,  Edición Especial “El Taki Onqoy”, 2015 

B5 版・138ページ 2015年 12月 18日 

 

以上 
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2015年度ヨーロッパ研究センター自己点検・評価報告書 

 

ヨーロッパ研究センター長 田中 実 

 

≪研究組織≫ 

A.理念・目的は適切に設定されているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《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 ヨーロッパ研究センターの現状は、公式 WEB サイトの「センタ

ー設立の経緯・目的」に以下のように記載されている通りである。 

「政治･経済・法律・社会など、さまざまな意味において大きな変

革の時期を迎えている現代ヨーロッパ。その諸国と日本との相互

理解に資することを目的として１９９１年に発足した当センター

では、２１世紀におけるヨーロッパの諸分野における動態に関す

る研究の発展と深化を極めて重要な課題ととらえています。そこ

で、ヨーロッパ研究に関する社会科学系の分野を中心とした文

献・資料の収集と整理、及びその貸出しを行ったり､内外のヨーロ

ッパ研究者を招いて公開セミナーや研究会を実施したりしていま

す。さらに研究活動やセミナーなどの成果を公刊することにより、

広く一般に現代ヨーロッパについての理解が普及するよう努めて

います。」 

 

 

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 理念・目的は適切に設定されており、これに適合した活動がな

されていることは、以下の記述の通りである（末尾の「具体的な

成果」を参照）。 

 

91



 

 

2.《2016 年度に向けた方策》更にこ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。 

 

 

≪研究組織≫ 

B.研究所・研究センター等の組織は、理念・目的に照らして適切なものであるか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 地域や研究分野のバランスを考えて、センター員を充実すべき

である。 

 

1-1-2 専任研究員又は授業担当数につき配慮がなされた兼任研究員の

実現を目指す。 

 

 

 

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

1-2-1 2016 年度より、イギリス研究（歴史）・イギリス帝国史を研究

されている大澤広晃講師をセンター研究員に迎えることとなっ

た。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 14名がセンター研究員として任命されている。真野倫平教授（フ  
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ランス文学・フランス歴史学）、ダヴィッド・クーロン准教授（フ

ランス政治・フランス憲法）、平林美紀准教授（民法）、伊藤司教

授（民法）、小林純子准教授（地域研究・教育社会学）、丸岡高弘

教授（フランス文学）、中村督講師（フランス近現代史、地域文化

研究）、太田達也教授（外国語教育学・応用言語学）、高岡佑介講

師（思想史）、大谷津晴夫教授（社会保障論）、パトリック・レボ

ラール教授（フランス文学・コンピュータを用いた文学研究）、末

道康之教授（刑法学・比較刑法学）、リチャード・ジップル教授（ド

イツ近代史）、田中実教授（ローマ法・西洋史）。さらに客員研究

員として近藤潤三愛知教育大学名誉教授（ドイツ現代史・現代政

治）をお迎えしている。いずれもヨーロッパの社会・文化に造詣

の深い研究者である。 

 

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 センター員の尽力により活発な活動が継続している（末尾の「具

体的な成果」を参照）。 

 

2-1-2 センター報への寄稿が多く、学術的にみて充実した刊行が実現

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 センターの活動をより活発・円滑にすべく、センター長及び事

務組織のより迅速な対応を目指す。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 センター長及び事務組織双方の努力もあり、より緊密・迅速な  
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連携が可能になった。今後もこの連携の維持・向上に努める。 

※「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。 

 

 

≪研究組織≫ 

C.組織の適切性について、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 組織の適切性につき、組織として検討する機会を設ける必要が

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  上記の、地域や研究分野のバランスの問題などにつきセンター

会議で話し合いの機会を設け、新規センター員の委嘱が実現した。 

 

 

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 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  
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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。 

 

 

≪研究内容・方法・成果≫ 

A.研究目標は適切に設定されているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 個々の講演会や研究会を企画するにあたり、明確な目標設定を

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  個々の講演会や研究会を企画するにあたり、明確な目標設定を

行うことをセンター会議で確認し、いずれも適切な開催が実現し

た（末尾の「具体的な成果」を参照）。 

 

 

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  
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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 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。 

 

 

≪研究内容・方法・成果≫ 

B.研究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 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 学外研究者を迎え、主催、及び共催講演会、研究会を計 6 回開

催した。定例研究会も都合 11回（第 128～138回）開催した。（末

尾「具体的な成果」参照） 

 

1-3-2 国外旅費につき、2015年度はセンター研究員 2名が各々トルコ、

イタリアに国際学会への出張を行った。 

 

1-3-3 『ヨーロッパ研究センター報』第 22 号を刊行した。（論文など

6編、共同研究中間報告 1篇） 

 

1-3-4 ヨーロッパ関連の資料の収集、整理及び貸出を行った。  

1-3-5 本センター研究員が代表を務め、地域研究センター共同研究を

新規に開始した。 
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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  センター員による定例研究会、国内外の優れた研究者による講

演会や研究会などを通じて、様々な分野でのヨーロッパ研究を深

めた。 

 

2-1-2  前年度の実績を勘案し、予算の適正な配分、効率的な費消に努

めた。 

 

 

 

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 引き続き、定例研究会に加え、学外研究者を迎え講演会、研究

会、及びシンポジウムを開催する。 

 

 

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 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。 

 

４．具体的な成果 

 

9/25(金)共催研究会（地域研究センター共同研究主催） 

報告者：丸岡高弘センター研究員 

コメンテーター：中村センター研究員、クーロンセンター研究員 

「宗教と政治のインターフェイス─宗教が政治的課題となる領域とその様態についての   

 間地域的比較研究」-シャルリー・エブド事件を考える 

 

10/15（木）主催研究会  

報告者：Elisa BERTOLINI氏（ミラノボッコーニ大学准教授） 

「集団的自衛権をめぐって最近の日本国憲法の諸問題」 
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10/16（金）主催講演会  

報告者：Elisa BERTOLINI氏（ミラノボッコーニ大学准教授） 

「Censoring the past？ Suggestions on the German, Italian and Japanese 

approach to the totalitarian past」 

 

10/26(月) 共催講演会（地域研究センター共同研究主催） 

報告者：浪岡新太郎氏（明治学院大学国際学部准教授） 

「宗教と政治のインターフェイス─宗教が政治的課題となる領域とその様態についての間

地域的比較研究」-「共和国」におけるムスリムの問題化- 

 

2/18（木）主催講演会（法学会共催） 

報告者：Urlike Babusiaux 氏（スイス・チューリッヒ大学法学部教授） 

「トポス論と法学-パピニアヌス『質疑録』における立論のあり方-」 

 

2/22(月) 共催講演会（地域研究センター共同研究主催） 

報告者：土倉 莞爾氏（関西大学 名誉教授） 

「宗教と政治のインターフェイス─宗教が政治的課題となる領域とその様態についての間

地域的比較研究」-カトリシズムとデモクラシーの間：ライシテと基督教民主主義の相克- 

 

第 128～138回定例研究会「ヨーロッパの私法基本概念研究会 Hans Hattenhauer, 

Grundbegriffe des Buergerlichen Rechts」 

 

【資料受入】（2016年 3月 31 日現在） 

図書 44 冊（和書 6 冊、洋書 38 冊） 

雑誌 19タイトル 71 冊 （和雑誌 1タイトル 0冊、洋雑誌 18タイトル 71 冊） 

【刊行物】 

ヨーロッパ研究センター報 第 22号（2016年 3月 31日発行） 

 

以上 
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2015年度アジア・太平洋研究センター自己点検・評価報告書 

 

アジア・太平洋研究センター長 蔡 毅 

 

≪研究組織≫ 

A.理念・目的は適切に設定されているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 前年度、改善すべき事項は特に示されなかった。  

 

 

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 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 アジア諸国および環アジア太平洋圏の情勢が大きく変化している

今日、この地域の理解促進のための研究を行う。 

 

1-3-2 学外の大学や研究機関との交流を図る。  

1-3-3 地域社会に交流の場を提供する。  

 

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 本センターが企画した講演会（原則として公開）には通常学外（一

般）から参加者があり、地域社会にも研究の成果を発信している。

巻末一覧を参照。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 前年度に引き続き、「地域」の概念は時代とともに変化することに

鑑み、より広い地域との関係性を視野に入れて、研究を活性化さ
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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 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。 

 

≪研究組織≫ 

B.研究所・研究センター等の組織は、理念・目的に照らして適切なものであるか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 専任の研究員がいない。また、各研究員には時間的制約がある。    ○ 

1-1-2 瀬戸キャンパスの研究員は、移動にあたっての負担が加わる。    ○ 

 

 

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 役職者が多く、時間的制約はさらに強まった。改善には至らなか

った。 

○ 

1-2-2 キャンパス統合までは引き続き負担が大きい。 ○ 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 センター研究員は、外国語学部アジア学科 3 名、総合政策学部 2

名、人文学部 1 名、経済学部 1 名の計 7 名によって構成されてい

る。いずれも研究意欲が高く、積極的に活動している。 

 

 

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 講演会の内容が豊富であった。巻末の一覧を参考。  

2-1-2 役職者が多いにもかかわらず、年 2 回のセンター会議には全員が

出席できるようスケジュールを調整し、センターの運営について

の活発な意見交換を行っている。 

 

 

 

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 専任の研究員がいない。また、各研究員には時間的制約がある。 ○ 

3-1-2 瀬戸キャンパスの研究員は、移動にあたっての負担が加わる。 ○ 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 センターレベルでの努力には限界があるため、地域研究センター

との連携を一層強める。 

   ○ 

3-2-2 瀬戸キャンパスの研究員の負担については 2017 年度のキャンパ

ス統合を待つ以外にない。 

   ○ 

※「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。 

 

≪研究組織≫ 

C.組織の適切性について、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 前年度、改善すべき事項は特に示されなかった。  

 

 

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) 

※ 
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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 センター会議で毎回、組織の適切性について議論し、検証を行っ

ている。 

 

1-3-2 〇地域研究コンソーシアム（JCAS）に加盟することを議決し、手

続きを進める。 

 

 

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 研究員 7 名にしてはすでに十分に活動しており、予算も十分に消

化している。巻末一覧を参照 

 

2-1-2 〇地域研究コンソーシアム（JCAS）に加盟することができた。  

 

 

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 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。 

 

≪研究内容・方法・成果≫ 

A.研究目標は適切に設定されているか。 

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 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 前年度に引き続き、幅広い分野での活動を行っている。  

1-3-2 海外の研究機関・研究者との学術交流の活発化を目指している。  

 

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 センター報には研究活動報告のみならず、英語と中国語の特別寄

稿 2編もあり、内容が充実していると言えよう。巻末一覧を参照。 

 

2-1-2 全センター員が講演会やシンポジウムを企画、実施し、結果報告

をセンター報に投稿するというセンター内での取り決めがあり、

全員が積極的にセンター活動に関わっている。 

 

 

 

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 研究活動が多彩で多岐にわたる反面、研究内容の集約性にやや欠

ける。 
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2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 講演会に「大テーマ」を設定してそれに近いテーマで複数の講演

会を行うことを検討する。 

 

※「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。 

 

≪研究内容・方法・成果≫ 

B.研究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 講演会が秋学期にやや偏る傾向がある。  

 

 

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 企画の制約のためか、特に改善されなかった。  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 講演会 8回、シンポジウム 1回が行われた。  

1-3-2 資料文献の収集と貸出を行った。  

： アジア・太平洋研究センター報第 10号を刊行した。  

 

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 開催した講演会・セミナーは昨年度（11 回）よりも少なかったが、

広報宣伝の努力によって学外の参加者は増えた。 

 

2-1-2 学生に対して、学問の扉を開ける誘いかけとして参加を促したと

ころ、学生の自主的参加が増えた。 

 

2-1-3 電子リソース（データベース）の購入により、紙媒体を減らすこ

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 2017年度キャンパス統合に迎え、センター員の連携を強めて、学

部学生・院生に、授業外のさらなる学習機会として参加を呼びか

ける。 

 

2-2-2 電子リソースを学外者にも閲覧できるように引き続き努力する。  

 

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 講演会が秋学期にやや偏る傾向がある。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 企画案を早めに出して調整する。  

※「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。 

 

４．具体的な成果 

【講演会一覧】 

・6 月 24日 主催講演会 

 「総中間層化時代のミクロ経済-インドネシア屋台商人の生き残り作戦-」 

 間瀬朋子氏（東洋大学社会学部社会文化システム学科助教） 

・6 月 24日 主催講演会（総合政策学部共催） 

 「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-」 

 稲垣文昭氏（慶應義塾大学 SFC 研究所上席所員） 

・10月 22日 主催講演会 

 「Transforming the culture of giving in Indonesia：the middle class Muslim, 

    crisis and philanthropy」 

 Hiliman Latief氏（インドネシア・ムハマディヤ大学研究出版社会開発センター所長） 

 

・11月 19日 主催講演会 

 「Toyotawayと MCT 経営-40年にわたる海外生産を通じて学んだこと-」 

 小林浩治氏（北海道大学新渡戸カレッジフェロー） 

・11月 20日 主催講演会   

 「『鎖国』体制下における日中交流-漂流・漂着船を通して-」 

 劉序楓氏（台湾中央研究院副研究員） 

・12月 16日 主催講演会（総合政策学部共催） 
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 「アメリカの対アジア戦略-中国との共存は可能か-」 

 中山俊宏氏（慶應義塾大学総合政策学部教授） 

・1 月 9日 主催シンポジウム 

 「史料をめぐる『冒険』-近現代中国地域史研究の場合-」 

 宮内肇氏（立命館大学准教授）・佐藤仁史氏（一橋大学教授）・ 

 山本英史氏（慶應義塾大学教授） 

・1 月 12日 主催講演会（総合政策学部共催） 

 「日中韓経済協力の意義と現状」 

 下野寿子氏（北九州市立大学外国語学部教授） 

・3 月 15日 主催講演会 

 「中国大運河の光と影-世界文化遺産に対する再認識-」 

 張強氏（中国淮陰師範学院副学長） 

 

【資料受入】（2016年 3月 31 日現在） 

図書 70冊（和書 43 冊、洋書 27冊） 

雑誌 30タイトル（324冊、和雑誌 17タイトル 243冊、洋雑誌 13タイトル 81冊） 

 

【刊行物】 

アジア・太平洋センター報 第 10号（2015年 6月 30日発行） 

 

以上 
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2015年度言語学研究センター自己点検・評価報告書 

 

言語学研究センター長 氏名 斎藤 衛 

 

≪研究組織≫ 

A.理念・目的は適切に設定されているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《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 2003年の創設以来、(i) 言語理論研究の一環としての日本語研究

を推進し、(ii) 日本語と他言語との比較を通して理論の発展に寄

与することをめざす国際共同研究を展開し、その成果を公表する

とともに、(iii) 日本語研究を基礎として国際共同研究に寄与し

うる若手研究者を育成することを目的としている。 

 

1-3-2 GLOW in Asia (アジア理論言語学会) の本部機能を担い、専門誌

Journal of East Asian Linguistics (Springer) の編集補助など

を行うことにより、アジアにおける言語学研究の活性化のために

貢献することも、本センターの目的である。 

 

 

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 研究員３名がそれぞれ科研プロジェクト (基盤研究 (C)) の研究

代表者として、統語理論、言語獲得論、対照言語学の領域で国際

的な研究を遂行している。 

 

2-1-2 2015 年度は３回ワークショップを開催した (6 月、10 月、12 月) 

が、海外から３名の発表者 (スペイン、シンガポール、アメリカ)

を迎えて、活発な議論が行われた。 
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2-1-3 2015 年には、Journal of East Asian Linguistics 第 24 巻 1〜4

号が刊行された。(論文 12編、416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 GLOW in Asia は、国立清華大学 (台湾) が第 10回大会を 2014 年

5 月に開催したが、第 11 回大会を 2017 年 2 月にシンガポール国

立大学で開催すべく、同大学の教員を中心に準備を進めている。 

 

 

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 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。 

 

 

≪研究組織≫ 

B.研究所・研究センター等の組織は、理念・目的に照らして適切なものであるか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 組織の充実が望まれるが、大学全体における理論言語学の位置付

けにも関わることであり、言語学研究センターとしては方策を考

えていない。 

 

 

 

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 研究員３名を中心とした組織であり、上記の点に関する改善は見

られないが、本センターの研究には、本学卒業生を含む国内の研

究協力者１１名が積極的に関わり、共に研究を進めている。 
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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 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 国内研究協力者の積極的な参加により、国際的にも有数の研究者

集団を構成することができている。 

 

2-1-2 12月 12 日に、国内外から 30代の研究者４名を招聘してワークシ

ョップを開催するなど、若手研究者との交流に努めている。 

 

 

 

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 若手研究者ワークショップを継続して開催し、本センターの恒常

的活動の一部とすることを検討している。 

 

 

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 ここ数年は、優れた研究成果を効率よくあげることに重きを置い

て研究組織を編成してきたため、研究協力者も実績のある 50代の

研究者が中心となっている。本研究センターのプロジェクトが継

承され、発展させられていくように、研究協力者により多くの若

手研究者を加えることを考えるべきだろう。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2016年度〜2017 年度の研究計画を立案する際に、研究組織を見直

し、新たに若手研究者に参加を要請する。 

 

※「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。 

 

 

≪研究組織≫ 

C.組織の適切性について、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 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 研究協力者の構成については、プロジェクトや研究計画の区切り

毎に見直しを行っている。 

 

 

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 名目上の研究協力者はおらず、高い専門性を有する献身的なメン

バーによる研究組織となっている。 

 

 

 

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 2016年度には、新たな研究プロジェクトを開始する予定であり、

それに伴って、組織の見直しも行う。 

 

 

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。 
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≪研究内容・方法・成果≫ 

A.研究目標は適切に設定されているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《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 年度始めのセンター会議において、年次計画を確認し、目標の実

現に向けて着実に活動を行っている。 

 

1-3-2 研究員の通常の研究活動に加えて、2011 年度より遂行してきた国

立国語研究所との共同研究プロジェクト (リーダー：村杉恵子) 

の成果を取り入れ、学部生・大学院生を対象とした『日本語研究

ハンドブック』を完成することを目標とした。 

 

1-3-3 2016年度から新規に開始する研究プロジェクトの準備を行うこと

も、本年度の課題とした。 

 

 

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 研究員、研究協力者 10 名による 13 章から成る『日本語研究ハン

ドブック』を完成し、校正作業に入っている。(2016 年秋に開拓

社から出版予定) 

 

2-1-2 ３回のワークショップ (6月、10月、12月) を通じて、今後の研

究プロジェクトに備えるべく、海外の研究者、若手研究者と意見

交換を行った。 
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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 本年度の成果に基づいて、本研究センターの新たな研究プロジェ

クトを明確な形で提示し、研究上の達成目標も明らかにして、研

究を進める。 

 

2-2-2 若手研究者を中心とするワークショップを継続して開催し、本セ

ンターを中心に活動する研究者の層を広げることも検討してい

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 本年度は『日本語研究ハンドブック』の完成を主たる目標とした

ため、研究センターとしての活動は、これまでに得られた成果の

確認と今後の研究のための意見交換が中心となった。来年度は、

具体的な研究プロジェクトを組み、独創的な研究を進めることが

望まれる。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 国立大学・研究機関の第３期中期計画に合わせ、2016 年度から国

立国語研究所と、比較統語論、言語獲得論に関する新規共同研究

プロジェクトを開始する予定である。(具体的な内容については、

2016年度前半に詰めることになる。) 

 

※「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。 

 

 

≪研究内容・方法・成果≫ 

B.研究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 研究員、研究協力者が活発に研究活動を行っており、著書 2 冊、

論文 22 編を公刊した。 

 

1-3-2 年度末に機関誌 Nanzan Linguisticsの 11号を刊行した。(論文 4

編および年次活動報告) 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

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

てください 

※ 

2-1-1 研究員の公刊論文 8 編のうち半数は海外で出版されており、継続

して国際的な研究活動を行っている。 

 

 

 

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 2014 年に研究員、研究協力者の論文集 Japanese Syntax in 

Comparative Perspective をオックスフォード大学出版会から公

刊したが、それ以来、本センターとして、研究成果をまとめた学

術書を公刊する具体的な計画を立てるに至っていない。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 来年度から国立国語研究所との共同研究プロジェクトを開始する

が、２、３年計画で、研究成果を欧米の専門誌特別号あるいは欧

米の出版社から論文集として公表することを目標とする。 

 

※「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。 
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４．具体的な成果 
 

(A) 公開コロキュアム・ワークショップ 

  1.  2015年度統語論ワークショップ (6月 27日) 

        発表者４名：研究員１名、研究協力者３名 

  2.  第 50回コロキュアム (10月 10日) 

    発表者３名：スペイン１名、シンガポール１名 (若手研究者)、研究協力者１名 

    3.  第 51回コロキュアム (12月 12日) 

  発表者４名：若手研究者４名 (うちアメリカ１名) 
 

(B)  刊行物 

  1.  Nanzan Linguistics 11, 南山大学言語学研究センター, 76pp. (3/2016) 

  2015年度の活動報告書。活動の報告に加え、論文 4編を収録。 
 

(C)  学会活動 

  1.  本センターが編集補助を行う Journal of East Asian Linguistics (Springer) の

第 24巻 

  (2015, 1〜4号, 416pp.)が刊行された。 

 

以上 
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2015年度人間関係研究センター自己点検・評価報告書 

 

人間関係研究センター長 中村 和彦 

 

≪研究組織≫ 

A.理念・目的は適切に設定されているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 規程にあるセンターの目的は開設時のもので現状に合っていな

い。 

 

1-1-2 センターのミッションは明文化されたものがあるが、浸透してい

ない。 

 

1-1-3 規程にあるセンターの目的と明文化されたミッションが一致して

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 運営会議においてセンターの目的について議論し、新たな文言を

作成した。 

 

1-2-2 ミッションについて運営会議で議論を行った結果、Web 上に掲げ

た文章「個性ある生き方と人間性豊かな社会をつくり出すために」

がミッションであるという捉え方に、研究員によって差があるこ

とが明らかになった。 

 

1-2-3 ミッションについて再検討を行ったうえで、目的との一致を検討

する必要がある。 

 

 

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 2016 年 2 月 17 日開催の運営会議において、センターの目的の新  
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しい案を審議し、運営会議案を決定した。（2016年 2月 17日開催

のセンター運営会議議事録） 

 

 

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 センターの目的は、センターの規程に関わるものであるため、2016

年度にセンター全体会議での承認を経たうえで、規定改正につい

て評議会での審議が必要となる。 

 

 

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 センターの目的の変更について正式な手続きが未完了。  

3-1-2 センターのミッションについて、対外的に示すための明文化が必

要とされている。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 センターの目的についての規定改正の手続きを進める。  

3-2-2 運営会議においてセンターのミッションについて議論する。  

※「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。 

 

 

≪研究組織≫ 

B.研究所・研究センター等の組織は、理念・目的に照らして適切なものであるか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 研究員の研鑽のための予算枠が学外で行われる研修に参加するに

は充分ではないこと。 

 

1-1-2 研究員の退職に伴い、ラボラトリー方式の体験学習を専門とする

研究員の人数が減ること。 
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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 予算枠を設け、若手のセンター研究員が学外で行われる研修にそ

の予算を使って参加した。 

 

1-2-2 2014年度の津村俊充氏の退職、2015年度のグラバア俊子氏、金田

裕子氏の退職により、ラボラトリー方式の体験学習を専門とする

研究員が３名減った。一方で、池田満氏にセンター研究員を委嘱

することにより、１名増となり、現状では、従来に対する２名減。 

 

 

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 池田満氏にセンター研究員の委嘱を行い、ラボラトリー方式の体

験学習を専門とする研究員の増員を行った。 

 

2-1-2 ラボラトリー方式の体験学習の公開講座について、新たに担当で

きる研究員が増えた（森泉哲氏が 2015年度に新たに担当した）。 

 

 

 

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 ラボラトリー方式の体験学習や人間関係論を専門とする研究員に

委嘱を行い、従来の２名減の状態を解消すること。 

 

 

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 ラボラトリー方式の体験学習や人間関係論を専門とする人材（研

究員）が数年前に比べて不足していること。 
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2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 研究員の新たな委嘱について運営会議で議論し、その可能性を探

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。 

 

 

≪研究組織≫ 

C.組織の適切性について、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 事務局スタッフ（派遣職員、臨時職員）の退職に伴って、後任を

探す際に時間がかかっていることなどの課題があること。 

 

 

 

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 週末や宿泊型の公開講座への担当を義務としない採用条件に緩和

したことで、2015年 9月に新たな臨時職員を採用することができ

た。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 組織の適切性について、毎月行われている運営会議で定期的に検

証を行った。 

 

 

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 週末開催の講座や合宿講座について、臨時職員の勤務体制に関わ

る課題をさらに検討すること。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 運営会議および事務ミーティングにおいて、事務局体制について

検討するとともに、教育・研究支援事務室とこの課題について検

討を進めること。 

教育・研究支

援事務室 

※「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。 

 

 

≪研究内容・方法・成果≫ 

A.研究目標は適切に設定されているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 本センターの研究目標の再検討を行うこと。  

 

 

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 運営会議において本センターの目的について議論を行ったが、研

究目標の議論までは至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 2015年度の研究テーマとして「体験学習」を運営会議および紀要

担当者で設定し、本センター紀要の特集とした。 

 

 

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 研究テーマとして設定された「体験学習」を特集とした紀要（第

15号）を発行した（2016年 3月発行「人間関係研究」第 15号）。 
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2-1-2 研究テーマとして設定された「体験学習」に関わる公開講演会が

開催された（2015 年 12 月 5 日開催の公開講演会「私の体験学習

をふりかえる」、「人間関係研究」第 15号, 1-33）。 

 

 

 

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

しあれば) 

※ 

2-2-1 当該年度の研究テーマを設定し、その研究活動を推進する。  

 

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 当センターの中長期的な研究目標を明確にすること。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 当センターの中長期的な研究目標について運営会議および研究会

担当で議論を行う。 

 

※「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。 

 

 

≪研究内容・方法・成果≫ 

B.研究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 研究員が共同して行う応用実践活動は増えてきているが、複数の

研究員による共同研究は少ない。 

 

 

 

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 センター主導による共同研究は行われていないが、1-3-1 にある

ような公開講演会が実施できた。 
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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 科研費の間接経費を原資として、ラボラトリー方式の体験学習の

先達による公開講演会を 12月に実施し、125名の参加者を得た。 

 

1-3-2 ４名の研究員（中村、坂中、グラバア、伊東）による単行本の出

版の他、センターの目的に一致した研究業績が各研究員によって

公表された。 

 

 

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 パートナーシップを提携している米国 NTL Institute からメンバ

ーを招へいし、組織開発に関する公開講座や公開講演会を実施し

た。この事業は 2015 年度で 7回目となり、この事業を通して、米

国の組織開発における最新の研究知見を蓄積している。 

 

 

 

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 米国 NTL Institute とのさらなる連携強化（NTL Institute が実

施している組織開発 certificate program を、当センターと共同

で日本において実施することを含めて） 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2015年度は定例研究会を 1回しか開催できなかった。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 定例研究会のあり方の検討、および、センター研究員による共同

研究が促進されるような定例研究会の実施。 

 

3-2-2 米国 NTL Instituteとの連携強化についての先方との交渉。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」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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４．具体的な成果 

・紀要「人間関係研究 第 15号」の発行（印刷部数 700冊） 

特集「体験学習」への論文：4本 

Article・研究ノート・資料・実習：3本 

公開講演会記録：2本 

・定例研究会の実施（2015年度は 1回） 

2015年 7月 29日 「Ｔグループにおけるコーディネーターの役割・機能について」 

楠本和彦氏（本センター研究員） 

・公開講座の実施（2015年度は 12講座） 

  参加者計 313 名、公開講座の事業収入 10,033,380円 

（過去の実績：2014 年度 9,252,000円、2013年度 8,018,920円、2012年度 6,571,935円） 

・公開講演会の実施（2015年度は 3回） 

2015年 6月 18日 「置かれたところで咲く」 渡辺和子氏（学校法人ノートルダム清

心学園理事長）参加者 380名 

2015年 12月 5日 「私の体験学習をふりかえる」 星野欣生氏、津村俊充氏、グラバ

ア俊子氏 参加者 125 名 

2016年 2月 28日 「組織におけるゲシュタルトの実践：原理、実践、実際」 Dr.Mary Ann 

Rainy氏（NTLメンバー）参加者 62名 

・海外からの講師招聘 

  2016年 2月 Dr.Mary Ann Rainy 氏（NTLメンバー）：公開講座「組織開発ラボラト 

リー」および公開講演会を担当 

・センター研究員による業績（センターの目的と一致したもの） 

 グラバア俊子他 (2015). 『ソマティック心理学への招待』 星雲社 

 グラバア俊子・田中深雪 (2016). 「妊娠・出産というライフイベントにおけるボディワ

ーク・プログラムの可能性―体験学習における、ソマティック・アプローチ」『人間関

係研究』, 15, 34-58. 

 石田裕久・土屋耕治  (2016). 「協同学習はラボラトリー体験学習をどう見るのか―
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2015年度経営研究センター自己点検・評価報告書 

 

経営研究センター長 奥田 隆明 

 

≪研究組織≫ 

A.理念・目的は適切に設定されているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 経営の実務を取り巻く環境は一層複雑なものとなってきてお

り、これまでにも増して課題解決型の学際研究の重要性が高まっ

ている。また、その成果を経営教育にも反映させ、新しい社会に

対応した人材育成を行っていく必要がある。そのため、経営研究

センターでは地域社会と連携しながら、課題解決型の学際研究を

推進し、社会の要請に的確に応えていく必要がある。 

 

 

 

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 経営研究センターの目的は「経営学および関連諸分野に関する

学内外の研究者ならびに企業・団体等との共同研究を促進するこ

と」（経営研究センター規定、第 2条）と定められている。経営の

実務を取り巻く環境は大きく変化するため、こうした変化に対応

するためにも、経営学とその関連分野の研究者ならびに企業・団

体の共同研究が必要不可欠である。 

 

1-2-2 これまで経営研究センターでは「公募」によって研究プロジェ

クト・ワークショップを実施してきた。また、経営研究センター

では、社会の要請に応えながら、新しい研究プロジェクト・ワー

クショップを戦略的に立ち上げる仕組みについても検討してき

た。これらの内容については「Ｂ．研究組織の適切性」の部分で詳

しく説明することにする。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 経営研究センターは、故ヒルシュマイヤー南山大学学長の提唱

により 1983 年から経営学部組織として活動を開始し、1985年に

は全学組織として設立された。こうした設立の理念に基づき、経

営研究センターの目的は、1) 経営学および関連諸分野の共同研
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究の推進、2)学内外の研究者ならびに企業・団体等との共同研究

の推進にあるとされている。そのため、経営研究センターでは、

経営学とその関連諸分野の研究者に幅広い参加を求め、新しい学

際研究を積極的に推進してきた。また、その研究成果を広く社会

に発信すると同時に、研究者と実務家との協働にも取組んでき

た。現在、この目的を達成するための具体的な手段として、研究

プロジェクト・ワークショップの開催を中心にして、講演会の開

催、ワーキング・ペーパーの発行、企業・団体の資料収集などの

活動を行っている。 

 

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 経営研究センターは 2015年度に 30周年を迎えた。2014年度に

は、これまで継続的に開催されてきたワークショップの参加者に、

その長期的な成果を振り返る特別寄稿をお願いした。2015年度に

は、これをセンター報別冊として発行した（詳しくは、「Ｃ．定期

的検証」の部分で説明する）。この特別寄稿の内容を見ると、ワー

クショップは新しい研究の展開や共同研究の立ち上げ、これに基

づく外部資金の獲得などに役立っていることが分かる。また、経

営学のような実践科学では、関連分野の研究成果をいち早く取り

入れるためにも学際研究が欠かせない。実務の課題を解決する課

題解決型研究も必要である。これらの研究成果は経営教育にも活

用され、特に大学院レベルでの教育にはこうした研究成果が欠か

せないものとなっている。 

 

 

 

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 これまで継続的に実施されてきたワークショップでは、それぞ

れ強固な研究者ネットワークを構築してきた。そして、こうした

研究者ネットワークを活用して常に高い研究成果を生み出してき

た。そのため、今後もワークショップを継続的に開催して研究者

ネットワークを維持しながら、引き続き高い研究成果を上げてい

く必要がある。 
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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 2014年度には社会の要請に応えた課題解決型の学際研究の立ち

上げを指摘したが、これについては「Ａ．理念・目的」の課題とい

うより、「Ｂ．研究組織の適切性」の課題であると考えられるため、

「Ｂ．研究組織の適切性」の部分に記述することにする。その他、

「Ａ．理念・目的」について改善すべき事項はない。 

 

 

 

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。 

 

 

≪研究組織≫ 

B.研究所・研究センター等の組織は、理念・目的に照らして適切なものであるか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 企業を取り巻く経済環境の変化によって、現在、ワークショプ

が開催されていない分野でも、新しい学際研究が必要な分野が数

多く存在する。今年度、開催された研究プロジェクト「持続可能

な開発と責任ある経営教育」やワークショップ「アジアの企業経

営」はまさにそうした社会的な要請の強い研究テーマである。し

かし、こうした新しい分野の研究プロジェクト・ワークショップ

は異なる分野の研究者や実務家を集める必要があるため、その立

ち上げがきわめて難しい。そのため、こうした新しい研究プロジ

ェクト・ワークショップを戦略的に立ち上げる仕組みを構築して

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年度には新しい研究プロジェクト「倫理的な関心と思考を

培う経営人材の可能性」が立ち上がった。これは経営倫理学の研

 

125



究者と人的資本管理の研究者が共同で立ち上げた新しい研究プロ

ジェクトである。 

1-2-2 2014年度には、講演会「桑名市が抱える行政課題～民間ビジネ

スとの連携を中心にして～」を開催した。2015 年度には、これを

契機にして運営委員会のメンバーの協力を得ながら、桑名市の課

題を取り上げた研究プロジェクトの立ち上げを試みた。しかし、

研究プロジェクトの予算執行の制約から、2015年度はこの研究プ

ロジェクトの立ち上げは見送りとなった。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 経営研究センターでは「経営学とその関連諸分野に関する共同

研究」を推進するために、研究プロジェクト・ワークショップを

開催している。企業経営を取り巻く環境は日々変化しているた

め、時代に即した研究を推進するために、「公募」によって研究

計画を選び、これらの研究を積極的に支援しながら経営研究の推

進を図っている。 

他方で、独自に講演会を開催しながら戦略的に推進すべき研究

テーマについて積極的な情報提供を行っている。また、研究プロ

ジェクト・ワークショップの研究成果を広く社会に発信するため

に、ワーキング・ペーパーの発行やセンター報の発行も行ってい

る。その他、経営研究を進めるために必要な企業や団体の情報収

集（英文アニュアルレポートや CSR報告書等）も行っている。 

 

1-3-2 経営研究センターの事業計画、予算、決算等については、定期

的に開催される運営委員会で審議を行っている。このとき、経営

研究センター規定に基づき、運営委員会は経営研究センター長と

5人の運営委員（現在、経営学部、経済学部、法学部の専任教

員）から構成され、その他に経営研究センター事務員と教育研究

支援事務室の担当者がオブザーバーとして出席している。 

また、運営委員会で諮るべき内容については、予め運営小委員

会で検討され、その後、運営委員会で報告・審議されている。ただ

し、ワーキング・ペーパーの承認などのように、適時性の高い内

容については、持ち回り審議やメール審議などで進めている。 

 

 

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 

※ 
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2-1-1 30周年特別寄稿の内容を見ると、経営研究センターで開催され

ているワークショップはそれぞれ特徴あるものが多いことがわか

る。例えば、研究者が中心になって開催されているワークショプ

の中には、国内外の研究成果がいち早く報告され、その成果が実

務に大きな影響を与えたケースが幾つか存在する。また、異なる

分野の研究者がワークショップでの研究報告や討論を契機にして

共同研究を立ち上げ、科学研究費補助金のような外部資金を獲得

して本格的な共同研究に展開したケースも多い。また、研究者と

実務家によって開催されているワークショップでは、実務の課題

が取り上げられ、その研究成果が実務に活用されるケースも多い。 

 

2-1-2 経営研究センターでは、新しい研究プロジェクト・ワークショ

ップを戦略的に立ち上げるために、講演会を活用してきた。2013

年度には、講演会「変革期にある我が国の空港整備・運用体制と

中部圏の状況」を開催して、地域社会が抱える航空・空港の課題

について情報交換を行った。また、2015年度には、中部空港株式

会社、中部圏社会経済研究所、運輸政策研究機構の協力を得なが

ら、中部圏の航空・空港政策に関する産学共同研究の立ち上げに

ついても検討した。 

 

 

 

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 これまで経営研究センターで継続的に実施されてきたワークシ

ョップはそれぞれ強固な研究者ネットワークを持っている。こう

したネットワークは決して短期に構築できるものではなく、これ

が高い研究成果や若手研究者の育成を可能にしている。今後もこ

うしたネットワークを活用して高い研究成果や若手研究者の育成

を実現するためには、これらのワークショップを引き続き開催し、

このネットワークをさらに強固なものにしていく必要がある。 

 

2-2-2 2016年度には、Tae OUMブリティッシュコロンビア大学教授を

客員研究員として迎える。Tae OUM 教授は世界航空学会の会長を

務める等、航空・空港研究の世界的権威の一人である。また、2005

年度から 5年間、ビジネススクールの JR東海寄付講座教授も務め

ている。2016年度には Tae OUM教授にも参加頂いて、新しい産学

共同研究「中部圏の航空・空港政策」を実施する予定である。 
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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 研究プロジェクト・ワークショップは経営研究センターの中心

的な活動であり、これによって経営研究センターの主な研究組織

が構成されている。そのため、研究プロジェクトの役割をさらに

明確化し、これを実現するための予算執行ができるように研究プ

ロジェクトの公募要領を見直していく可能性についても検討する

必要がある。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 最近、実施した研究プロジェクトの責任者にもヒアリングしな

がら、研究プロジェクトの予算執行にどのような問題があるのか

について整理する。その上で、新しい予算執行が具体的に可能な

のか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。 

 

 

≪研究組織≫ 

C.組織の適切性について、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・ワークショップは公募によって研究組織が

構成されている。そのため、過去に開催されたものについては、

過去の開催と比較しながら、当該年度の研究プロジェクト・ワー

クショップの特色、その成果、今後の課題などについて報告して

もらう仕組みを構築する必要がある。 

 

 

 

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 2015年度からは、研究プロジェクト・ワークショップの開催後、

1)今年度の主な研究目標と、2)研究目標に沿った成果についても

報告するように、「研究プロジェクト・ワークショップ報告書」の
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様式を変更した。こうした情報を収集することによって、当該年

度の研究組織の適切性をより客観的に判断できるようになる。 

1-2-2 2016年度からは申請段階でも、1)今年度の主な研究目標と、2)

期待される成果を記入するように「研究プロジェクト・ワークシ

ョップ申請書」の様式を変更した。これによって公募の審査段階

でも、当該年度の研究組織の適切性をより客観的に判断できるよ

うになる。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 これまでワークショップは年度毎に募集してきたため、基本的

にはその成果報告も年度毎に行われてきた。しかし、ワークショ

ップの研究成果は長期的に見ると様々なものが存在すると考えら

れる。そのため、2014年度には、これまでに継続的に開催され

てきたワークショップの参加者にワークショップの成果を長期的

な視点から振り返ってもらう特別寄稿をお願いした。2015年度

には、これをセンター報第 15号別冊（30周年特別寄稿集）とし

て発行した。 

 

 

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 センター報第 15 号別冊（30 周年特別寄稿集）の内容を見ると、

ワークショップで発表された論文は翌年以降に研究論文として刊

行されることが多く、単年度の研究成果として報告することは難

しいことがわかる。また、ワークショップでの議論がさらなる研

究の展開に役立ったという意見が圧倒的に多い。ワークショップ

での研究報告や討論が切欠となって、科学研究費補助金等の外部

資金を獲得して本格的な共同研究に展開したケースも多い。中に

は、新しい学会の設立に結びついたケースもある。 

 

2-1-2 センター報第 15 号別冊（30 周年特別寄稿集）の内容を見ると、

ワークショップでは若手研究者の研究報告も活発に行われている

こともわかる。若手研究者の研究報告は討論を通して研究レベル

の向上に繋がり、若手研究者の育成に大きな役割を果たしている。

また、ワークショップで育った若手研究者が、現在では、さらに

次の若手研究者を育成していることなども明らかになった。 
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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 30 周年記念事業は 2015 年度で完了したため、2016 年度に実施

すべき内容はない。しかし、今後も定期的に（5年または 10年に

一度）中・長期的な研究成果を振り返り、今後の方向性を検討す

ることが必要である。 

 

 

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 研究プロジェクト・ワークショップの 1)今年度の主な研究目標

と、2)期待される成果をより明確なものとし、分野の異なる研究

者や実務家にも容易に理解できる形でその内容を明示していく必

要がある。 

 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 研究プロジェクト・ワークショップの審査段階においても、1)

今年度の主な研究目標と、2)期待される成果を十分考慮しながら、

これらの明確なものを優先的に採択する。 

 

3-2-2 また、研究プロジェクト・ワークショップの報告についても、

1)今年度の主な研究目標、2)研究目標に沿った成果の記載を徹底

し、次年度以降、研究プロジェクト・ワークショップを採択する

際にこれらの情報も十分に考慮する。 

 

※「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。 

 

 

≪研究内容・方法・成果≫ 

A.研究目標は適切に設定されているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 今年度から立ち上がった研究プロジェクト･ワークショップを

含めて、今後、大きな成果が期待できるテーマについては、積極
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的に研究を推進していく必要がある。しかし他方で、経営研究セ

ンター予算にも制約があるため、大学内でこうした学際研究の重

要性について共通理解が得られるように努力しながら、当面は、

限られた予算をより有効に使う方策についても考えていく必要が

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 経営研究センターではセンター報を電子化し、印刷費の削減を

図ってきた。2015年度には、この予算でセンター報別冊（30周年

記念特別寄稿集）を発行した。また、2016年度には、この予算を

新しい研究プロジェクト・ワークショップの戦略的な立ち上げに

役立つような予算編成とした。 

 

1-2-2 これまでの研究公募では、研究プロジェクトが上限 30万円で 1

件、ワークショップが上限 25万円で 3件とされてきた。しかし、

応募される研究プロジェクト・ワークショップの中には、予算規

模は小さいものの、大きな研究成果が期待できるものも存在する。

そのため、2016年度の研究公募では、予算上限は従来通りとしな

がら、研究プロジェクトは 1 件程度、ワークショップは 3 件程度

とし、その採択件数は応募された研究内容に応じて柔軟に決定さ

れることを示した。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 研究プロジェクトについては全学に向けた研究公募を行い、そ

の中から次の研究プロジェクトを採択した。 

1) 倫理的な関心と思考を培う経営教育の探究 

この研究プロジェクトでは、経営倫理学の研究者が中心になっ

て、経営倫理の教育方法に関する情報交換や、企業が直面する新

しい経営倫理問題に関する情報交換を実施した。 

 

1-3-2 ワークショップについても全学に向けて研究公募を行い、その

中から以下 5件のワークショップを採択した。 

1) マーケティング論・産業組織論・ビジネス経済学 

2) 都市のＯＲ 

3) 国際会計研究会 

4) 消費者行動 
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5) アジアの企業経営・イスラム圏アジア諸国の経営 

1)～4)はこれまで継続的に開催しているワークショップであ

る。他方、5)は昨年度からスタートした新しいワークショップで

ある。アジアとの連携強化は経営研究センターの重要課題である

こと、経営教育においてもアジア経営は社会的な要請の強い分野

であることなどから、今年度もワークショップとして開催するこ

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 2015年度は研究プロジェクト「倫理的な関心と思考を培う経営

教育の探求」が開催された。この研究プロジェクトは経営倫理学

と人的資本管理の研究者が共同で立ち上げたものである。経営倫

理学は南山大学の経営教育の一つの特徴となっており、昨年度は

経営倫理学と環境経営の研究者が共同で研究プロジェクトを開催

している。今年度はこれに引き続き、この研究プロジェクトが開

催された。 

 

2-1-1 2014年度からスタートしたワークショップ「アジアの企業経営・

イスラム圏アジア諸国の経営」が今年度も開催された。このワー

クショップは地元企業の海外進出（特にアジア進出）が進む中で

産業界からも要請の多い研究課題の一つである。また、国際的な

研究者ネットワークの強化も経営研究センターの重要な課題の一

つである。 

 

 

 

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  2014 年度から研究プロジェクトが引き続き開催されているた

め、2016年度も研究プロジェクトの開催を積極的に呼びかけてい

く必要がある。 

 

2-2-2  これまで継続的に開催されてきたワークショップを開催し、研

究者ネットワークをさらに発展させることが必要である。また、

社会的な要請の強い分野では、新しいワークショップを積極的に

立ち上げていくことも必要である。 
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2-2-3 他方で、経営研究センターの予算も厳しい状況にあるため、大

学内でこうした学際研究の重要性について共通理解が得られるよ

うに努力しながら、当面は、限られた予算をより有効に活用する

方策についても引き続き検討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 経営の実務を取り巻く環境がさらに複雑化する中で、社会的な

要請の強い研究テーマを取り上げて、新しい研究プロジェクト・

ワークショップを立ち上げていく必要がある。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 これまで講演会では、地域社会から要請の強い研究テーマを取

り上げて、異なる分野の研究者による新しい研究プロジェクト・

ワークショップの立ち上げを呼びかけてきた。こうした新しい研

究プロジェクト・ワークショップを実施に移して、その研究成果

を地域社会に発信していく。 

 

3-2-2 これまでに開催されてきた研究プロジェクト・ワークショップ

の中でも、社会的な要請の強い新しい研究テーマが議論されてい

る。こうした研究テーマを取り上げ、新しい研究プロジェクト・

ワークショップを立ち上げる。 

 

※「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。 

 

 

≪研究内容・方法・成果≫ 

B.研究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 研究成果を広く社会に情報発信する手段の一つとして、ワーキ

ング・ペーパーは重要な役割を果たしている。しかし、現状では、

このワーキング･ペーパーの発行が少なく、必ずしも十分に活用さ

れているとは言えない。 
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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年度は次の 6件のワーキング・ペーパーが発行された。 

1)「持続可能な開発と責任ある経営教育に向かう大学の潜在力」、

髙田一樹・薫祥哲(編) 

2)“Corporate Governance and Financial Reporting in Japan : 

The Impact of Fraudulent Reporting,”Khondaker Mizanur 

Rahman and Marc Bremer 

3)「ニチハ株式会社による新たな商品価値創造への挑戦」      

伊藤秀仁・安藤史江 

4) 「 社 会 福 祉 法 人 X 会 に よ る 自 律 型 組 織 へ の 道 」          

杉原浩志・安藤史江 

5)「マリエカリヨン名古屋の感動経営のための原点回帰」       

浅井秀明・安藤史江 

6)「行政の祭りから市民の祭りへ 豊明まつりにみる即興」        

浦倫彰・安藤史江 

 

1-2-2  1)については、2014年度の研究プロジェクト「南山鼎談 2014」

に関連した論文である。また、2)については、ワークショップ「ア

ジアの企業経営・イスラム圏アジア諸国の経営」に関連した論文

である。2015年度はワーキング・ペーパーの「募集のお知らせ」

を 4月と 10 月に PORTAに掲載し、それぞれの研究プロジェクト・

ワークショップに積極的な投稿を呼びかけた。こうした呼びかけ

に応じて、これらのワーキング・ペーパーが投稿された。 

 

1-2-3 3)～6)については、ビジネス専攻でこれまで蓄積されてきたケ

ース教材がワーキング・ペーパーの形で投稿された。これまで主

にワーキング・ペーパーは研究成果を情報発信する手段として活

用されてきたが、3)～6)のような新しい活用方法についても、今

後、注目していく必要がある。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2015年度に助成対象となった研究プロジェクト・ワークショ

プはすべて当初予定通りに開催され、その研究成果は学内外に広

く発信された。 

＜研究プロジェクト＞ 

1)倫理的な関心と思考を培う経営教育の探究 

              報告数： 8  参加者数：28 
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＜ワークショップ＞ 

1)マーケティング論・産業組織論・ビジネス経済学 

報告数：12  参加者数：47 

 2)都市のＯＲ       報告数：31  参加者数：80 

 3)アジアの企業経営・イスラム圏アジア諸国の経営 

報告数： 7  参加者数：21 

 4)国際会計研究会     報告数： 3  参加者数：13 

 5)消費者行動       報告数： 5  参加者数 14 

1-3-2 2015年度は次の講演会を開催した。 

1) 産学連携によるサービス経営人材の可能性 

              報告数： 3  参加者数：16 

経営研究センターでは、これまで「観光・交通・街づくり」や

「消費者行動」などのワークショップで「サービス人材育成」に

関する研究を行い、その研究成果は経営教育に活用されてきた。

他方で 2015 年度からは経済産業省が「産学連携によるサービス人

材育成プログラム」の公募を開始した。この講演会では、このプ

ログラムに採択された 3 大学の代表者にそれぞれの取組みについ

てご紹介頂きながら、今後の大学における「サービス人材育成」

について議論した。 

 

1-3-3 『経営研究センター報（第 15 号）』を電子媒体で発行した。ま

た、『経営研究センター報（第 15 号別冊）』として 30 周年記念特

別寄稿集を発行した。 

 

1-3-4 英文アニュアルレポート 142社、CSR（企業の社会的責任）報告

書 128 社を収集した。昨年度に引き続き、これらの資料を電子媒

体で収集した。 

 

 

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 2014年度から英文アニュアルレポート、CSR報告書の他に地元

経済団体（中部経済連合会、商工会議所等）の発行している会員

用資料を収集してきた。また、南山学園は中部経済連合会の会員

であるため、2015年度はこれを活用した新しい情報収集を行っ

た。 

 

2-1-2 中部経済連合会では、2015 年度から「人材育成委員会」を立ち

上げ、産学連携による人材育成を検討している。この中で「企業
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人材プール」という仕組みをつくり、大学のキャリア教育に企業

講師を派遣している。2016 年度からこの「企業人材プール」に南

山大学も参加することとなった。 

 

 

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  上述した中部経済連合会の「人材育成委員会」では、今後、「企

業人材プール」を本格運用する予定である。このとき、キャリア

教育への企業講師の派遣だけでなく、企業見学や工場見学、イン

ターンシップの開催なども検討している。こうした委員会活動を

通して、引き続き、地元企業との産学連携による人材育成の可能

性について検討していくことが必要である。 

 

 

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 2015年度は研究プロジェクト・ワークショップの開催時期が集

中する傾向にあった。現在、これらの開催時期については研究プ

ロジェクト・ワークショップ毎に決めているが、さらに多くの参

加者を集めるためには、研究プロジェクト・ワークショップの開

催時期を調整し、全体として分散させることが必要である。 

 

3-1-2 研究プロジェクト・ワークショップでの研究報告については、

毎年、『経営研究センター報』に概要が記載されている。しかし、

研究報告の内容をさらに詳細に知ることができるように、使用し

たスライドや資料を収集、閲覧できるようにすることが望ましい。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 研究プロジェクト・ワークショップに呼びかけ、それぞれの開

催時期を調整する可能性について検討する。 

 

3-2-2 研究プロジェクト・ワークショップでの研究報告に利用したス

ライドや資料を記録として残す可能性について検討する。 

 

※「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。 
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４．具体的な成果 

研究プロジェクト 

1）「倫理的な関心と思考を培う経営教育の探究」  開催日(第 1回)：12/12 

開催日(第 2回)：3/5 

ワークショップ 

1）「マーケティング論・産業組織論・ビジネス経済学」 開催日(第 1回)：8/28-29 

                          開催日(第 2回)：1/30-31 

2）「都市の OR」      開催日：12/12-13 

3）「アジアの企業経営・イスラム圏アジア諸国の経営」 開催日：1/30                                                           

4）「国際会計研究会」     開催日：3/1         

5）「消費者行動」     開催日：3/5-6               

 

講演会 

1)「産学連携によるサービス経営人材育成の可能性」 開催日：3/3 

  講演者： 岡 良浩（四日市大学経済学部） 

    島川 崇（東洋大学国際地域学部） 

    井澤裕司（立命館大学経済学部） 

 

ワーキング・ペーパー 

1)「持続可能な開発と責任ある経営教育に向かう大学の潜在力」、髙田一樹・薫祥哲(編) 

2)「ニチハ株式会社による新たな商品価値創造への挑戦」、伊藤秀仁・安藤史江 

3)「社会福祉法人 X会による自律型組織への道」、杉原浩志・安藤史江 

4)「マリエカリヨン名古屋の感動経営のための原点回帰」、浅井秀明・安藤史江 

5)「行政の祭りから市民の祭りへ 豊明まつりにみる即興」、浦倫彰・安藤史江 

6)“Corporate Governance and Financial Reporting in Japan : The Impact of 

Fraudulent Reporting,”Khondaker Mizanur Rahman and Marc Bremer 

 

その他の事業 

1) センター報（第 15号） 

2) センター報（第 15号別冊）30周年記念特別寄稿集 

3) 資料収集：アニュアルレポートの収集(142社)、CSR報告書の収集(128社) 

4) 地元経済団体の会員用資料の収集(中部経済連合会、中部圏社会経済研究所等) 

以上 
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2015年度理工学研究センター自己点検・評価報告書 

 

理工学研究センター長 福嶋 雅夫 

 

≪研究組織≫ 

A.理念・目的は適切に設定されているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 現在の外部資金の受入れ額では、予算が不十分であり、本来の学

生支援事業が実施できない。 

 

 

 

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 受託・共同研究の受入による外部資金の獲得は学生支援事業の原

資となっている。学生支援事業をより充実させるために外部資金

をより多く獲得するため努力をしている。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 受託･共同研究を行う上で、研究者間の交流の機会も増えた。  

 

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 学生支援事業：大学院進学者の成績優秀者 5 名に研究奨励奨学費

を給付、5 名の修士論文に優秀論文賞授与、研究出張、学会参加

費の補助を行った。 

 

2-1-2 受託研究・共同研究受入：2014 年度受入数 5 件から 2015 年度受

入数 9件に増加した。 

 

： 外部資金を原資とする講演会の開催：今年度は学部生、院生、一

般向けの講演会を 2回開催した。 

 

 

 

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) 

※ 

138



2-2-1 研究奨励奨学費は、ここ数年減額して給付している。外部資金を

より多く獲得し、給付額の増額を目指したい。 

 

 

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 外部資金の受入れ額では、予算が不十分であり、本来の学生支援

事業が十分に実施できない。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 今年度公開した研究シーズ集を充実させ、理工学研究センターの

PR、受託研究・共同研究の受入を推進すること。 

 

3-2-2 研究内容について意見交換する機会などを設け、企業との交流を

推進する。 

 

※「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。 

 

≪研究組織≫ 

B.研究所・研究センター等の組織は、理念・目的に照らして適切なものであるか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 理工学部の移転に伴い、他学部の運営委員および事務局の見直し

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 運営委員会はセンター長のほか、理工学部の教員 5名、人文学部・

法学部教員各 1 名、オブザーバーの事務職員 2 名からなり、広く

学部をまたいだ構成となり、理念・目的に照らして適切である。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 キャンパス移転に際し、事務組織変更に伴う事務担当部課名の変

更、学部、研究科名称の変更に伴う、研究ｾﾝﾀｰ各種内規、取扱要

領の改正を行った。 
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1-3-2 センターの目的により合うよう、センター英語名称を訂正した。  

 

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 運営委員会は、運営委員の広く学部をまたいだ構成となり、より

広い視野で客観的な検討が可能となった。 

 

 

 

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 学内の他の研究センターの運営も参考にする。  

 

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 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。 

 

≪研究組織≫ 

C.組織の適切性について、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。  
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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 年度末の運営委員会において、委員の意見を聴取している。  

 

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、研究科長、各学科より選出された教員が運営委員である

ので、審議がスムーズである。 

 

 

 

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 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。 

 

≪研究内容・方法・成果≫ 

A.研究目標は適切に設定されているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2011年に終了した文科省推進事業プロジェクト「都市の持続可能

な繁栄のためのインフラストラクチャーの最適運用計画の策定と

普及」以来、多数の教員が参加できるプロジェクトが途絶えてい

るので、学科を中心に新しいプロジェクトを立ち上げること。 
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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 企業・研究所などとの交流を行い、共同プロジェクトの可能性を

探った。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 センターの目的は、社会との連携の推進ならびに、それによる理

工学部・理工学研究科の研究教育の活性化であり、変更はない。 

 

1-3-2 大手企業の参加する「次世代プロジェクト管理データ交換アーキ

テクチャ協議会」（PROMCODE）にセンター（代表青山教授）として

参加している。 

 

 

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 PROMCODEの成果を国際標準化するため，情報技術の国際標準化団

体 OASIS に参加し、技術仕様書を作成中である。 

 

 

 

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 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 共同プロジェクトにこだわらず、企業、研究所、研究者との交流

をはかり、委託、共同研究の可能性を探る。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 共同プロジェクト、対企業にこだわらず、広く国内外の研究者と

の交流を図り、研究者の招聘や滞在に協力し、広く理工学部、理

工学研究科の教育研究の活性化を目指す。 

 

※「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。 
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≪研究内容・方法・成果≫ 

B.研究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 社会との連携プロジェクトを立ち上げるための準備を進める。  

 

 

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 各学科にプロジェクト立ち上げ準備を要請しているが、進展は見

られていない。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 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 PROMCODE コンソーシアムと OASIS OSLC PROMCODE TCの活動： 

作成中の技術仕様書を公開している。 

https://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbre

v=oslc-promcode 

 

2-1-2 受託研究、共同研究の委託者へ成果報告がされている。  

 

 

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 技術仕様書を国際標準として年度中の国際化標準承認を目指す。  

 

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 共同プロジェクトにこだわらず、広く社会との連携の入り口とし

て、企業、研究所、研究者などとの交流をはかり、委託、共同研

究の可能性を探る。 
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2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 今年度公開した研究シーズ集をより充実させ、広く企業、研究所、

研究者との交流をはかる。 

 

※「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。 

 

４．具体的な成果 

・南山大学理工学研究センター研究シーズ集の公開 

http://www.seto.nanzan-u.ac.jp/ise/seeds/ 

・PROMCODE コンソーシアムと OASIS OSLC PROMCODE TC の活動として作成中の技術仕様書

が公開されている。 

https://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=oslc-promcode 

 

以上 
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2015年度法曹実務教育研究センター自己点検・評価報告書 

 

法曹実務教育研究センター長 加藤 良夫 

 

≪組織≫ 

A.理念・目的は適切に設定されているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《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 「人間の尊厳を基本とした倫理観を身に付け、社会に貢献できる

社会的使命感を体得した法曹」を養成すべく設立した南山大学大

学院法務研究科において、理論と実務を架橋する法曹実務の実践

的教育研究を推進することを目的として、2007年４月１日から活

動が開始された。 

 

 

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 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。 

 

 

≪組織≫ 

B.組織は、理念・目的に照らして適切なものであるか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《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 このセンターは、「法曹実務教育の研究と実践」として、①法科大

学院における学生に対する実務教育の研究、②リーガルクリニッ

ク（法律相談事業等）の実施、また「法曹実務能力向上の推進事

業」として、①法曹実務に関する教育研修の実施、②法曹実務に

関する各種講演会等の開催等の事業を行うため、外部委員を含む

運営委員会で審議されている。 

 

 

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 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) 

※ 

146



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。 

 

 

≪組織≫ 

C.組織の適切性について、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 センターの運営は運営委員会の審議（4/10、11/13 開催）に従っ

て行われている。予算は「法曹実務センター運営費」として 100

万円が認められ、これに科研費の間接経費が若干加わり、その範

囲内でこれらの活動を行ってきた。 

 

 

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 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 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。 

 

 

≪内容・方法・成果≫ 

A.目標は適切に設定されているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《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 センターにとって 9年目にあたる 2015年度も、運営委員会におい

てセンターの目的に沿った具体的な事業を展開すべく、愛知県弁

護士会の会員有志等とも連携をとりつつ、リーガルクリニック（法

律相談）としての医療事故相談、子どもの人権相談をはじめとす

る実務教育の充実や、研修会・講演会の開催等の事業を実施する

ことを計画した。 
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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 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。 

 

 

≪内容・方法・成果≫ 

B.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 年間 10 回のリーガルクリニックの実施を予定していたが、相談申

し込み件数が少なく、実施は 4回にとどまった。 

 

 

 

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 新聞折込広告等の広報活動を行ったが、前年度に引き続き、相談

申し込み件数が少なく、実施は 4回にとどまった。 

 

 

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 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 研修会 

今年度も 2015年 12月 17日に、昨年度と同様、Ａ棟の模擬法廷を

利用して、若手弁護士向けに尋問の研修を行なった。すなわち、

愛知県弁護士会の有志で構成される『医療過誤問題研究会』と共

催して、医療過誤事件を素材として、被告医師に対する反対尋問

を実践的に研修するため、若手弁護士が、医師役の弁護士を（被

告医師に見立てて）実際に尋問し、それを傍聴していた先輩法曹

が尋問の仕方等についてコメントをしたり参加者同士で意見交換

したりする方法で行った。今年度の研修会には、若手の弁護士と

司法修習生と学生が多く参加した。 

 

2-1-2 講演会 

2016年 3月 5日に、医療訴訟に関する講演会を開催した。 

2016 年 3 月 28 日に、子どもの人権に関する講演会を開催した。

法科大学院の学生、司法修習生、弁護士、教員等が参加し好評を

得た。 

 

2-1-3 模擬依頼人養成プログラム 

学生が、依頼人から聴き取り調査等をする時の面接のスキルを習

得しようとする場面で、その教育に協力される模擬の依頼人役の

方を養成する必要がある。センターでは、10 月から 11 月にかけ

てのべ７回、法科大学院におけるロイヤリングの授業の中で、模

擬依頼人養成プログラムとして、模擬依頼人に対する聴き取りの

実践に参加してもらった。本年度も本学ＯＢ数名がボランティア

で模擬依頼人となってくださり、上記ロールプレイに参加し、法

曹実務教育に協力をしていただいた。 

 

2-1-4 交流会の開催 

この地域の法科大学院の実務家教員に呼びかけて法曹実務教育に

関する経験交流会が４月 10日に開催された。 

 

2-1-5 講演録の発行 

2016年 3月に講演会の講演録 1冊を発行した。 
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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 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 リーガルクリニック（無料法律相談） 

１月と８月を除く毎月第三火曜日の午後、計 10回実施が予定され

たが、実際の相談申し込みが少なかったことから件数は子どもの

人権関係が０件、医療過誤関係が２件、家庭相談関係が２件、合

計４件のケースについて無料法律相談を行った。相談に来られる

方々には法科大学院の学生が同席すること等について予め了解を

得るとともに、同席する学生には、指導教員の所見を添えリーガ

ルクリニック受講の申込書を提出してもらい、弁護士の守秘義務

がいかに大切であるかを指導して誓約書を提出してもらった上

で、相談にこられた方の了解を得て相談に立ち会う機会を提供し

ようとしたが、今年度については学生からの受講申し込みがなか

った。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 ガイダンス等において、リーガルクリニックの受講申込書を配付

し、学生の受講意思を予め把握することで、相談申込が入った際

にすみやかに連絡をとること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。 

 

４．具体的な成果 

・リーガルクリニック（無料法律相談） 

・研修会 

・講演会 

・模擬依頼人養成プログラム 

・講演録の発行 

・交流会の開催 

 

以上 
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2015年度大学将来構想委員会自己点検・評価報告書 

 

大学将来構想委員会委員長 ミカエル・カルマノ 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 キャンパス統合に係る将来構想において、グランドデザインで示され

た方策を一部取り入れたが、グランドデザインの総括（進捗確認を含

めた中間報告）が未着手となっている。 

 

 

 

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 新学部設置構想準備、第 2期工事の実施中のため、総括（進捗確認を

含めた中間報告）を着手するに至っていない。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 南山大学将来構想委員会規程に基づき、学部設置等の組織改編、任用

人事等、将来構想関連事項を審議している。人事については、教授会

審議、評議会審議に先立つ全学的調整機関としても機能している。 

 

1-3-2 人事権を持つ組織の長を構成員とするほか、事務処理の円滑化を目的

に事務部の部長をオブザーバーとしている。 

 

 

 

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 任用人事については、全学的調整機関として機能しており、本委員会

で承認された人事案件は、ほぼすべて最終的に承認されている。 

 

2-1-2 キャンパス統合等の将来構想については、下部組織としてワーキング

グループを設置して案を作成し、これを全学的調整機関として本委員

会が議論することにより、学内の合意形成をスムーズに行うことがで

きる。 
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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 グランドデザインの総括（進捗確認を含めた中間報告）が未着手とな

っている。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2016 年度には、新学部設置準備およびキャンパス統合に向けた第 2

期工事が完了する。2017 年度以降に向けて、第 3 期キャンパス整備

計画を含めた総括（進捗確認を含めた中間報告）の作成を行う。 

 

※「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。 

 

以上 
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2015年度キャンパス整備計画委員会自己点検・評価報告書 

 

キャンパス整備計画委員会委員長 鈴木 敦夫 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 

既設建造物や既設設備・施設の整備は重要案件であり、特に築 50

年を迎えるレーモンド建築物は貴重な財産である。この歴史ある建

物の中で教育研究ができることの重要性を伝え、維持管理すること

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 「歴史ある建物の中で教育研究ができることの重要性を伝え、維持

管理する」意向を継承し、キャンパス整備計画を行っている。2018

年度から予定していた第 3 期キャンパス整備を、効率面を考慮し 1

年前倒しして 2017 年度から開始することとし、2016 年度中に改修

計画を立案することとした。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 
施設の用途変更等の承認行為が主な役割となるキャンパスマスタ

ープランの検討は、将来構想委員会に審議を委ねている。 

 

 

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 施設の利用状況を全学的に把握している。  

 

 

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。  
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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 

既設建造物や既設設備・施設の整備は重要案件であり、特に築 50

年を迎えるレーモンド建築物は貴重な財産である。昨年同様、この

歴史ある建物の中で教育研究ができることの重要性を伝え、維持管

理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 
第 3期工事に向けて、大学将来構想委員会や新棟建築委員会と連携

し、今後のキャンパス構想の整備推進を具体化する。 

 

※「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年度個人情報保護委員会自己点検・評価報告書 

 

個人情報保護委員会委員長 鈴木 敦夫 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 

契約を締結する際に、『南山大学個人情報取扱特記事項』を添付し

ている。この特記事項について、契約相手が難色を示すことがある。

より実情に則した内容に整備する必要がある。 

 

 

 

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 契約相手に、特記事項の必要性を丁寧に説明することにより、契約

書内に記載することについて、概ね了解を得られてきている。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 

個人情報保護に関する取り組みについて、リーフレットを作成し、

学生を含む全構成員を対象に配付した。また、Web ページに掲載し

ている。 

 

1-3-2 

個人情報保護に関する取り組みについて、新任用教育職員ならびに

新採用事務職員に対して、任用・採用時に説明を行った。また、新

入生に対して、入学ガイダンス時に説明を行った。 

 

1-3-3 

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律」（平成 25 年法律第 27 号）の施行に伴い、関連規程等

の見直しを行った。 

 

 

 

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 
個人情報の取り扱いについて、疑問がある場合は事務局である学長

室に事前に問い合わせを行う体制が定着してきている。 
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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 引き続き、パンフレットの掲載やガイダンスの実施など継続的に行

う。 

 

2-2-2 特定個人情報の取り扱いについて、関連課室と協力して継続的に説

明会などを実施する。 

 

 

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 

個人情報保護に関する取り組みについて、リーフレットを作成し、

毎年、在学生全員に対し健康診断受診時に配付しているが、在学生

の意識向上にどこまで繋がっているのか検証する必要がある。リー

フレット配付に加え、PORTA（南山大学ポータルサイト）で周知す

るなど対象者によって周知方法を検討すべきである。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 

新入生、新任用教育職員、新採用事務職員には、従来通り、印刷物

を配布するとともに、説明する機会を設ける。在学生に対しては、

PORTA（南山大学ポータルサイト）で周知する。 

 

※「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年度兼業審査委員会自己点検・評価報告書 

 

兼業審査委員会委員長 鈴木 敦夫 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2009年度から兼業審査委員会を開催していない。  

 

 

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 
2015年度は兼業審査委員会を 1回開催し、大学全体の兼業の現状

を確認した。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 
兼業申請・届出は、過去の事例の扱いをもとに、委員長判断によ

り委員会開催の可否を判断している。 

 

1-3-2 
兼業申請・届出について、2015年 9月から設置されたコンプライ

アンス室の確認を行っている。 

 

 

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 
構成員が兼業申請・届出を提出することについて定着してきてお

り、学外で継続的に社会貢献を行っていることが確認できる。 

 

 

 

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年度は春学期終了時および秋学期終了時に委員会を開催し、

兼業申請・届出の目的と必要性の認識について学部教授会等を通

してアナウンスする。 

 

 

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 兼業審査委員会を定期的に開催していない。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 
2016年度は、少なくとも春学期終了時および秋学期終了時に兼業

審査委員会を開催する。 

 

※「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年度コンプライアンス室自己点検・評価報告書 

 

コンプライアンス室長 丸山 雅夫 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

 

 

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

 

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 9月に立ち上げられた組織として、室長（教員の兼務）

と 1名の事務職員（現時点では派遣職員）で運営している。 

 

1-3-2  管轄事項はコンプライアンスに関わる限りは制限がないが、現

在までのところ、規程等の確認および危機管理・対応に事実上限

られている。 

 

 

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  即時的に対応可能な組織として設置・運営されており、現時点

で、運営自体に大きな問題はない。 

 

2-1-2  コンプライアンス室の活動を検証する組織として、コンプライ

アンス委員会が設置され、そこでの報告と議論を通じて、業務内

容が客観視できるものになっている。2015 年度は、2016年 3月に

委員会が開催され、半年間の活動に対する検証が行われたが、特

段の問題はなかった。 

 

 

 

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  2015年度と同様の運用および活動を継続していくことで問題は

ないと思われる。 
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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  管轄事項や事務体制をはじめ、必ずしも詰めた議論がなされず

に設置されたという面があり、運営しながら徐々に体制を確立し

ていく必要がある。 

 

3-1-2  即時的に対応可能な運用になっている反面、受付方法等が必ず

しも確立しておらず、扱った案件の処理状況が把握しにくい状態

が続いている。 

 

3-1-3 

 

より根本的には、組織全体の有り方を詰めて議論し、早期に確

立することが必要であると思われる。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1  事務体制については、7月より嘱託専任職員が配置されるため、

今後に向けた展望的な議論ができるようになる。 

 管轄事項としての規程等の確認と危機対応・管理はそれぞれに

場面と性格が大きく異なるため、活動をふたつに大別したうえで、

2名の教員を配置することが考えられる。 

 

3-2-2  受付については、規程等の確認と危機管理・対応を区別して、

受付表を提出してもらう対応を取っている。他方、特に危機管理・

対応の場面では、即時的対応が必要な案件が多いため、口頭での

依頼も多く、その関係で、処理案件と処理状況の整理に相当の問

題が残されている。 

 

3-2-3  組織全体の有り方の議論については、今後も継続的に検討を重

ねていく。 

 

※「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。 

 

以上 
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2015年度ハラスメント問題対策委員会自己点検・評価報告書 

 

ハラスメント問題対策委員会委員長 副田 隆重 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学外講師による教員向け講演会を開催し好評であったが、参加者数が

少なく（参加者数：50名）、全学的な取組みには至っていない。 

 

1-1-2 相談対応を通しての全体的な印象として、本委員会への相談、即、 

懲戒というイメージを持たれがちであり、本委員会が携わる相談の 

大半が当事者の人間関係修復を主眼とする環境調整であるとの理 

解が十分普及しておらず、本委員会の相談システムの役割・機能に 

ついて、やや歪んだ理解がなされている点があげられる。 

 

 

 

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 一般教職員・学生向けの講演会は、日程等の都合で開催することがで

きなかった(本委員会の助言相談員等を対象とする研修会については

後述)。 

 

1-2-2 新入生対象ならびに新任の教職員向けの各種のガイダンスにおいて、 

ハラスメントの基本理解と本学における相談体制、本委員会の役割・ 

機能に関する説明を行った。少なくとも 2015 年度の学生・教員間に 

おいては、相談、即、懲戒や謝罪との理解はなされていないように思 

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 9月 10 日(木) 15 時 15分から 90分間、学外講師(白石恵美子氏:本学

調停・調査委員学外委員、株式会社ハーモニークリエイション代表取

締役)によるハラスメント問題対策研修会を開催し、有益なレクチャ

ーと助言・相談員を含む委員間の意見交換等を行った。 

 

1-3-2 留学生別科教員向けの研修(9 月 1 日)、新任事務職員の研修(3 月 15

日)および新任教員研修(4 月 2 日)において、ハラスメント防止体制

や本学の取組みの状況、留意点について説明し、周知を図った。 

 

1-3-3 新入生ガイダンス、体育会リーダーズキャンプ、文化会リーダーズキ  
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ャンプ、クラブ部長・奨励クラブコーチ向けのガイダンスならびに新

任教員向けのガイダンスにおいて、社会における学生の飲酒事故の頻

発につき注意を喚起し、事故防止に向けての対応を依頼した。 

1-3-4 個々の相談案件に対して、対策委員会の審議を経つつ案件解決に向け

た取り組みを行い、16回の委員会を開催した。 

 

 

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 昨年度本委員会から学生部への働きかけにより開始された学生部・ 

学生課主催の「クラブ部長・奨励クラブコーチ懇談会」における「ハ

ラスメント講習会」を今年度も実施し(3 月 11 日)、とりわけクラブ

等における飲酒・アルコールハラスメントへの注意を喚起し、配慮を

依頼した。 

 学生部 

2-1-2 アルコールハラスメントにつき、年末、年度末、年度初めという飲酒

の機会や事故の増える時期に先立ち、ハラスメントを初めとする事故

の防止の呼びかけを学生部とともに行った(12月)。 

 学生部 

 

 

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

あれば) 

※ 

2-2-1 ハラスメント防止に関する企画の立案・実施に関し、学生部・学生 

課や保健室、キャリア支援室等の学生生活支援に関する他の組織と 

の一層の連携・協力を図る。 

 学生部、

キャリア支

援室 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 研修機会の確保に向けた積極的取組が一層重要であり、その際、多く

の教職員、学生の参加しやすい実施方法、関心に応えられる企画内容

を検討し、実施する。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 教職員向けないし学生向けの講演会につき、実施時期、内容等を早急  
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に検討・決定の上、実施に向けた作業に入る。 

※「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年度予算委員会自己点検・評価報告書 

 

予算委員会委員長 ミカエル・カルマノ 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 教育研究経費比率（教育研究経費／帰属収入）が、全国平均（文他複数学

部）に比べて低い。本学には現在の名古屋キャンパスへの移転時（1964 年）

の建物が多く残っており、それら建物の減価償却額が低いため減価償却費

比率（減価償却額／消費支出）が全国平均に比べて低い。それに伴い教育

研究経費比率も低くなっているのが主な理由である。将来的にはキャンパ

ス整備が進むにつれて教育研究経費比率は増加するが、減価償却額を除く

教育研究経費増加の対策が必要である。 

 

1-1-2 学部改組やキャンパス整備をはじめとする将来構想実現のため、第２号基

本金や寄附金など確実な資金確保が課題である。 

 

 

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 第 1期工事などの大型事業が行われ減価償却額が前年度に比べて約 117百

万円増加したことにより減価償却額比率は増加した。一方、経常費予算の

執行に関して全学的に削減努力した結果、減価償却額を除く経常費が減少

した。このことにより、教育研究経費比率は前年度とほぼ同率となった。 

 

1-2-2 第 3期工事は単年度毎の工事となる見込みであることから第 2号基本金と

せず特定預金等の形式とすることを検討している。寄附金についてはＷｅ

ｂ方式の導入により、より寄附をしやすい環境が整備されたので、増額が

見込まれる。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 補正予算は例年財務事務室から 12月上旬の提出を求められていた。予算委

員会は 12月開催がなく 2014年度までは 1月に事後審議していた。 

2015年度から 12 月開催を定例化した。（年間 7回になった）このことによ

り、予算委員会での補正予算審議が可能となった。 

 

 

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 概算枠制度はすでに各部署に周知されており、2014 年度からさらに「予算

申請限度額」を加えたことにより、執行残額見込の一部を削減し、さらに

予算額を圧縮することができた。 

 

2-1-2 事業計画や経常費など予算申請を圧縮する一方で、キャンパス整備や広報

予算など、必要な部分には重点的に配分した。 
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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 補正予算と決算を比較すると、毎年数億円の執行残額がある。ある程度の

予算残額はやむを得ない部分がある、より執行額に近い額での予算編成を

目指す。 

 

2-2-2 2017年度予算および第 3期以降のキャンパス整備計画実現に向けて、現状

と同様に必要性を精査した上でメリハリのある予算編成をおこなう。 

 

 

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 教育研究経費比率の向上を図る。  

3-1-2 中長期計画に基づく資金計画を策定する。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学部運営費や個人研究費など教育研究に係る予算の執行率向上を図り、併

せて外部資金獲得のための方策を検討する。 

 

3-2-2 学生納付金・補助金などの収入見込や、キャンパス移転・キャンパス整備

のための借入金負債など、長期財務シミュレーションをおこなう。 

 

※「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。 

 

以上 
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2015年度入学試験委員会自己点検・評価報告書 

 

入学試験委員会委員長 ミカエル・カルマノ 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 一般入試の各学部学科の試験日設定について、委員より度々意見が

提出されているが、現段階ではその改善に至っていない。 

 

1-1-2 2015 年度入試において推薦入学審査全体の志願者数は増加したも

のの、カトリック系高等学校等推薦入学審査については、志願者数

が 99名に留まり、募集人員の 141名から大きく乖離している。 

 

1-1-3 文部科学省から毎年通知される「大学入学者選抜実施要領」には、

求める学生像だけでなく、高等学校で履修すべき科目や取得してお

くことが望ましい資格等を列挙するなど「何をどの程度学んできて

ほしいか」を具体的に明示することが求められているが、本学のア

ドミッション・ポリシーは具体的な記述に至っていない。 

 

1-1-4 2015年度一般入学者合否判定について、これまで通り過年度の実績

に基づき計算した各種予測データを参考に合格者案の作成を行っ

たが、一部の学部において入学者数が大幅に超過する結果となっ

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 キャンパス統合や学部改組を踏まえ、これまでの志願状況や試験運

営体制など多角的に考慮し検討を重ねた結果、2017年度一般入試に

おいて、各学部学科の試験実施日を変更することを決定した。 

 

1-2-2 2016 年度入試ではカトリック系高等学校推薦入学審査の出願資格

に英語能力試験のスコアの基準を追加した。この出願資格を満たし

て出願した者もあったが、志願者数は 85 名と昨年度に引き続き減

少する結果となった。 

 

1-2-3 本委員会において、引き続き文部科学省通知「大学入学者選抜実施

要項」にあるアドミッション・ポリシーの記載に関する報告を行っ

たが、求められている知識やその水準などの内容を具体的な記述へ

と変更した学部はなかった。 

各学部 

自己点検・評

価委員会 

1-2-4 予測データの修正について検討を行ったが、大幅な改善には至らな  
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かった。2016年度入試の合否判定に際し慎重な議論を行った結果、

概ね入学定員を大きく乖離する学部はなかったが、一学部で定員が

未充足となった。 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2016 年度入試においては、一般入学試験の全志願者数は 25,773 名

（昨年度比+11.1%、2,571 名増）となり、過去最高の志願者数を記

録した。人文学部および外国語学部において新たに全学統一入試

[個別学力試験型]を導入したため、大きく志願者数を伸ばした。 

 

1-3-2 一部の入試種別において、英語能力試験のスコア等の活用を導入し

た。カトリック系高等学校等推薦入学審査の出願資格として活用さ

れたが、その他の入試種別では活用実績はなかった。 

 

1-3-3 一般入学試験においてＷｅｂ出願へ全面移行したことにより、出願

における利便性が向上し志願者数増の一因となった。また、志願票

などの紙資源を削減することができた。 

 

1-3-4 オープンキャンパスについて、今年度はすべての学部を名古屋キャ

ンパスで実施し、前年度より約 800名増となる 7,649名の来場があ

った。現在は、オープンキャンパスは 1日間のみの開催であり、近

年、来場者数の増加によりキャンパスの収容が飽和状態である。来

場者の安全確保と満足度向上を勘案した結果、2016年度より、2日

間の開催とすることを決定した。 

 

 

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 試験で使用する建物の老朽化が懸念されているため、新たにＢ棟・

Ｓ棟を試験室として使用し、特段の問題なく試験を実施することが

できた。運用面において若干の改善を要するものの、設備に関する

問題は大きく減少した。 

 

2-1-2 学園内連携の強化の体現として、聖霊高等学校の学園内高等学校推

薦入学審査における被推薦者の資格の見直しを行った。また、次年

度から南山学園となる聖園女学院高等学校に対し、推薦依頼を行う

こととした。 
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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 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 上限は経常費補助金不交付となる入学定員充足率を超えず、下限は

定員を充足する範囲において、合否判定を的確に行うために解決す

べき課題が生じている。 

 

3-1-2 中央教育審議会答申により「高大接続改革実行プラン」が策定され、

平成 28年度文部科学省通知「大学入学者選抜実施要項」において、

入学者選抜にあたっては入学者に求める力を多面的・総合的に評価

するよう記述されているが、本学の入学試験においてそれができて

いるかの検証・議論に至っていない。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 一般入学試験における合否判定および合格発表の時期や方法など

について、他大学の事例も参考にしながら検討を行う。 

 

3-2-2 新設予定の学部において、従来の学力試験に加えディスカッション

や面接等により受験者の能力を様々な観点から評価する入試を導

入する。将来的には、他の学部における多様な入試の実施の可能

性・実現性について検証する。 

 

※「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年度試験運営委員会自己点検・評価報告書 

 

試験運営委員会委員長 佐藤 勤 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 試験時に監督者から届く連絡の多くが設備の老朽化に起因する内

容のものであるため、試験室の設定を検討し直すとともに、使用

する棟の施設老朽化への対策が必要である。 

総務部 

1-1-2 地震等の災害発生時の対応方法について、マニュアルへの記載事

項の追加や避難経路図を試験本部に完備するなどの改善は試みて

いるが、緊急時の具体的な対応方法については明確にされていな

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 今年度から、新設された B 棟および S 棟の教室を新たに試験室と

して使用することにより、老朽化した教室の使用を少なくしたこ

とから、老朽化に起因する問題は少なくなった。しかしながら、

試験運営上使用せざるを得ない従来の試験室においては、天板の

はがれや雨漏りによる床の汚れ等の問題が引き続き発生した。 

総務部 

1-2-2 従来の監督者への周知に加え、事務職員についても対応すべき行

動指針を記したマニュアルを作成し、配付および説明を行った。

入試業務を担当する事務職員だけでなく、当日入試業務を担当し

ない事務職員の行動指針も示すことで、緊急時における対応の指

揮系統が明確となった。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 一般入学試験において紙の志願票を廃止し、Web 出願システムを

導入した。説明用の Web ページおよび Web 出願利用ガイドを作成

することで受験生への周知を図った。 

 

1-3-2 

 

一般入学試験において B棟・S 棟での試験実施に伴い、S32教室に

臨時の保健室、C 棟 1 階に案内所を新たに設置し、受験生に対応

した。 
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1-3-3 

 

昨年まで一部瀬戸キャンパスで実施していた 11月試験について、

すべての入試を名古屋キャンパスで実施した。 

 

1-3-4 一般入学試験において、試験中に照明が消えてしまうなどのトラ

ブルが発生した。発生したトラブルについては詳細を確認し、公

平かつ適正な試験実施に必要な措置を講じた。また、大学入試セ

ンター試験においては、特段の問題なく実施した。 

 

 

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 B棟・S棟での試験実施に伴い、案内掲示の追加や適切な人数を新

たに誘導員として配置することで、大きなトラブルなく試験運営

をすることができた。 

 

 

 

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 入試において初めて使用した S 棟は、受験生の案内誘導や使用の

利便性に不安要素があったため、一部の試験室について今年度は

未使用とした。次年度は、未使用とした教室が試験室として使用

しても問題ないかを検証の上、S棟の使用を拡充する。 

 

 

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 リスニングテストを一斉放送できる建物（K・M・H 棟）について

は、老朽化が既に指摘されており、試験を実施するには適切な環

境とは言えない。次年度以降、リスニングテストの試験日数が増

し重要性が高まるため、より適切な環境で実施する必要がある。 

 

3-1-2 11月試験において、試験日直前になって特別配慮に関する問い合

わせが複数あった。特別な配慮が必要な場合は、速やかに入試課

まで連絡をするよう周知できていないことが原因として考えられ

る。円滑な出願がなされることにより、入試事務が効率的に行え

るよう、「特別な配慮が必要な場合」の出願手続きに関する説明を

工夫する必要がある。 
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2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 リスニングテストの実施方法を検討し、B棟・S棟で試験を行う。

また、2017 年度竣工予定の新棟でもリスニングテストが実施でき

るよう、関連委員会とも相談の上、使用できる建物・試験室の制

限を受けない汎用性の高い運用方法を検討する。 

情報センタ

ー運営委員

会 

3-2-2 「特別な配慮が必要な場合」の出願手続きを周知徹底するため、

11月試験において「一般入学試験要項」における記載と同様の文

言を、各入試要項および推薦依頼を行っている学校への案内文書

に記載する。 

 

※「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年度入試広報委員会自己点検・評価報告書 

 

入試広報委員会委員長 三浦 英俊 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2016 年度の「オープンキャンパス」は，2015 年度の「オープンキャ

ンパス」の結果を待って，１日開催が可能か判断する． 

 

1-1-2 上南合同入試相談会や有力大学進学相談会について開催場所と開催

時期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 オープンキャンパスの開催について，キャンパス統合を視野に全ての

学部の企画を名古屋で開催したこともあり，2015 年度の参加者数が

これまでで最多の 7649名と過去最大となった． 

 

1-2-2 上南合同入試相談会や有力大学進学相談会については，開催地および

時期とも変更して実施した．上南合同入試相談会においては，新たに

ICUと同志社大学の参加を得て，名称もキリスト教系 4大学合同進学

フェアと変更して実施したところ，各会場とも前年度を大きく上回る

参加があり，本学としてブランディング効果や名古屋地区以外での知

名度向上へ繋がる効果があったと考える．有力大学進学相談会におい

ては，新規で実施した金沢会場では，全体来場者数・本学ブース来場

者ともに前年度開催地である静岡や福岡を上回る参加があった．名古

屋会場に関しては，各参加大学の意向も調整の上，実施時期を早め，

参加大学も 1校増やして実施したが，本学としては入試要項完成前の

開催となったためか来場者数はやや減少した．一方で，当初の狙いで

ある，社会科学系学部に興味があり留学にも興味がある高校生や女子

のみならず男子高校生への訴求という点では一定の効果があったと

考える． 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 広報物の作成 

『大学案内誌』『入試問題・解答集』『Real@NANZAN』『保護者パンフ

レット（With）』『南山の先生（Web）』『n-cast+（ブログ）』『クリス
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マスカード』等発行・配布と「受験生向けスマートフォン対応アプ

リ」の提供 

1-3-2 大学展・進学相談会（東海 3 県および重点地域）への参加（44 回，

本学ブース来場者 1,639名（2014年度は 45回，1,515名）） 

 

1-3-3 「学園内高校向けオープンキャンパス」実施（5 月 23 日開催 301 名

（2014 年度は 298名）） 

 

1-3-4 「高校教員対象説明会」実施（6 月 10 日開催 140 校，143 名（2014

年度は 132校，134名）） 

 

1-3-5 「受験者のための入試相談会・保護者のための大学見学会」開催 

（11月 7日実施 前者参加者人数 442名，後者 495名（2014年度前者

参加者人数 346 名，後者 393名））と受験生，保護者とも参加者数が

増加した． 

 

1-3-6 

 

高校訪問 

事務職員入試広報スタッフによる東海 3 県および重点地域での高校

訪問（重点地域春 83，秋 25，近隣地域春 72，秋 83，業務委託春 20，

秋 23，その他 12（2014年度は重点地域 130，近隣地域春 46，秋 88，

業務委託春 27，秋 25，その他 7）） 

 

1-3-7 講師派遣・大学見学 

高校へ出向いて行う大学概要説明，模擬授業等の講師派遣（講師派遣

数 141 件（2014 年度は 150 件）），高校側が本学へ来訪して学内で実

施する大学見学の受け入れ（大学見学受付件数 44件（2014 年度は 48

件）） 

 

1-3-8 交通広告(約 10点)，新聞(約 40点)・雑誌各種への広告掲出 

Web広告媒体等への大学情報掲載 

 

1-3-9 大学案内誌 

例年，80,000部を印刷･発行しているが，2012年度以降，資料請求数

は年々増え続けている．（2012：約 43000 件，2013：約 48000 件，2014：

約 53000 件，2015.2月末：約 53000件) 

資料保管・発送を管理しているシステムから，単純に年間総接触者数

の延べ人数と実人数を比較しても，重複請求が一定数あることが分か

る．（例年 9000件～11000件程度）現在は，無料で発送していること，

また，資料請求媒体も，従来の新聞・ハガキ以外に，Webやスマホ媒

体が増えてきており，気軽に資料請求できる状況がある．その結果，

一部では，複数の媒体から請求したり，家族で重複して請求するケー

スがあるのではないかと想定される． 
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1-3-10 学長室との連携 

2017 年度のキャンパス統合および新学部設置を含む改組に係る説明

会を実施（3 月 26 日開催予定）した他，大学案内誌を始めとする発

行物や大学紹介 DVDにおける広報内容の確認等連携して行った． 

 

1-3-11 その他 

・入試報告会 7 月 1日開催（121名（2014 年度 116名） 

・学生入試広報スタッフ登録者数 102名（2014年度 131名） 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

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

ださい 

※ 

2-1-1 オープンキャンパスでは全体の来場者数のみならず，模擬授業参加者

数も社会科学系学科を中心に全体で 107 名の増加があった．特に，

2017 年に名古屋へキャンパス移転する総合政策学部においては，模

擬授業への参加者数は 50名ほど，学科説明会も約 100名の増加がみ

られた． 

 

2-1-2 受験生のための入試相談会・保護者のための大学見学会における参加

者数はそれぞれ 100名程度増加した．例年，参加者の満足度は高い企

画であるが，今回，B 棟・S 棟（比較的新しい棟）の使用，受験生と

保護者が合流し易い動線の確保などから，施設についての要望やネガ

ティブなコメントは減少した．（アンケート集計結果） 

 

 

 

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 オープンキャンパスの新たな企画として，近隣住民を含む一般参加者

を対象とした公開講座を実施し，受験生だけでなく広く社会に対して

本学の研究分野にも関心を持ってもらい，本学に対する理解が深まる

ように努めたい． 

 

 

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 広告掲載については，web などの IT 媒体や新聞をはじめとする紙媒

体など，その特性や高校生への浸透を考慮して，広報戦略を立てる必

要がある．  
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3-1-2 学生入試広報スタッフの登録者数が減少しつつあり(2014 年 131人，

2015年 102 人)，広報活動を担ってくれる元気のよい学生をいかに巻

き込むか，学生スタッフの募集をより一層努力する必要がある． 

 

3-1-3 「南山の先生」のウェブサイトについてはこれまで運用して広く先生

がたの研究と教育について広報する機能を果たしてきたが，社会や受

験生に対してどの程度効果があるのか，一度見直したほうがよいので

はないか．ウェブサイトの見た目が少々古くなり，ブラウザで「戻る」

ことが難しく，閲覧者数の記録をログで取ることができない，などい

くつか問題点がある． 

 

3-1-4 オープンキャンパスについては，年々来場者が増加し，会場全体の飽

和状態が続いている．来場者の安全確保・満足度低下に懸念が生じて

いる． 

 

3-1-5 大学案内誌について，現状では，重複請求や出願に結び付かない請求

がかなりあると考えられる．これらについては印刷費および送料が発

生していることから，重複請求の防止や経費削減について対策を考え

る必要がある． 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 広告媒体に係る広報戦略について，具体的には新聞への広告を最小限

にとどめ，直接，高校へ届けられる冊子媒体や，スマホ等モバイル端

末に対応した企画などへの移行が考えられる 

Web などの IT 媒体では，アクセスログの解析等を企画戦略の検討材

料としたい．一方，紙媒体の場合は，資料請求企画でない限り，客観

的な分析が困難であるため，試験的に掲載を取りやめる等対応を行

い，精査したい． 

 

3-2-2 従来の，広く在学生全員に向けた募集のみならず，学生の出身高校や

出身地情報から「個人」に対するアプローチを展開する． 

 

3-2-3 受験生の皆様ページに「南山の先生」のダイジェスト版を作成する．

受験生の皆様ページでは閲覧件数のログを取ることができるため，企

画そのもののニーズや効果検証の材料となる．ニーズが高い，工夫に

よりさらに効果を高められる等の判断がされれば，本格的に掲載内容

や画面構成等，改修・改善へ進めたい．（逆の場合には企画そのもの

の取りやめも検討する） 

 

3-2-4 オープンキャンパスは，年々増加する来場者数に対応するため，実施  
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教室や企画を工夫し，安全確保と満足度の向上に努めたい．具体的に

は，連続した 2日間で開催し，来場者数の分散化を図る他，学科説明

会を，2回続けて行うなど，教室から溢れた参加者が次の説明会へ流

れていけるようスケジュールを工夫する．2016 年度は 2 日開催の初

年度となることから，新規･変更項目の洗い出しや準備の他，実施結

果の検証を行い，2017年度実施に活かしていく． 

3-2-5 大学案内誌 2017（2016年 5月発行）から，個人請求に対する送料を

有料化する．これにより，実際に出願に結び付かない請求や，重複請

求を防ぐことができる．  

 

※「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年度大学院入学試験委員会自己点検・評価報告書 

 

大学院入学試験委員会委員長 ミカエル・カルマノ 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 大学院入試の秋季、春季の日程について、次年度の 2016 年度入試

よりほぼ全ての研究科・専攻において 2 日間から 1 日間の日程へ

と変更となり、志願者側および実施運営側の負担は軽減されるこ

とになる。しかしながら、大学全体の見地から法務研究科を除く

全ての研究科・専攻において 1 日間の日程へと試験実施方法を変

更すべきである。 

 

 

 

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 １つの専攻を除く研究科・専攻において１日間の日程に変更した。 

（法務研究科を除く） 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 専門職学位課程以外における志願状況について、博士前期課程・

修士課程の全志願者は 92名（昨年度 102名）、合格者は 73名（昨

年度 83 名）となり、博士後期課程の全志願者は 9 名（昨年度 11

名）、合格者は 7名（昨年度 7名）となった。 

 

1-3-2 大学院入試説明会の参加者数について、第 1回目（6月 13日実施）

は 87名（昨年度 91名）、第 2回目（12月 12日実施）は 63名（昨

年度 47 名）となった。 

 

1-3-3 入試種別として、本学社会科学研究科生を対象とした他専攻推薦

が追加された。 

 

1-3-4 9月入学者の受け入れについて、検討を始めることが決定された。  
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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 本学社会科学研究科生を対象とした他専攻推薦に 1 名の志願者が

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 2015年度については年度途中からの告知となったため、2016 年度

は年度初めからの告知を行う。 

 

 

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 ９月入学者の受け入れについて、検討を始める必要がある。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 9月入学者の入学試験の実施について、各専攻において2016年度の

春学期までに導入する入試種別や日程の検討を進め、2017年9月入

学を実施する予定の専攻は、2016年内に2017年度9月入学者のため

の入試要項を2017年3月の配布を目安にして作成する。 

 

※「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年度大学院入学試験運営委員会自己点検・評価報告書 

 

大学院入学試験運営委員会委員長 中 裕史 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 大学院入試要項における科目担当者部分の訂正が 4 件発生し、訂

正紙の配付および一部の入試要項を再印刷することとなった。 

 

1-1-2 大学院入試の試験場として使用してきた EF棟の試験室について、

学部の入学試験と同様に老朽化が指摘されている。 

 

 

 

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 再印刷に至るような大きな訂正は発生しなかったが、細かな訂正

が１件あった。 

 

1-2-2 大学院入試の試験場としては全て、A・S・R 棟を使用し、新しい

教室での運営を行った。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 以下の通り大学院入学試験を実施した。 

・秋季試験 

 2015 年 7月 4 日（土）（理工学研究科のみ） 

 2015 年 9月 12 日（土）、9月 13日（日） 

・春季試験 

 2016 年 2月 20 日（土）、2月 21日（日） 

・法務研究科 

 2015 年 7月 25 日（土）、26日（日）（A日程） 

 2015 年 8月 29 日（土）、30日（日）（B日程） 

2016年 1月 7日（土）、8日（日）（C日程）※但し、志願者 0 

名のため実施しなかった。 

 

1-3-2 2017年度入試より言語科学専攻の試験日程が２日間から１日間と

なり、法務研究科を除く全ての研究科における秋季と春季入試に

ついて１日間での実施となった。 
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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 志願者側、実施運営側双方の負担を減らす観点から、試験日程に

おける改善策の提案を行い、一部の専攻にて 2 日間の日程で実施

している入学試験を、法務研究科を除く全ての研究科で次年度よ

り 1日間で実施することとなった。 

 

2-1-2 理工学研究科の入学試験について、初めて名古屋キャンパスで実

施の上、S 棟を試験場として使用することとしたが、円滑に実施

運営することができた。 

 

2-1-3 法科大学院の入学試験について、初めて A 棟を試験場として使用

することとしたが、円滑に実施運営することができた。 

 

 

 

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 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 大学院入試要項における科目担当者の氏名に誤字があり、シール

を貼付して訂正作業を行った。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 特になし。※2016年度からは科目担当者はＷＥＢページとパンフ

レットには掲載するが、入試要項に掲載しないこととなった。 

 

※「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。 

 

以上 
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2015年度学生委員会自己点検・評価報告書 

 

学生委員会委員長 松田 京子 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 名古屋キャンパス通学時の山手通門の利用のさらなる促進、学生

の登下校時の歩行マナーの向上 

総務課 

1-1-2 コンビニエンスストアを含む近隣住宅地への迷惑駐車の対策 総務課 

1-1-3 学生交流センター委員会とのさらなる連携強化、学生交流センタ

ーの学生スタッフの養成強化 

学生交流セ

ンター委員

会 

1-1-4 定期試験における不正行為防止のためのさらなる対策強化 教務部 

教務委員会 

 

 

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

1-2-1 ・学生部は、4 月初頭に交通マナー向上キャンペーンを、学生課

をはじめとする全学の事務職員の方々とともに実施。 

・新入生ガイダンス、体育会入会式、文化会リーダーズ・キャン

プなどでの学生部長からの口頭での注意喚起、また学生用ポル

タでの全学生に対する注意喚起を繰り返し実施。 

・2015度からの新たな対策として、体育会全体会での学生部次長

からの指導を実施。 

以上の結果、特に秋学期において、学生の交通マナーに関する

外部からの苦情は減少した。しかし山手通門の利用をせずに住宅

地を通って通学する学生も依然として多いため、継続的な対策の

実施が必要。 

名古屋キャン

パス各課室 

 

1-2-2 総務課の協力のもと、山手通門対面のコンビニエンスストアへの

迷惑駐車防止に関する看板を拡大した結果、抑止力は一定程度、

向上。 

総務課 

1-2-3 学生交流センターの学生スタッフは、2014 年度の 17 人（名古屋

キャンパス 14人、瀬戸キャンパス 3人）から、2015 年度は 25人

（名古屋キャンパス 21人、瀬戸キャンパス 4人）へと大幅に増加。 

学生交流セン

ター委員会 
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1-2-4 2015年度の定期試験においては、名古屋キャンパスで春学期 0件、

秋学期 4 件（2014 年度は春学期 0 件、秋学期 1 件）、瀬戸キャン

パスで春学期 0件、秋学期 1件（2014 年度は春学期 1件、秋学期

2件）であった。 

春学期は両キャンパスとも 0 件であったため大いに改善されたと

思われたが、秋学期に集中して 5 件発生した。そのうち 3 件はス

マートフォンを使用した不正行為であり、この点への対応も含め

て、さらなる対策強化が必要。 

教務部 

教務委員会 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 委員会の開催 

・学生委員会：計 12 回（うち 2回は臨時）開催 

・奨学生選考委員会：計 11回開催 

 

1-3-2 学生委員会管掌事項 

大学行事：上南戦＝上智大学で開催。6月 5日～6月 7日に 31

競技を実施。 

     大学祭＝10月 31日～11月 3日、「プラネタリウム」

をテーマに開催 

     聖南祭＝11月 1日「Re;creation」をテーマに開催 

     降誕祭＝12月 11日に開催 

その他、審議内容： 

課外活動団体の登録、課外活動団体に対する各種援助（課外

活動団体育成援助金、器具・備品援助、学外団体加盟費等援

助、全国大会参加費等援助）、問題のあった課外活動団体への

指導、学生部長表彰選考、学生の懲戒等の案件を審議。 

 

1-3-3 奨学生選考委員会管掌事項 

審議内容： 

本学奨学金採用者、学外各種奨学金推薦対象者の選考に関す

る事案、本学または日本学生支援機構から奨学金貸与を受け

る学生への学業成績処置基準による激励・警告等の処置に関

する事案等を審議。 

 

1-3-4 学生交流センター委員会との連携 

・学生交流センターの活動状況について、学生交流センター委員

会報告という形で、学生委員会にて周知。 

・学生交流センターの主催行事「南山の授業について話そう」に

ついて、学生委員会は FD委員会とともに共催として協力。 

学生交流セン

ター委員会 
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1-3-5 保健室との連携 

・保健室主催講演会「薬物乱用防止について」に関して、学生委

員会は共催として協力。 

保健室 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

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

てください 

※ 

2-1-1 適切な委員会運営 

・各種事項に十分審議を行い、特に懲戒や課外活動団体の降格等

の重要案件については時間をかけて慎重に議論を行う等、適切

な委員会運営を実施 

・委員による各学部教授会でのアナウンス 

 （新給付型奨学金などについては、教員への周知徹底をはかり、

教員から学生への周知を促すことで、情報の浸透に貢献） 

 

2-1-2 新給付型奨学金制度の定着 

・新給付型奨学金の応募者は、202 名(1 年生～3 年生対象、2014

年度は 1 年生、2 年生対象で 150 名、2013 年度は 1 年生のみ対

象で応募者 75名）であり、新給付型奨学金に関する情報は、奨

学金を必要とする学生の間に順調に浸透している。 

 

2-1-3 未成年飲酒防止への取り組み 

・課外活動団体を中心に、未成年飲酒防止に関する指導を行った

結果、懇親会を開催する際、幹部から参加者に必ず注意喚起を

行う、もしくは未成年と成年の席を分けるなど、各団体で未成

年飲酒防止に関する意識の向上がみられた。 

（根拠は各課外活動団体からの集合行事申請書等） 

 

 

 

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(も

しあれば) 

※ 

2-2-1 なし  

2-2-2 新給付型奨学金は、2016年度で導入から 4年目となるが、学生へ

の周知をさらに徹底してはかるとともに、完成年度をむかえるた

め、具体的な運用実績にそくして４年間の検証を行い、問題点が

発見された場合は、速やかに改善策を検討する。 
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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 名古屋キャンパス通学時の山手通門の利用のさらなる促進、学生

の登下校時の歩行マナーの向上 

総務課 

3-1-2 コンビニエンスストアを含む近隣住宅地への迷惑駐車の対策 総務課 

3-1-3 定期試験における不正行為防止のためのさらなる対策強化  

3-1-4 2014年度より応募型の新制度となった同窓会奨学金の定着  

3-1-5 名古屋キャンパスにおいて増加している駐輪場でない場所への駐

輪の防止など、学生の駐輪マナーの向上 

 

3-1-6 学生の SNSをはじめとしたインターネットの利用マナーの向上  

3-1-7 問題のあるアルバイトに関する学生の意識の向上  

3-1-8 昼休みの食堂の利用マナーの向上と混雑緩和  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 ・新入生が入学する 4 月初頭に交通マナー向上キャンペーンを、学

生部は各課室の事務職員と協力して実施する。 

・学生向けポルタでの注意喚起、口頭での指導、全学向けのアナウ

ンス等を適切な時期に繰り返し行う。 

名古屋 キ

ャンパ ス

各課室 

3-2-2 総務課と連携して警備員の巡回強化を適宜、依頼するとともに、学

生への注意喚起を継続して行っていく。 

総務課 

3-2-3 不正行為の誘発を防ぐ対策など、定期試験の運営に関連する部分に

ついては教務部・教務委員会と連携し、不正行為防止の方策を検討

していく。 

教務部 

教務委 員

会 

3-2-4 同窓会奨学金は、2014年度は応募者が 23名であったのに対し、今年

度は応募者 14名と減少した。来年度は 4年生の指導教員に協力をあ

おぐ等、奨学金を必要とする学生への情報周知の方策について、さ

らに検討していく。 

 

3-2-5 総務課と連携して警備員の巡回強化を適宜、依頼するとともに学生

用ポルタ等を通じて、学生に対して駐輪場の場所の周知徹底をはか

り、駐輪マナーの向上を呼びかける。 

総務課 
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3-2-6 SNS等への書き込み等、インターネットを利用する際の注意点につい

て、2016年度から『学生生活案内』に記載。 

適切な時期に、学生用ポルタでの注意喚起を行っていく。 

 

3-2-7 学生用ポルタでの注意喚起および口頭での指導を繰り返し行ってい

く。 

 

3-2-8 学生に対して混雑時の食堂の利用マナーの向上を掲示等で呼びかけ

るとともに、昼休みに飲食を認める教室（現在は名古屋キャンパス、

瀬戸キャンパス各１教室）の見直しを行い、学生の食事環境の改善

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。 

 

以上 
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2015年度保健管理委員会自己点検・評価報告書 

 

 保健管理委員会委員長 岡田 暁宜 

  

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2015年度には、2017年度の保健センターの設置に向けて、さらに

具体的な内容を検討する必要がある。 

 

1-2-1 2015年度には、キャンパス移転の過渡期（2015 年度と 2016年度）

における両キャンパスの保健管理、学生相談、障害学生支援につ

いて柔軟に対応する必要がある。 

 

 

 

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 2015年度には、将来構想委員会を経て、第 1回保健管理委員会に

おいて設置が承認された、保健センター設置準備委員会で保健セ

ンター設置に向けた検討が行われた。 

 

1-2-2 2015年度は、キャンパス移転の過渡期の前半であり、保健管理、

学生相談、障害学生支援のそれぞれの活動について、現場レベル

で柔軟な対応が行われた。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2015年度に、保健センター設置準備委員会は、計 6回開催された。  

1-3-2 保健管理、学生相談、障害学生支援における両キャンパス間の連

携を推進するために、両保健室間で情報共有のためのミーティン

グ（毎週 1時間）で行った。さらに 2016 年度からの障害者差別解

消法の施行に向けて、すべての教員を対象にした FD研修会を企画

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 2015 年 11 月にまとめられた保健センター設置準備委員会の「中

間報告」は、11月に保健管理委員の確認を経て、大学協議会で報
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告され、2016年 2月にまとめられた保健センター設置準備委員会

の「最終報告」は、第 2 回保健管理委員会の承認を経て、大学協

議会で報告された（保健センター設置準備委員会「中間報告」お

よび「最終報告」）。 

2-1-2 特に 2015年度からキャンパスを移転する理工学部の学生への対

応の申し送りなどを含めて、情報共有のためのミーティングを（毎

週１時間）で実施した（NNC/NSC保健室連携ミーティング議事録）。

さらに 2016 年度からの障害者差別解消法の施行に備えた教員を

対象にした FD研修会を計 10回開催した（「障害のある学生への合

理的配慮に関する教員研修」の実施の報告） 

 

 

 

2.《2016 年度に向けた方策》更にこ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年度には、2017 年度から保健センターの活動を円滑に開始で

きるように、2015 年度に引き続いて、情報共有のためのミーティ

ングを含めて、関係者と随時連携しながら、保健センター設置に

向けた準備を進めてゆきたい。 

 

2-2-2 2016年度は、キャンパス移転の過渡期の後半であり、キャンパス

統合の前年にあたるので、両キャンパスの保健管理、学生相談、

障害学生支援について、柔軟かつ丁寧に対応してゆきたい。 

 

 

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 2017年度から保健センターの活動を円滑に開始できるように、保

健センター設置準備委員会の「最終報告」に基づいて、人員面、

施設面、運営面などの準備を具体的に進める必要がある。 

 

3-1-2 2017年度からのキャンパスの完全移転に伴って、保健管理委員会

の委員の構成についてもあらためて検討する必要がある。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 
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3-2-1 2016年度には、2017 年度から保健センターの活動を円滑に開始

できるように、保健センター設置準備委員会の「最終報告」に基

づいて、人員面、施設面、運営面などの準備を具体的に進めてゆ

きたい。 

 

3-2-2 2017年度からのキャンパスの完全移転に伴って、保健管理委員会

の委員の構成についてもあらためて検討してゆきたい。 

 

※「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 
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2015年度教務委員会自己点検・評価報告書 

 

教務委員会委員長 林 尚志 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 非常勤講師を含めた「Web入力体制」への移行 

＊ 2012 年度に開始した「シラバスの Web 入力」に関し、未だ非常

勤教員の多くからは、十分な協力が得られていない 

・協力の前提となる Webアカウント取得に手間がかかる 

  ・現状では、彼らの大半がエクセルファイルを教務課に提出し、

教務課員がその入力を代行している状況 

＊ 2015 年度に試行予定の「成績報告の Web 入力」についても、同

様に、非常勤講師による協力が不十分となる可能性が高い 

 

 

 

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 「Web入力体制」への移行に向けた取り組み 

＊ 非常勤講師による“有効なアカウントの取得”に向けた支援 

・懸案であった「非常勤講師による Web アカウントの取得」、「パ

スワード期限切れに伴うアカウント失効」等の解決に向け、情

報センター事務室の協力を得て、春・秋両学期において、(ｱ)

事務手続き上の“待ち時間短縮策”、(ｲ)「“パスワード期限切れ”

の予告メール」の“本人指定アドレス”への送付、等の対応策

を実施した 

＊ 非常勤講師による“有効なアカウントの取得”の状況 

・この結果、秋学期の時点で、非常勤講師全 289名中、93%にあた

る 268 名がアカウントを取得済みとなったが、期限切れ等の無

効者が 53名おり、アカウント有効者は全体の約 74%の 215名に

とどまった 

＊ アカウント未取得者等への対応 

・これらアカウント未取得者、無効者等につき、「シラバスの入力」

に関しては、従来通り、「エクセルファイルを教務課に提出し、

教務課員がその入力を代行」という形で対応した。また、「成績

報告の入力」に関しては、成績報告書（紙媒体）を送付する形

で対応した 

情報センタ

ー事務室 
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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 委員会の目的、管掌、構成員等 

 ＊ 目的： 学部教授会との連携のもと、教務関連事項を運営する 

 ＊ 管掌： 単位認定、定期試験、時間割編成等に関する事項。教務

関連諸規程の整備に関する事項。 

＊ 構成員： 教務部長（兼教職センター長）、教務部次長、教職副セ

ンター長、学部選出委員、および教務課長［オブザーバ

ー：学務部長］ 

 

1-3-2 委員会の開催と審議・報告内容 

＊ 委員会： 5月の第 1回から原則 1回（8月、10月、3月を除く。

7月と 2月は各 2回開催）の計 11回開催。 

＊ 審議・報告内容： 入学者や帰国留学生の単位認定、外国語検定

試験による単位認定、単位互換事業開放科目の単位認定、定期

試験の運営、追試験認定、教務関連諸規程の制定や改正、カリ

キュラム改正、履修中止申請結果、成績報告・疑問調査・訂正、

課程資格修了者認定など。 

 

1-3-3 クォーター制導入（2017年度）に向けた対応 

＊ カリキュラムおよび履修要項の作成 

・学科ごとに、クォーター制に対応した「2017 年度カリキュラ

ム」および「2017年度履修要項」の各素案を作成 

＊ カリキュラム・ツリーの作成 

ｱ) 全学科で、「現行のカリキュラム」に基づいた「カリキュラム・

ツリー」を作成し、すでに本年度秋学期から Web上で公開して

いる 

ｲ) 2017 年度に向け、各学科の CP（カリキュラム・ポリシー）と

の整合性・体系性をさらに高めた形で、「2017年度カリキュラ

ム」に基づく「新たなカリキュラム・ツリー」を作成する取り

組みに着手 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

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

ださい 

※ 

2-1-1 適切な委員会運営 

＊ 各種事項につき、十分に審議を行う等、適切な運営が実現 

＊ 委員による各学部教授会等でのアナウンス 

教務委員会審議・報告事項およびクォーター制導入（2017年度）に
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向けた各事項に関して教員への周知徹底を図り、これら事項に関す

る取り組みの改善に貢献） 

2-1-2 単位認定（帰国留学生の単位認定等） 

＊ 昨年度に作成した「留学単位認定申請チェックリスト」を活用

し、単位認定申請等の手続きにつき、大きな問題なく進めるこ

とができた。 

 

2-1-3 クォーター制の導入に向けた対応 

2017年度に向けた対応を進めている 

 

 

 

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 前年度と同体制での運営を予定 

＊ 「適切な委員会運営」「単位認定」および「クォーター制の導入に

向けた対応」につき、引き続き取り組む 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 非常勤講師を含めた「Web入力体制」への移行 

＊ 情報センター事務室の協力を得て今年度実施した各種の対応策

により、非常勤講師による“有効なアカウントの取得率”は徐々

に高まっているものの、秋学期の時点で、未だ約 74％にとどま

っている 

情報センタ

ー事務室 

3-1-2 「成績訂正」に関わる案件 

＊ 昨年度に作成した「成績訂正に関わるフローチャート」を活用

し、手続きの流れとしては、以前よりもスムーズに進めること

が可能となった。 

＊ ただし、春学期について、成績訂正が生じた件数に注目すると

（本年度秋学期については未集計）、名古屋キャンパスにおい

て、本年度は「転記ミスのため、1 科目で 52 件生じた」という

案件があり、昨年度の計 32 件から、今年度は計 76 件へと大幅

に増加する結果となった。 

＊ 秋学期については、特に「卒業年次生に関する成績訂正」が生

じると、大学評議会で承認された卒業確定者数の変更につなが

る可能性もあるが、本年度は、このような卒業確定者の変更に

関わる事案が複数件発生してしまった 
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3-1-3 定期試験における「“一部持込可”の参照物指定」のあり方 

＊ 春・秋両学期の定期試験において、「“一部持込可”の参照物指定」

の計 4科目に関し、(ｱ)不正行為とされた事案（2件）、および、

(ｲ)不正行為として摘発されたものの、「試験運営上、学生からみ

た公平性が確保されていなかった」として、不正行為とはされな

かった事案（2件）が発生した 

＊ 上記(ｲ)と関連し、学生委員会および協議会において、「“一部持

込可”の参照物を限定する際の不明瞭さ」等の問題点が指摘され

るとともに、「定期試験の運営における“学生からみた公平性”

の実現」に向けた対応が強く求められた 

学生委員会 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 「Web入力体制」への移行に向けて 

＊ 来年度も、情報センター事務室の協力を得て“待ち時間短縮策”

等の対応策を継続し、「“有効なアカウント取得率”のさらなる

向上」をめざし、粘り強く取り組みを続ける 

情報セン

ター事務

室 

3-2-2 「成績訂正」案件の減少に向けて 

＊ 教員各位に対し、厳正・慎重な成績評価をお願いする。 

＊ 特に、「卒業年次生に関わる成績訂正」が生じないよう、万全を

期して成績評価を行うよう、ご協力をお願いする。 

 

3-2-3 定期試験における「“一部持込可”の参照物指定」のあり方の検討 

＊ 「“一部持込可”の参照物指定」に関わる試験運営上の問題点を

確認するとともに、①「“一部持込可”の参照物指定」を今後と

も認めるべきか、② 上記①を今後も認める場合、“学生からみ

た公平性”の実現に向け、どのような方法が可能か、といった

点に注目しつつ、今後の対応策を検討する 

学生委員

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。 

 

以上 
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2015年度全学カリキュラム委員会自己点検・評価報告書 

 

全学カリキュラム委員会委員長 中 裕史 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 メイル協議資料「2014年度全学向け担当状況について」によると、

全体の充足率は 2013 年と比較してほぼ横ばいであるが、12学科で

充足率が下降しており、改善が必要である。 

 

1-1-2 本委員会から各学部教授会および共通教育委員会に開講の要請を

行っているが、2015 年度における国際科目群の開講科目数は 58 科

目で、ほぼ横ばいであり、効果があがっていない。 

 

 

 

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 第 2回協議資料 1「2015年度全学向け担当状況について」によると、

全体の充足率は 2014 年度と比較して、2.3%下降したが、充足率を

満たす学科（含むセンター）は 6学科から 7学科へ増加した。 

 

1-2-2 2016 年度の国際科目群の開講科目数は 61 科目で、若干効果が上が

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 目的：建学の精神に合致した教育を円滑に実施するため、全学的な

視野から共通教育科目（全学向け科目）の開設および編成に

関する基本事項を協議し、学部共通科目および学科科目との

調整を図る 

管掌：１）共通教育科目の開設および編成に関する基本事項 

２）共通教育科目に関する人事計画の基本事項 

３）共通教育科目と学部共通科目および学科科目との調整 

４）その他授業科目に関する学長の諮問事項 

構成：教学担当副学長を委員長に、学部長、教務部長、教務部次長、

宗教教育委員会委員長、外国語委員会委員長そして学務部長

から成り、オブザーバーとして英語教育センター長が参加 

 

1-3-2 委員会の開催と協議・報告内容 

5月と 6月、10 月、11 月および 2月の計 5回委員会を開催し、次の

共通教育委員

会 
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事項について協議・報告を行った。 

・非常勤講師担当少人数登録科目の開講取り消しについて 

・全学向け科目の担当状況、非常勤講師委嘱状況について 

・全学向け科目の登録状況について 

・共通教育履修要項の改正 

・単位互換制度および検定試験による単位認定 

・国際科目群に指定された科目の成績状況および登録状況について 

1-3-3 2017年度に向けた協議事項 

・キャンパス統合後の共通教育科目のあり方について 

・共通教育英語科目について 

・共通教育科目指定コマ編成方針について 

・「南山大学全学カロキュラム委員会規程」の改正について 

共通教育委員

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 第 3回委員会協議資料 3「本学における 2017年度からの共通教育カ

リキュラムのあり方について」、「2017年度以降の共通教育英語科目

について」および第 4回委員会協議資料 2「2017年度共通教育科目

指定コマ編成方針について」に基づき、2017 年度以降の共通教育科

目のあり方、履修方法、コマ配置（素案）を明らかにすることによ

り、2017年度以降の各学科における共通教育の履修方法の検討が進

んでおり効果がある。 

学部教授会 

共通教育委員

会 

2-1-2 第 5 回委員会協議資料 1「全学カリキュラム委員会規程の改正につ

いて」により、情報センター長が 2016 年度よりこの委員会の委員

になることにより、2017年度以降の共通教育 1年次必修科目に対す

る体制を確立した。 

 

 

 

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 共通教育委員会と連携し、2017年度以降の共通教育に係る事項につ

いて各学部との調整を図る。 

共通教育委員

会 

 

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 第 2回協議資料 1「2015年度全学向け担当状況について」によると、

充足率を満たす学科は増加しているものの、全体の充足率は若干で

あるが、下降している。 

 

3-1-2 第 4 回協議資料「2017 年度共通教育科目指定コマ編成方針につい

て」により共通教育科目の配置案を提示したが、クォーター制の大

原則である「月・木および火・金の同一時限」から外れた科目があ

る。 

共通教育委員

会 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 全学向け科目の担当は学部・学科に割当てているが、実際は科目コ

ーディネーターに拠るところが大きい。そのことから、2017 年度よ

り教務部長から学部長・学科長に対し、全学向け科目の担当コマ数

を依頼し、学科長が取りまとめの上、担当者を決める形式に変更す

ることにした。これを受けて、2016 年度よりテーマ科目等委員会に

学部選出委員を追加する。 

学部教授会 

共通教育委

員会 

3-2-2 指定コマ配置案の対象を共通教育科目から全科目に広げ、大原則に

基づくコマ配置案を作成する。 

 

※「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年度共通教育委員会（名古屋キャンパス）自己点検・評価報告書 

 

共通教育委員会（名古屋キャンパス）委員長 林 尚志 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 共通教育科目の運営に関わる全学的な支援・協力体制の不備 

＊ 各学部学科が、共通教育科目の担当に必ずしも協力的ではない

中、各コーディネーターが苦労を重ねて「非常勤講師担当比率

の抑制」を実現 

各学部 

 

 

2．現状（2015年度）の説明(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、状況はあまり改善せず 

＊ 各コーディネーターが苦労を重ねて「非常勤比率の抑制」を実

現 

 

1-2-2 2017 年度に向けては、前年度に引き続き、「全学的な支援・協力体

制」のあり方について検討を重ねた 

＊ 前年度の「WG中間報告」(2014.12)に修正を加え、今年度は「共

通教育 WG：最終報告(Ver.2)」（2015.5）を作成し、その中で、

「小委員会制案」（現行の「コーディネーター制」からの移行

案）を提案した 

＊ なお、この「小委員会制案」は、その後、副学長をリーダー

として作成された「共通教育検討 WG中間報告（案）」(2015.7)

でも示された 

各学部 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 委員会の管掌事項、構成員等 

＊ 目的：全学カリキュラム委員会、各学部教授会、瀬戸 C 共通

教育委員会との連携のもと、共通教育科目に関わる諸事項を運

営する 

＊ 管掌事項等：名古屋 C 共通教育科目の編成、担当者、時間割

および履修に関する事項 

＊ 構成員：教務部長、教務部次長、外国語委員会選出委員、人

間の尊厳科目委員会選出委員、テーマ科目等委員会選出委員、

キャリアサポート委員会選出委員、名古屋キャンパス各学部選

 

197



出委員、および教務課長 

1-3-2 

 

開講コマ数、非常勤担当比率等 

＊ 開講コマ数、非常勤担当コマ数、受講者数（いずれも共通教育

科目全体 & 春秋両学期の合計数）の過去 3 年の推移は以下の

通り［今年度第 2 回報告資料 10、第 8 回審議資料 5 等に基づ

く］ 

          2013年度  2014年度  2015 年度 

・開講コマ数     1157     1149         1275  

・非常勤担当コマ数   616       647          710 

・非常勤比率     53.2％    56.3％        55.7% 

 

1-3-3 クォーター制導入（2017年度）に向けた対応 

＊ 語学科目、体育科目等における“科目開講のあり方”につき、

前年度に引き続き検討を重ねた 

瀬戸 C 

共通教育 

委員会 

1-3-4 キャンパス統合（2017年度）に向けた対応 

(ｱ) 一部共通教育科目に関する両キャンパス統合作業 

＊ 総合政策および理工学部生が受講する一部の科目［基礎演習

（総政、理工）、NAP（総政）等］については、従来、「学科

に特化した科目」でありながら、「共通教育科目」の扱いと

なってきた 

＊ 前年度につづき、これら科目の扱いについて検討を重ねた 

(ｲ) 2017年度以降の「（現）テーマ・分野科目」のあり方の検討 

＊ 共通教育科目の「全学的な支援・協力体制」のあり方につい

ては、「共通教育 WG：最終報告(Ver.2)」(2015.5)で示された

案をベースに、「（現）テーマ・分野科目」の再編後カリキュ

ラムを検討し、その大半について決定した 

瀬戸 C 

共通教育 

委員会 

  

総合政策学部 

  

理工学部 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

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

ください 

※ 

2-1-1 適切な委員会運営（審議等） 

＊ 共通教育科目の円滑な運営が実現 

 

2-1-2 関連委員会と密接な連携 

＊ 外国語、テーマ科目等の各委員会と緊密にフィードバック 

 

2-1-3 国際科目群の運営 

＊ 開講科目につき、順調な運用 
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2-1-4 クォーター制導入（2017年度）に向けた対応 

＊ 2017 年度に向けた「語学科目、体育科目等における“科目開

講のあり方”」につき検討を重ねた 

＊ なお、2017 年度以降の「語学科目、体育科目における“運営

のあり方”」等については、本年度、執行部から外国語教育セ

ンター（仮称）および体育教育センター（仮称）の設立構想が

示され、現在、外国語教育センター準備委員会、および体育教

育センター準備委員会において、これらの設立に向けた準備作

業が進められている 

外国語教育 

センター 

準備委員会 

  

体育教育 

センター 

準備委員会 

2-1-5 キャンパス統合（2017年度）に向けた対応 

(ｱ)「(現)テーマ・分野科目」の再編後カリキュラムの大半を決定 

＊ 『共通教育 WG：最終報告(Ver.2)』(2015.5)において示された

再編案（「“4つのテーマ”から“5つの系列”へ」、「“基盤科目”

と“学際科目”の二層構造へ」）を、本委員会として、執行部

および全学カリキュラム委員会に対し提案した 

＊ その後、上記再編案に基づき、副学長をリーダーとする共通

教育検討 WG が新カリキュラム案を策定（ただし、「英語展開科

目」等、一部科目群については未決定）。本委員会もこの案を

承認する形で「2017 年度・共通教育科目履修要項案（関連部

分）」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 前年度と同体制での運営を予定 

＊ 「適切な委員会運営（審議等）」、「関連委員会と密接な連携」、

「国際科目群の運営」および「クォーター制導入（2017 年度）

に向けた対応」の各項目につき、引き続き取り組む 

 

2-2-2 キャンパス統合（2017年度）に向けた対応 

(ｱ) 一部共通教育科目に関する両キャンパス統合作業を完了 

＊ 従来、「共通教育科目」の扱いとなってきた総合政策および理

工学部生が受講する「学科に特化した科目」について、その扱

いを確定する 

(ｲ)「（現）テーマ・分野科目」再編後カリキュラムを確定 

＊ 「キャンパス統合に向けた対応」として、「（現）テーマ・分野

科目」の再編後カリキュラムについて、「英語展開科目」等の

一部未決定部分を確定する 

瀬戸 C 

共通教育 

委員会 

 

総合政策学部 

  

理工学部 
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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 共通教育科目の運営に関わる全学的な支援・協力体制の確立 各学部 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2017年度に向けた「新たな運営体制」への移行 

＊ 上述「共通教育 WG：最終報告(Ver.2)」(2015.5)で提案された

「小委員会制案」のねらいをふまえ、名古屋キャンパスの各学

部選出「共通教育委員会委員」（任期は 2016年度－2017年度）

は、同時に「テーマ科目等委員会委員」を兼ね、所定の科目群

を担当するコーディネーターとしての役割を兼任することが

予定されている 

＊ 選出された各共通教育委員会委員（兼テーマ科目等委員会委

員）は、「（現）テーマ・分野科目」の再編後カリキュラム（「“4

つのテーマ”から“5 つの系列”へ」、「“基盤科目”と“学際

科目”の二層構造へ」）を念頭に、担当コーディネーターとし

て、2017年度新体制へのスムーズな移行に取り組む 

＊ またその際、外国語教育センター準備委員会、および体育教

育センター準備委員会における準備作業との連携に留意する 

各学部 

 

外国語教育 

センター準備

委員会 

 

体育教育 

センター 

準備委員会 

※「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。 

 

以上 
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2015年度テーマ科目等委員会自己点検・評価報告書 

 

テーマ科目等委員会委員長 林 尚志 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 開講コマ数の確保および非常勤担当比率の抑制 

＊ 特に「分野科目・自然系列」では、コマ数の確保および非常勤

比率の抑制が困難 

 

1-1-2 テーマ・分野科目等の運営に関わる全学的な支援・協力体制の確立 

＊ 委員会規程をもっておらず、委員の交代が円滑に運ばない 

＊ 委員が特定の学科に偏ってしまう 

各学部 

 

 

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

1-2-1 開講コマの総数は若干増。全体の非常勤担当比率は横ばい 

＊ 開講コマ総数は前年度比で 3コマの増加（200コマ→203コマ）、

非常勤担当コマ数は１コマのみの増加（73 コマ→74 コマ）と

なり、その結果、非常勤担当比率は、前年とほぼ同じ数値とな

った（36.5%→36.5%） 
                   

「分野科目・自然系列」では、コマ数若干減、非常勤比率は大幅増 

＊ 「分野科目・自然系列」に注目した場合、今年度の開講コマ数

は、担当教員の研究休暇取得、および交流協定により一時的に

開講されていた科目の終了により計 2コマ減（2013: 28→2014: 

21→2015: 19）となった 

＊ 一方、非常勤担当コマ数は、担当専任教員留学のために２コマ

増（2013:10→2014: 10→2015:12）となったため、非常勤担当

比率は今年度さらに上昇した（2013:35.7%→2014:47.6%→ 

2015: 63.2%） 

 

1-2-2 今年度については、「全学的な支援・協力体制」の不備は改善せず 

＊ 委員の交代はなく、今年度も、特定学科に偏る状況は変わらず 
                  

ただし 2017 年度に向け、「新たな体制」についての検討を重ねた 

＊ 共通教育委員会（当委員会の上部組織）において、「共通教育

WG：最終報告(Ver.2)」（2015.5）が作成され、その中で、「小

委員会制案」（現行の「コーディネーター制」からの移行案）

各学部 
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が提案された 

＊ また、この「小委員会制案」は、その後、副学長をリーダー

として作成された「共通教育検討 WG中間報告（案）」(2015.7)

でも示された 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 委員会の目的、構成員等 

＊ 目的： 共通教育委員会の下に置かれ、名古屋キャンパスにお

けるテーマ科目、分野科目、体育科目、情報科目の科目配置、

クラス編成、科目履修に関する事項等を検討する 

＊ 構成員： 共通教育委員会委員長（教務部長）、テーマ科目（「異

文化との出会い」、「生命と環境」、「知識・言語と情報社会」、

「モダンの系譜」）、分野科目（「人文分野」、「社会分野」、「自

然分野」）、体育科目および情報科目の各コーディネーター 

 

1-3-2 ＊ 委員会： 春学期 2回（4月、5月）、秋学期 4回（9月、10月、

11月、2月）の計 6回開催 

＊ 審議・報告内容： 名古屋キャンパスにおけるテーマ科目、分

野科目、体育科目、情報科目の科目配置、クラス編成、科目履

修に関する事項 

 

1-3-3 開講コマ数、非常勤担当比率等 

＊ 開講ｺﾏ数、非常勤担当ｺﾏ数、受講者総数、ｸﾗｽ平均受講者数（い

ずれも全分野・春秋両学期の合計）の過去 3年推移は以下の通

り［今年度第 2 回報告資料 2、第 4 回報告資料 1-4、第 6 回審

議資料 2等に基づく］ 

        2013年度   2014年度   2015年度 

・開講コマ数    213      200     203 

・非常勤担当ｺﾏ数  73      73           74 

・非常勤比率   34.3%     36.5％       36.5% 

・受講者総数  19,479名   20,410名     24,595名 

・ｸﾗｽ平均受講者数  91名    102名      122名 
                     

＊ 開講コマ数は、瀬戸 C からの移転があった理工学部教員によ

る開講コマ増分が 4コマである一方（2015 & 2016年度は、瀬

戸 C での開講数確保を考慮している）、専任教員の退職や研究

休暇取得等の要因が重なり、2015 年度は、前年度比 3 コマの

みの増加（200コマ→203コマ）にとどまった 

＊ 非常勤担当コマ数は、総コマ数抑制の原則のもと、上記 1-2-1
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で述べた「分野科目・自然系列」でのコマ数増等により全体と

して１コマ増となった（73コマ→74コマ）。この結果、非常勤

担当比率は、前年とほぼ同じ数値となった（36.5%→36.5%） 

＊ 受講者数は、理工学部生のキャンパス移転による効果で 4185

名（20.5%）の大幅増となり、１コマ当たりの平均受講者数は、

102名→122 名（19.9%）の増加となった 

1-3-4 キャンパス統合（2017年度）に向けた対応 

＊ キャンパス統合に向けた対応として「（現）テーマ・分野科目」

再編後のカリキュラムを決定した 

 

1-3-5 クォーター制導入（2017年度）に向けた対応 

＊ クォーター制導入に向けた対応として、体育科目における“科

目開講のあり方”につき、前年度に引き続き検討を重ねた 

 

 

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 キャンパス統合（2017年度）に向けた対応 

＊ 「（現）テーマ・分野科目」の再編案が、以下のように「2017

年度・共通教育科目履修要項（関連部分）」として決定された 

 ・共通教育委員会（本委員会の上部組織）において示された再編

案（「“4つのテーマ”から“5つの系列”へ」、「“基盤科目”と

“学際科目”の二層構造へ」）がベースとなる形で、副学長を

リーダーとする共通教育検討 WGにおいて「新カリキュラム案」

が策定され、さらに共通教育委員会等がこの案を承認する形

で、「2017 年度・共通教育科目履修要項（関連部分）」が決定さ

れた 

瀬戸 C 

共通教育 

委員会 

2-1-2 クォーター制導入（2017年度）に向けた対応 

＊ 前年度に続き、共通教育委員会と連携し、2017 年度に向けた

「体育科目における“科目開講のあり方”」につき検討を重ね

た 

＊ なお、2017 年度以降の「体育科目における運営のあり方」等

については、本年度、執行部から体育教育センター（仮称）の

設立構想が示され、現在、体育教育センター準備委員会におい

て、同センターの設立に向けた準備作業が進められている 

 

 

 

 

体育教育 

センター 

準備委員会 
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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 テーマ・分野科目等の運営に関わる全学的な支援・協力体制の確立 各学部 

3-1-2 開講コマ数の確保および非常勤担当比率の抑制 

＊ 特に「分野科目・自然系列」では、今年度も、コマ数の確保お

よび非常勤比率の抑制が困難な状況が改善していない 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2017年度に向けた「新たな運営体制」への移行 

＊ 上述「共通教育 WG：最終報告(Ver.2)」（2015.5）で示された

「全学的な運営体制の確立」というねらいに沿って、名古屋 C

の各学部選出の「共通教育委員会委員」（任期は 2016 年度－

2017 年度）は、同時に「テーマ科目等委員会委員」を兼ね、

所定の科目群を担当するコーディネーターとしての役割を兼

任することが予定されている 

＊ 選出された各共通教育委員会委員（兼テーマ科目等委員会委

員）は、「（現）テーマ・分野科目」の再編後カリキュラム（「“4

つのテーマ”から“5 つの系列”へ」、「“基盤科目”と“学際

科目”の二層構造へ」）を念頭に、担当コーディネーターとし

て、2017年度新体制へのスムーズな移行に取り組む 

各学部 

3-2-2 開講コマ数の確保および非常勤担当比率の抑制 

＊ 2016 年度については、上述の「新たな運営体制」のもと、委

員（所定の担当コーディネーターを兼任）各位の尽力により、

各テーマ・分野等において、非常勤講師担当コマ数の抑制を図

りつつ、一定コマ数の確保を目指す 

＊ 2017 年度に向けて、新たなカリキュラムのもとでの「コマ配

置のあり方」や「開講コマ数の確保」についての検討を進める。

その際、「新・旧両カリキュラムにおける卒業要件」等に留意

しつつ、各年次生に対し、十分な履修機会が確保されるよう努

める 
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＊ また 2017年度に向けて、再編後のカリキュラム内容（「（現）

分野科目・自然系列」は「自然と環境」および「科学と情報」

の二系列に再編）をふまえつつ、引き続き「（現）分野科目・

自然系列」において新たな専任教員確保の可能性をさぐる 

※「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年度人間の尊厳科目委員会自己点検・評価報告書 

 

人間の尊厳科目委員会委員長 谷口 佳津宏 

 

１．現状の説明 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 名古屋キャンパス春学期における授業登録における初回決定率に

ついてはさらなる改善の余地がある。 

 

1-1-2 本委員会に割り当てられた図書予算 24 万円については，データシ

ートによる発注が満額消化までには至らなかった。 

 

1-1-3 FD 活動に対する関係各位のさらなる積極的な参加を促す工夫が望

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 名古屋キャンパスの初回決定率は春学期 66.3%（昨年度は 71.4％）、

秋学期 91.1％（昨年度は 85.6％）と秋学期において改善傾向にあ

る。 

 

1-2-2 本委員会に割り当てられた図書予算 24 万円については、10 月 31
日現在で 185,411 円の残額となり、その後、年度内にほぼ全額を支

出する形で図書資料の充実に努めた。 

 

1-2-3 科目担当教員に声掛けを行い、例年より参加人員が増えた（昨年度

11 名、今年度 14 名）。 
 

 

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 6 月 10 日および 2016 年 1 月 20 日に委員会を開催した。  

1-3-2 科目開講数は名古屋キャンパス春学期25クラス、秋学期20クラス、

瀬戸キャンパス春学期 8 クラス、秋学期 5 クラスであった。 

 

1-3-3 登録者数は名古屋キャンパスで春学期、秋学期あわせて 4107 名、

瀬戸キャンパスで同じく両学期あわせて 695 名であった。登録者数

が 10 名を下回った科目（国際科目群を含む）が、名古屋キャンパ

スでは春学期に 1 クラス、秋学期に 5 クラス、瀬戸キャンパスでは

春学期に 1 クラス、秋学期に 1 クラスあった。初回登録希望者数が
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多数のため，抽選によらざるを得なかったクラスが名古屋キャンパ

スでは春学期に 6 クラス、秋学期に 3 クラス、瀬戸キャンパスでは

春学期・秋学期ともに 0 であった。特定のクラスが抽選科目となる

傾向は昨年と同じである。 

1-3-4 非常勤担当比率は、名古屋キャンパスの春学期 32.0%（昨年度は

33.3％）、秋学期 45.0％（昨年度は 42.9％）、瀬戸キャンパスの春学

期は 0％（昨年度と同じ）、秋学期は 20.0％（昨年度は 12.5％）で

あった。比率でみるとわかりづらいが、非常勤担当コマ数としては

昨年度と同様である。 

 

1-3-5 2015 年度 FD 活動方針・活動計画に従って、2015 年 12 月 10 日（木）

午後 5 時から 7 時まで「『人間の尊厳』科目担当者懇談会」を開催

した。今回は、「私の授業への招待」と題して本学経済学部教授中

矢俊博先生に「人間の尊厳」科目の成り立ちやご自身の授業運営な

どについてお話しを伺った後、14 名の出席者による活発な意見交

換を行い、「人間の尊厳」について改めて考える機会をもった。 

 

 

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 授業登録における初回決定率は、瀬戸キャンパスでは昨年度にひき

つづき決定率 100％を維持した。名古屋キャンパスにおいては秋学

期において昨年度よりも改善された。 

 

2-1-2 共通教育委員会・教務課・共通教育事務室とのそれぞれの間におい

て、担当者決定や時間割編成、シラバス作成等の各種作業において

連携が取れている。 

 

2-1-3 FD 活動については、懇談会を開催したが、報告担当者と事務方に

よる協力準備のもとに、熱意ある報告が行われ、さらに、参加者間

での活発な意見交換によって、有意義な時間をもつことができた。 

 

2-1-4 非常勤講師の担当比率については、瀬戸キャンパスは春学期 8 クラ

ス中非常勤 0、秋学期 5 クラス中 1 名であり、低いレベルに抑えら

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) 

※ 
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2-2-1 特になし。  

2-2-2 科目担当の欠員補充、非常勤依存率の抑制等、各学部・研究所に積

極的な協力を求めうるよう、委員長は、委員とともに普段から学内

PR に努める。 

 

2-2-3 FD 活動の中・長期的な計画立案に努め、各年度の活動が一過性の

ものに終わることのないようにする。 

 

2-2-4 非常勤講師の担当比率の上昇をおさえるために、普段から専任教員

の当科目の担当を促すべく努める。 
 

 

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 本委員会に割り当てられた図書予算 24 万円については、データシ

ートによる発注が、10/31 の時点で満額消化までには至らなかった。 

 

3-1-2 FD 活動に対する関係各位のさらなる積極的な参加を促す工夫が望

まれる。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 「人間の尊厳」に関する最近の図書刊行状況等につき、適宜関係書

店の協力を得ながら一覧リストを作成し、本科目に関連する蔵書の

充実に努める。 

 

3-2-2 事前に幅広い声掛けを行い、特に非常勤教員の参加しやすい雰囲気

を作る。 

 

※「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年度宗教教育委員会自己点検・評価報告書 

 

宗教教育委員会委員長 市瀬 英昭 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 宗教共通科目（特に「宗教論」）において、社会情勢を鑑みて、キリ

スト教以外の宗教（仏教・イスラム教など）についても積極的に触れ

る、またはそれらの専門家を招へいして話を聞く機会を設けたい。 

 

1-1-2 宗教共通科目における、定員「150人」が適切であるかどうかの議論

（多すぎるのでは） 

 

1-1-3 宗教共通科目における、理工学部（2015 年度～）および総合政策学

部（2017 年度～）の名古屋キャンパス移転を踏まえた、授業計画の

作成 

 

 

 

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

1-2-1 「キリスト教以外の宗教（仏教・イスラム教など）の専門家を招へい

して話を聞く」ということは残念ながら達成できなかった。 

しかし、「宗教論」の個々の担当者の授業において、「現代」「ユダヤ」

「イスラム」を扱う機会を増やし、また宗教的な事件が起こった際に

はそれについても授業で触れるなど、時事問題も積極的に取り入れる

ようにしている、という報告を複数受けている。授業の方向性は、各

担当者によって異なる（それ自体が、南山の「宗教論」の魅力である）

が、キリスト教にだけ焦点をおくのではなく、「現代における宗教」

「様々な宗教」など、受講者からの多様な要望に応じられるような授

業展開について、改善がなされたと言える。 

 

1-2-2 定員問題については、2015 年度については、必要なクラス数を維持

するにとどまり、積極的な解決は行わなかった。というのは、2017

年度からのクォーター制導入下での授業運営方法が徐々に決まりつ

つある中で、「宗教論」「キリスト教概論」については、現行のような、

同一時間帯での他クラス開講というかたちではなくなることが予想

され、現行制度下での定員減少を行っても、効果は非常に限定的とみ

なされたためである。従ってこの課題については、定員の減少という

解決方法を講じるというよりは、むしろ 2017 年度以降の開講時限の

散逸化に伴い、「宗教論」「キリスト教概論」の授業運営をどうするべ
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きか、という問題について 2016 年度も引き続き議論していくべきだ

と考える。 

1-2-3 2015 年度からの理工学部の名古屋キャンパスへの移転については、

「宗教論」「キリスト教概論」ともに、他学部との同一時限での開講

を行ったが、理工学部については成績評価において JABEEの運用を行

っているという特殊性から、理工学部生のみを対象とする[S]クラス

の開講を行い、授業担当者および履修者の混乱を最小限に減らすよう

に努めた。また、[S]クラスについては、「宗教論」「キリスト教概論」

の特徴でもある、「多様性」を生かすため、3クラス（定員各 100名）

を開講し、できるだけ自分の学習意欲に沿ったクラスを選択できるよ

うにした。 

総合政策学部の名古屋キャンパス移転（2017 年度～）については、

国際教養学部の新設（2017 年度～）と、クォーター制の導入（2017

年度～）と併せ、2016 年度に引き続き授業計画を作成するものとす

る。（3-2-1 にて後述） 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 宗教教育科目（「宗教論」「キリスト教概論」）の円滑な授業運営およ

び今後の授業計画作成 

 

1-3-2 対外広報の一環として、日本カトリック学校連合会加盟の大学・短大

の学長宛に、宗教教育委員長名でクリスマスカードの送付を開始。

（2015 年度送付実績：29校） 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

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

ださい 

※ 

2-1-1 「宗教論」講演会の開催（春学期 2回、秋学期 4回）  

2-1-2 「キリスト教概論」における新約聖書の購入・配布  

2-1-3 降誕祭の開催（指導司祭による司式、ロゴスセンターでのクリスマス

パーティの開催、メインストリートへの「プレゼピオ」の設置、など） 

 

2-1-4 宗教科目懇談会の開催  
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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 2017年度のクォーター制導入に伴い、「宗教論」講演会については、 

開催の可否、方法などについて、議論を深めていく。（3-2-2 にて後

述） 

 

2-2-2 現状どおり、聖書の確実な配布に努める。  

2-2-3 降誕祭については、年々参加人数が増加していることもあり、クリス

マスパーティの開催場所などについて、降誕祭実行委員会、学生課な

どと連携し、現状のままでよいのか検討を進めて行く。 

 

2-2-4 「宗教論」「キリスト教概論」について、2017 年度以降のクォーター

制下での授業運営について、積極的な議論を行う。 

 

 

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 2017年度以降の「宗教論」「キリスト教概論」の授業計画の作成  

3-1-2 2017年度以降の「宗教論」講演会開催計画の作成  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2017 年度からの総合政策学部の移転および国際教養学部の新設に伴

い、いよいよ全学部の宗教共通科目を名古屋キャンパスで一斉に行う

ことになる。また、定員問題の項(1-2-2)でも少し述べたが、2017年

度からのクォーター制導入に伴い、現行の同一時限一斉開講ではなく

なることから、まずは、「宗教論」「キリスト教概論」の担当者の割り

振りについて、確実な対応をしていきたい。 

 

3-2-2 「宗教論」講演会については、南山大学に入学したばかりの一年生に、

学長が直接語りかける貴重な機会であることは間違いない。しかしな

がら、2017 年度からのクォーター制導入において、前述のとおり、「宗

教論」においてもこれまでの同一時限一斉開講ではなくなることか

ら、講演会の開催については、全員参加、授業の振替を前提とするこ

とが難しくなる。 

また、「宗教科目担当者懇談会」においては、「宗教論」講演会につい

て、「外部からの講師の招へいの可能性」「学長の講話は、内容、位置

づけ的にも『宗教論』というよりはむしろ『人間の尊厳』の授業とし
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て頂く方がより良いのでは。」「1年生にとっては、学長の講話の情報

量があまりに多すぎ、1時限の講演会だけでは処理しきれない様子が

多々見られる。」等の意見が挙がっている。 

これらの状況を踏まえ、2016 年度においては、今後の「宗教論」講

演会の開催そのものを含め、議論を深めて行く必要がある。 

※「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年度外国語委員会自己点検・評価報告書 

 

外国語委員会委員長 林 尚志 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 「外国語教育に関する基本方針」の検討 

＊ 「クォーター制への対応策」を中心に、各言語で議論がなされ

たが、本学全体の「外国語教育のあり方」という視点からの議

論は不十分 

 

1-1-2 視聴覚資料の計画的な購入 

＊ 特に名古屋キャンパスにおける視聴覚資料の計画的購入が課題 
 

1-1-3 名古屋キャンパスにおける韓国朝鮮語教員の高い非常勤担当比率 

＊ 名古屋キャンパスには専任教員がおらず、全面的に非常勤講師

に依存 

 

 

 

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

1-2-1 本委員会では、「外国語教育に関する基本方針」は十分に検討されず 

＊ 本委員会では、「クォーター制への対応策」と関連し、(ｱ)非常

勤講師への周知の必要性、(ｲ)時間割シミュレーションの必要性

等に関して議論がなされたが、「外国語教育に関する基本方針」

自体の検討はなされなかった 
                      

ただし、本年度度設置された「外国語教育センター（仮称）準備委員

会」において、「外国語教育の実施に関する基本事項」、および「外国

語教育の実施に関する基本方針」等に関し、現在検討が行われている 

＊ 2017 年度以降の「本学外国語教育の実施に関する基本事項」に

関しては、本年度、執行部から提示された外国語教育センター

（仮称）設立構想に基づき設置された外国語教育センター準備

委員会（当委員会からも、4名が委員として参加）において、(ｱ)

同センターの理念・目的、(ｲ)組織、(ｳ)教育目標および教育プ

ログラム等の諸事項について、現在検討作業が進められている 

外国語教育 

センター 

準備委員会 

1-2-2 視聴覚資料の購入は、2015年度も名古屋キャンパスでは不十分 

＊ 瀬戸キャンパスでは、予算をほぼ使い切る形で十分な整備が行

われた 
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＊ 一方、名古屋キャンパスでは、本年度もいくつかの言語につい

ては予算を使い残し、資料の購入が不十分に終わった 
                      

2016年度に向けて、計画的な購入にあたり新たな締切期日等を決定 

＊ 2016年度に向けては、第 4回委員会(11/18)において、各言語担

当コーディネーターによる計画的・積極的な購入を促すにあた

り、以下の案を決定した 

・“言語別予算枠”の締切日を、従来より遅め（10/31）に設定する 

・その一方、“言語別予算枠”を超える高額資料のうち、速やかな

購入が望まれるものは、仮に締切日以前であっても、委員会メン

バーの承認を得た上で、当該資料の購入を可能とする 

1-2-3 2017 年度以降の韓国朝鮮語教育のあり方についても、上述の外国語

教育センター準備委員会において検討中 

＊ 2017 年度以降における本学の韓国朝鮮語教育のあり方に関して

は、外国語教育センター準備委員会において、教員構成につい

ても議論がなされる形で現在検討が進められている 

外国語教育 

センター 

準備委員会 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 委員会の目的、管掌、構成員等 

＊ 目的：外国語教育（「日本語」を含む）に関する重要事項を審議

する 

＊ 管掌：外国語教育に関する基本方針、外国語教育の実施に関す

る基本事項、外国語視聴覚教育設備の改善およびその使用

方法に関する基本事項、外国語教育について学長の諮問す

る事項、外国語教育関係予算案の作成等 

＊ 構成員：教務部長、視聴覚教育センター長、英語教育センター

長、外国語学部英米学科長、総合政策学部の英語担当教員、

フランス語、ドイツ語、スペイン語、中国語、インドネシ

ア語、日本語担当教員、学部選出教員、学長が指名する委

員若干名 

 

1-3-2 委員会の開催と審議・報告内容 

＊ 委員会：春学期 2回（5月、7月）、秋学期 3回（10月、11月、

2月）の計 5回開催 

＊ 審議・報告内容：共通教育外国語科目の科目編成と開講状況、

非常勤講師の担当コマ数、外国語検定試験による単位認定、

視聴覚資料（外国語部門）予算、ワールドプラザのランゲ

ージタイムテーブル、クォーター制導入への対応に関する

意見交換等 
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1-3-3 開講コマ数、非常勤担当比率等 

＊ 開講コマ数、非常勤担当コマ数、受講者数（いずれも全言語 & 春

秋両学期の合計数）の過去 3年の推移は以下の通り［今年度第 1

回報告資料 6、第 5回審議資料 2等に基づく］ 

          2013年度   2014 年度  2015 年度 

・開講コマ数      1094     1091     1100  

・非常勤担当コマ数    600      643      646  

・非常勤比率      54.8％     58.9%         58.7% 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

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

ださい 

※ 

2-1-1 外国語科目の開講につき、チェック機能を果たす 

＊ 十分なコマ数が開講され、履修登録上も大きな問題が生じなか

った 

 

2-1-2 ワールドプラザの TA 担当可能者に関する意見交換   

＊ 適宜情報提供を行う形で、ワールドプラザの運営を支援した 

 

 

 

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年度については、前年度と同体制での運営を予定 

＊ 「外国語科目の開講」および「ワールドプラザの TA担当可能者」

の両項目につき、今年度と同様の形で取り組む 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 「外国語教育に関する基本方針」の検討 

＊ 「クォーター制への対応策」を中心に議論がなされたが、本学全

体の「外国語教育のあり方」という視点からの議論は不十分 

 

3-1-2 視聴覚資料の計画的な購入 

＊ 名古屋キャンパスにおける視聴覚資料の計画的購入に課題が残

った 
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2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 「外国語教育に関する基本方針」の検討 

＊ 2017 年度に予定されている「キャンパス統合」、「クォーター制

の導入」、「外国語教育センター（仮称）の設立」等を契機とし

て、長期的な視野から「本学外国語教育のあり方」に関して議

論を行う 

＊ その際、本委員会の特徴を活かし（外国語教育の）“提供者”（コ

ーディネーター）および“ユーザー”（学部選出委員）双方の視

点から議論の深化をめざす 

外国語教育 

センター 

準備委員会 

3-2-2 視聴覚資料の計画的な購入 

＊ 視聴覚資料の購入については、“新たな締切期日”等を念頭に、

各コーディネーターが計画的・積極的な購入を心がける 

 

※「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。 

 

以上 
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2015年度博物館学芸員養成課程委員会自己点検・評価報告書 

 

博物館学芸員養成課程委員会委員長 吉田 竹也 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 非常勤講師に依存し、担当の専任教員にたいする科目担当や実務

面の負担がおおきくなっているという点は、改善されていない。

科目の配置や運営の適切なあり方について、今後議論をし、必要

な改善策を検討する必要があるように思われる。 

 

 

 

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 改善されていないと判断する。 

昨年度の本報告書においても指摘したが、教職課程と同様に、博

物館学芸員養成課程を担当する専任教員が配置されることが、抜

本的な改善策であると考える。現状では、博物館担当教員は 1 名

いるが、博物館運営委員会が管掌する業務と、本委員会に関わる

科目の運営担当という 2 つの業務を掛け持ちしている。キャンパ

ス統合に際して、全学的な人的資源を動員し、複数の専任教員に

よって本課程の科目担当をサポートするような体制を構築する可

能性を検討する必要もある。それによって、非常勤講師に依存す

る現状をすこしでも改善できる可能性はある。本学の（収蔵資料

の価値も高い）大学博物館がもつ社会的貢献の可能性を考慮した

場合、博物館業務と博物館学芸員養成課程の業務とを分業しつつ

連動させるよりよき体制の構築を、近い将来のしかるべき時期に

検討する必要があるのではないか。 

 教務課 

将来構想 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 博物館学芸員養成課程委員会は、博物館法に定められた学芸員を

養成しその資格を付与する博物館学芸員養成課程に関する、要項

の立案および学生指導の運営を担う組織である。学芸員は、美術

館・動物園・植物園・水族館等を含む各種の博物館で働く専門的

職員であり、社会教育・生涯教育の重要な担い手である。 

 

1-3-2 本学には、1967 年に博物館相当施設の登録を受けた人類学博物館

があり、本課程の教育はこの施設に支えられている。2012 年度に
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文科省の方針に従ってカリキュラム改正を実施し、資格取得にお

ける必修科目が従来の 7 科目 15 単位以上から 9 科目 19 単位以上

へと増加したが、受講者数はその前後であまり変わっていない。

教職課程とおなじく、年次が進行するにつれて課程の履修者は減

っていく傾向がある。 

1-3-3 現在、日本で学部卒業後すぐに学芸員の職に就くことはかなり難

しい。全国的に採用者数が著しく少ないことが最大の原因である

が、今日の学芸員には美術系、考古歴史系など、大学院修了レベ

ルの高度な専門性が求められるようになっていることも、その大

きな一因である。こうした厳しい現状は、年度のはじめの履修ガ

イダンスで学生にも説明している。 

 

 

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 2012年度のカリキュラム改正による履修科目の負担増があったに

もかかわらず、科目履修者や資格取得者数はあまり変わっていな

い。学芸員として就職する者が少ないとはいえ、学生の資格取得

の需要はある。2013 年度には人類学博物館がリニューアルオープ

ンし、2014 年度からは新たな施設を生かした博物館実習の授業運

営が定着した。学生のニーズにこたえ、学芸員養成課程を円滑に

運営するという本委員会の取り組みは、円滑な博物館の運営にも

支えられ、現状においては、まずは有効に機能していると判断す

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 学芸員資格取得という学生の需要には応えているものの、社会教

育・生涯教育に携わる専門家を社会に送り出すという本来の目標

は、なかなか実現できていない。雇用の間口が狭く、学芸員に大

学院修了レベルの専門性が求められるといった事情ゆえである。

その点で、大学院において学芸員養成に資する専門的科目をより

充実させ、大学院生の学芸員資格取得と高度な専門性教育とのい

っそうの連動可能性について検討する取り組みが必要であろう。 

大学院（おもに

人間文化研究

科）・教務課 

2-2-2 大学院生が学部生並みに学芸員資格（あるいは他の資格を含めて） 
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関連諸科目を履修しやすい環境になっているのか、2017 年度のキ

ャンパス統合・カリキュラム改訂の際に、一度点検しておくべき

であろう。具体的には、大学院科目と資格科目の配置の整合性を

チェックする必要がある。 

 

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 非常勤講師に依存し、担当の専任教員にたいする科目担当や実務

面の負担がおおきくなっているという点は、改善されていない。

科目の配置や運営の適切なあり方について、今後議論をし、必要

な改善策を検討する必要があるように思われる。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 昨年度の本報告書においても指摘したが、教職課程と同様に、博

物館学芸員養成課程を担当する専任教員が配置されることが、抜

本的な改善策であると考える。現状では、博物館担当教員は 1 名

いるが、博物館運営委員会が管掌する業務と、本委員会に関わる

科目の運営担当という 2 つの業務を掛け持ちしている。キャンパ

ス統合に際して、全学的な人的資源を動員し、複数の専任教員に

よって本課程の科目担当をサポートするような体制を構築する可

能性を検討する必要もある。それによって、非常勤講師に依存す

る現状をすこしでも改善できる可能性はある。本学の（収蔵資料

の価値も高い）大学博物館がもつ社会的貢献の可能性を考慮した

場合、博物館業務と博物館学芸員養成課程の業務とを分業しつつ

連動させるよりよき体制の構築を、近い将来のしかるべき時期に

検討する必要があるのではないか。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」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年度教職センター委員会自己点検・評価報告書 

 

教職センター委員会委員長 林 尚志 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 教職センター室のスペースの拡充等 

・瀬戸キャンパス学部の名古屋キャンパスへの移転に伴い、利用学生の増

加が予想される。 

・教職センターのスペースをより広くする必要がある。 

・静かな環境が必要な教職キャリア相談の場と面接練習等の場とをうまく

共存させる工夫も必要である。 

 

 

 

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  瀬戸キャンパスにあった理工学部が、本年度から名古屋キャンパスに移転

した。これに伴い利用者数は昨年度比1,100名増加したが、これはほぼ予

想された通りである。 

 ・2017年４月の時点でD棟３階へ移転する予定となっており、本年度は部

屋の利用計画を立てるなど、移転の準備を進めた。３階にある隣接の２教

室を使用することを想定して、設備の配置等の検討をおこなった。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 本委員会の目的と主な管掌事項 

・目的：教職センター規程第 7 条に基づき、各学部教授会との緊密な連携  

のもとに、教職課程に関する事項の効果的な運営を図る。 

・主な管掌事項：教職課程に関する事項の企画立案運営、教育実習に関す

る事項、介護等体験実習に関する事項、教員免許状に関する事項など。 

 

1-3-2 本委員会の構成 

・教職センター長を委員長とし、副委員長（教職副センター長）、教職セン

ター所員、各学部選出の教務委員各 1 名、教職ならびに教科に関する専門

科目担当専任教員 2名、教務課長の計 16名で構成。 

・事務局として教務課資格担当職員も出席。 

 

1-3-3 主な審議報告事項 

・総計 8回開催：4月、5月、7月、10月、11月、12月、1月、2月。この
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ほか、６月に臨時教職センター委員会を開催し、「教科に関する科目」開講

に係わる問題点について報告をおこなった。 

・主な審議報告事項：2014年度卒業者の教員免許状取得状況及び教職従事

状況、新入生の教職課程費納入状況、教育実習見廻り指導教員割り振り、

教育実習に関する報告、介護等体験施設等見廻り指導報告、教員免許状更

新講習実施、教職センター利用状況、教員採用試験大学推薦、2016年度教

職課程開講科目、教職課程関連予算、2015 年度卒業予定者の教職課程関係

修得科目および単位、教員採用試験合格を目指す学生のサークル活動支援

など。 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

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

2-1-1 教職センターの学生による活用 

・2013 年度から、教職課程履修学生への教職キャリア支援の充実などを目

指して教職センターが設置された。 

・本年度も、非常勤相談員が毎週水曜日の午後在室して教職キャリア相談等

に当たるなど、教職を志す学生に対して、小論文指導、面接指導、集団討

議指導を活発に実施することができた。 

・4月から3月までの教職センター利用者数は、瀬戸キャンパス学生も含め、

昨年度比1,100名増加し、延べ4,148名に達した。 

 

2-1-2 教員採用の状況 

・専任・常勤教員採用者数は、民間企業の採用意欲が旺盛な状況にあり、昨

年度比 8名減少して、本年度、現在把握できている実数は 42名であった。

（2016 年 3月 31 日時点） 

・非常勤講師を含めた教職従事者数は、昨年度比 2 名減少して、本年度は

59名であった。（2016年 3月 31日時点） 

 

2-1-3 受験生等への広報活動の活性化 

・センターのウエブページ上で、「教員養成状況」などの情報公開をする準

備を進め、開始することができた。公開されている内容には、卒業生の免

許状取得状況や、教員就職状況などが含まれている。 

・オープンキャンパスにおいて、パワーポイントを用いて「南山大学で教職

を目指そう」と題した講話を行った。本学が教職を目指す学生に手厚い支

援を行っていることを受験生や保護者に紹介できた。本年度は、より参加

しやすいよう、教室ではなく教職センターにおいて２回にわたって開催す

る方法にあらためた。  
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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 教職を目指す学生への一層の支援 

・教職従事者数は、昨年度と同等ほぼ横ばいという状況にある。着実に成

果を上げているが、次年度も引き続き多くの教員を輩出できるよう指導し

ていきたい。 

・教職の魅力を、教職ガイダンスや教職課程授業等の中で今後とも一層伝

えていくとともに、進路相談など学生への更なる支援に努める。  

 

 

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 ・１年生の教職課程履修者向けの科目である「教職入門」の履修者数が瀬

戸キャンパスにおいて、昨年度よりもかなり減少した（名古屋キャンパス

においては、このような減少は見られなかった）。教職課程履修者数の動

向を、今後はより注意深く見ていく必要がある。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 ・オリエンテーション等を通じて、教職の魅力を伝える努力を一層進めて

行く必要がある。 

 

※「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年度司書課程・学校図書館司書教諭課程委員会自己点検・評価報告書 

 

司書課程・学校図書館司書教諭課程委員会委員長 鈴木 志元 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 登録者数と修了者数を比較すると、例年 3割ほどの学生が資格を得

ずに卒業していく。資格単位は卒業認定外のものがほとんどなのだ

から、ある程度の覚悟をもって登録しているはずなのだが、「資格

があれば就職に有利かもしれない」といった程度の軽い認識の学生

が多いことがその要因であろう。学生の覚悟の問題なので対応が困

難ではあるが、この割合をできる限り小さくしていくことが望まれ

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 2016年 3月に卒業した学生で司書課程に登録していたもの 137名の

うち資格を取得したものは 67 名であった。また、学校図書館司書

教諭課程においては、18名の登録者のうち、資格を取得して卒業し

たものは 11 名であった。2015 年度も、かなりの割合の学生が資格

を得ずに卒業していくという結果になった。対応策としては、ガイ

ダンス等で、資格を取得することの大変さを強調し、分母を小さく

する、ということも、１つの対応策なのかもしれない。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 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 「図書館技術論」においてフリーソフトを利用した講義を行ってい

る。GIS や社会的ネットワークを紹介し、大学における日常の勉学

において、コンピュータを本質的に利用することを促していく方針

である。 
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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 GIS や社会的ネットワークの威力をより明確に示す教材の開発を促

進しなければならない。 

 

 

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 図書館といっても様々である。さまざまな現場の方をより多くお呼

びして、学生の関心を喚起すべきだろう。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 美術館や博物館における情報担当者による講演会を企画している。  

※「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。 

 

以上 
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2015年度英語教育センター自己点検・評価報告書 

 

英語教育センター長代行 花木 亨 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学生側の手続きの不備により、TOEIC-IP テストを受験できない者が

依然として相当数見受けられる。 

 

1-1-2 英語以外の言語を担当する学生 TA「ワールドプラザ・アシスタント

（World Plaza Assistant: WPA）」を安定的に確保できていない。 

 

1-1-3 瀬戸キャンパスの英語プログラムと英語教育センターの英語プログ

ラムの相違点について、必ずしも十分な意思疎通ができておらず、移

行が円滑ではなかった点がある。 

 

 

 

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 学生側の手続きの不備により、TOEIC-IP テストを受験できない者が

多かったことについて、受験希望者に説明を熟読させることを徹底し

た。しかし、手続き不備者の数は昨年度とほぼ同じだった。 

 

1-2-2 英語以外の言語を担当する WPA を安定的に確保できていないことに

ついて、外国語委員会等で英語以外の言語の担当教員に協力を依頼し

た。多くの外国語を担当する WPAを確保できたが、春学期については

フランス語、秋学期については中国語、フランス語、インドネシア語

を担当する WPAを確保できなかった。 

 

1-2-3 瀬戸キャンパスの英語プログラムを英語教育センターに包摂するこ

とについて、瀬戸キャンパスの英語プログラム担当者たちと調整し、

かなり誤解を解消することができた。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 昨年度と同様、以下の 5つの視点から英語教育の質の向上に努めた。 

1.共有教材である多読教材（Graded Readers シリーズ）のさらなる

充実。種類を増やすと同時に、付属リスニング用 CDを追加した。 

2.共有教材として独自に作成したディクテーション用 CD の継続活

用。 
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3.ライティングの授業におけるポートフォリオの活用。これによっ

て、SLI が全クラスの学習目標や到達度を管理した。 

4.小型ビデオカメラや IC ボイスレコーダーなどのマルチメディアの

活用。 

5.独自に作成したプレイスメントテストを使った部分的な能力別ク

ラス分け。 

1-3-2 『Nanzan English Education Center Handbook』の内容を更新した。

このハンドブックを配布、活用することにより、名古屋キャンパス共

通教育英語プログラムの統一化を目指した。このハンドブックには、

英語教育センターの教育方針、各科目の概要、推薦教材一覧、FD 活

動のまとめなどを掲載した。 

 

1-3-3 センター長、副センター長、SLI、LIが参加する英語教育センター内

ミーティングをほぼ毎週開催した。その中で随時ミニ FD セッション

を実施し、授業改善に組織的に取り組んだ。ミニ FD セッションでは、

SLI と LI が交代で授業の実践報告をしたり、教授法を紹介したりす

ると同時に、意見交換を行なった。 

 

1-3-4 共通教育英語プログラムに携わる全教員を対象とした FD セッション

を春学期と秋学期の終わりに開催した。センター長、副センター長、

SLI が共通教育英語プログラムの現状と将来の方向性を説明したの

ち、SLI、LI、非常勤教員によるワークショップと意見交換を行なっ

た。 

 

1-3-5 年度末に LI 全員が一年間を振り返り、それを文章にまとめて、副セ

ンター長兼センター長代行に提出した。その文章をもとに、副センタ

ー長兼センター長代行が各 LIと個別に面談した。 

 

1-3-6 LIについて、4名の任期を更新した。また、1名の移籍、1名の退職、

3名の任用の手続きを行なった。 

 

1-3-7 TOEIC-IPテストを 7月と 11月に実施した。受験希望者数が春学期、

秋学期ともに 300 名だったのに対して、実際の受験者数は春学期 270

名、秋学期 267 名だった。受験を希望したのにもかかわらず、実際に

受験しなかった者の中には、手続き不備者も含まれている。 

 

1-3-8 ワールドプラザにおける 2015年度の利用者数は、延べ 8,298 名（春

学期 4,424名、秋学期 3,874 名）だった。昨年度に比べて、956名の

減少となった。 

 

1-3-9 ワールドプラザにおいて、WPAによるイベントを企画、実施した。  
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1-3-10 英語以外の言語に対応する WPAを雇用した。また、外国語学部以外の

学部から WPA を雇用した。 

 

1-3-11 外国語学部がスペインの大学から客員研究員として受け入れた大学

院生 1名（Universidad de La Laguna）と、国際化推進授業の一環で

受け入れた学部生 2名（Universidad de Salamanca）をワールドプラ

ザのボランティア TA とした。 

○ 

1-3-12 オンライン教材「ALC NetAcademy2」を提供し、学生たちの自主学習

を支援した。 

 

1-3-13 昨年度と同様、オンラインラーニング教材「M-Reader」を活用したの

に加え、今年度は新たに「Word Engine」を一部の授業で試験的に導

入した。 

 

1-3-14 円滑な事務処理体制を維持するため、教務課職員が定期的に英語教育

センターを訪れ、情報交換した。 

 

1-3-15 2017 年度より、英語教育センターは外国語教育センター（仮称）の

英語部門となる方向で議論されている。また、2017 年度からはクォ

ーター制が導入される予定である。これらの動きに対応するべく、必

要な情報収集、意見交換、将来構想を行なった。 

 

 

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 教員主導による実践的な FD 活動を定期的に実施した。英語教育セン

ター内ミーティングの際に SLIと LIによるミニ FDセッションを随時

実施した。また、春学期と秋学期の終わりに、非常勤教員を含む全教

員を対象とした FDセッションを実施した。これらの FDセッションを

とおして、教育水準の維持と向上に努めた。 

 

2-1-2 定期的な FD 活動をとおして、授業運営、自律学習支援、学生支援、

教育プログラムの統一化、ワールドプラザ運営などの点において、高

い水準を維持することができている。 

 

 

 

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 定期的な FD 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 学生側の手続きの不備により、TOEIC-IP テストを受験できない者が

いる。 

 

3-1-2 英語以外の言語を担当する学生 TA「ワールドプラザ・アシスタント

（World Plaza Assistant: WPA）」を安定的に確保できていない。 

 

3-1-3 ワールドプラザの利用者数がやや減っている。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 受験希望者に説明を熟読させることを徹底する。  

3-2-2 外国語委員会等で英語以外の言語の担当教員に協力を依頼する。 ○ 

3-2-3 ワールドプラザの利用者数の減少について分析を行ない、ワールドプ

ラザの認知度を上げる等、適切な対策を講じていく。 

 

※「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。 

 

以上 
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2015年度大学院教務委員会自己点検・評価報告書 

 

大学院教務委員会委員長 林 尚志 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 余裕をもった審議日程の確保 

＊ 2015 年度は、いくつかの重要な案件があり、いずれも慎重な検

討が必要と考えられたため、これら案件につき、第 3回委員会（10

月）までに原案を提示することが目標とされた。 

＊ その実現に向け、(ｱ)各研究科による原案作成への早めの取り組

み、(ｲ)各研究科と教務課との緊密な連携、の両者が重要になる

と考えられた。 

 

 

 

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 今年度は、「余裕をもった審議日程」を概ね実現 

＊ 今年度は、各研究科が早くから原案の策定に取り組み、当初の

目標通り、すべての改正案件の原案が第 3 回委員会までに提示

され、第 4 回委員会ではこれら原案を一部のみ修正という形で

審議を行うことができた。 

 

 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 委員会の目的、管掌、構成員等 

 ＊ 目的： 大学院委員会ならびに研究科委員会との緊密なる連絡の

もと、大学院教務に関する事項を円滑に実施する 

＊ 管掌： 履修要項（カリキュラム改正を含む）および教務に関す

る諸規定の制定改廃、各研究科の教務に関わる事項で連絡

調整に関する事項、各研究科から教務的な取り扱いについ

て提案された事項、学部授業日とは別日程を採用する研究

科の授業日予定表、他大学院との単位互換制度実施状況の

報告等。 

＊ 構成員： 教務部長、研究科各専攻主任、学事課長（学長指名）、

および教務課長 
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1-3-2 委員会の開催と審議・報告内容 

＊ 委員会： 春学期 2回、秋学期 2回の計 4回開催。 

＊ 審議内容： 社会科学研究科、法務研究科、およびビジネス研究

科の大学院学則改正。社会科学研究科の学位規程改正。社会科

学研究科博士後期課程の履修要項制定。国際地域文化研究科、

社会科学研究科、ビジネス研究科、および理工学研究科の履修

要項改正。法務研究科の履修規程改正等。 

 

1-3-3 現行カリキュラムに基づくカリキュラム・ツリーの作成 

＊ 全専攻で、「現行のカリキュラム」に基づいた「カリキュラム・

ツリー」を作成し、本年度秋学期から Web上で公開している 

 

1-3-4 クォーター制導入（2017年度）に向けた要検討事項の確認 

＊ 2017 年度のクォーター制導入に伴い、履修要項上、検討が必要

となる事項として、(ｱ)“学期”の表記方法、(ｲ)「“学位論文計

画書”の提出時期」と「“既修得単位数”に関する要件設定のあ

り方」、(ｳ)課程の修了時期（年 2回とするか、年 4 回とするか）

の３点が指摘された 

 

 

 

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 適切な委員会運営（審議等） 

＊ 各研究科に関する履修要項等、各種規程の改正や制定にあたり、

本委員会で慎重に審議を行うことができた。 

＊ すなわち、原案の内容に不十分な点がある場合には複数回の審

議を重ね、適切な内容へと必要な修正を加えることができた 

 

2-1-2 「現行カリキュラム」に基づくカリキュラム・ツリーの作成 

＊ 全専攻に関し、現行のカリキュラムに基づき「カリキュラム・

ツリー」が作成・公開された 

 

 

 

 

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 前年度と同体制で、引き続き適切な委員会運営に取り組む  
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2-2-2 「2017 年度カリキュラム」に基づくカリキュラム・ツリーの作成 

＊ 各研究科・専攻のカリキュラム・ポリシーとの整合性・体系性

をさらに高めた形で、2017 年度カリキュラムに基づく「新たな

カリキュラム・ツリー」を作成する 

 

 

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 クォーター制導入（2017年度）に向けたカリキュラムの改正 

＊ 上述「クォーター制導入（2017 年度）に向けた要検討事項」を

ふまえた上で、各研究科において、2017 年度カリキュラム改正

案を策定する必要がある 

 

3-1-2 余裕をもった審議日程の確保 

 ＊ 2015 年度の各案件については、各研究科の協力を得て、比較的

余裕をもった形で審議を行うことができた 

＊ 一方、2016 年度は、クォーター制導入に向けた「2017 年度のカ

リキュラム改正」の原案の作成にあたり、多くの事項に関する慎

重な検討が必要になると予想される 

 

 

 

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（2017年度）に向けたカリキュラムの改正 

＊ 上述「クォーター制導入（2017 年度）に向けた要検討事項」の

各々に関し、早急に「対応必要性の有無」を検討・確認した上

で、各専攻が 2017年度のカリキュラム改正案を策定する。 

 

3-2-2 各研究科による原案作成への尽力と教務課との緊密な連携 

＊ クォーター制導入に向けた「2017 年度のカリキュラム改正」の

原案の作成について、十分な審議を行うにあたり、(ｱ)各研究科

による原案作成への早めの取り組み、(ｲ)各研究科と教務課との

緊密な連携、の両者がより重要になると考えられる 

 

※「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年度就職委員会自己点検・評価報告書 

 

就職委員会委員長 石垣 智徳 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 就職環境の改善を受けて学生の就職活動に対する積極性が低下する傾向に

あり、良好な就職状況を継続していくために学生の意識啓発が必要である。 

 

1-1-2 就職活動スケジュールの変更に伴い年間を通じて就職支援業務の繁忙が予

想されることや、キャンパス統合に合わせた就職支援体制の検討・整備が

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 各種プログラムの参加状況について就職委員を通じ学部教員に周知し、指

導学生の参加を呼びかけた。しかしながら 2015年度も就職環境が改善し、

学生が就職活動を楽観視する傾向は変わらず、就職支援プログラムの参加

度は前年を下回った。 

 

1-2-2 4月から 6月のエントリーシート提出が増加した時期にキャリアアドバイ

ザー１名を追加し対応した。2015 年度から就職ガイダンス、就職講座を文

理別に実施し学部の特色に合わせた講座を開講した。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 委員会は、就職指導上必要な情報や一般企業・官公庁および教育機関等の

採用に関する情報等の収集を企画・推進し、学生への伝達等を通じて適切

な職業指導を行うことを目的としている。定例で年 2回の開催(5月および

11月)となっている。この他、2015 年度はメイル審議を１回行った。 

・5月(定例)：前年度の報告と現状説明 

・9月(メイル審議)：秋学期プログラムの変更について 

・11月(定例)：現状説明と次年度計画・予算案 

・12 月～2 月：委員が内定先の企業訪問を行い、情報収集を行うとともに

企業とのつながりを継続した。 

 

 

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 ・2015 年度の四年制学部生の就職率は、前年度(98.5％)を 0.13 ポイント

下回り 98.37％であった。卒業者から進学者を除いた者に占める就職者の

割合は前年度(86.8％)2ポイント上回り 88.8％であった。 

・短期大学部生の就職率は前年度(98.6%)を 2.3ポイント下回り 96.3%であ

った。卒業者から進学者を除いた者に占める就職者の割合は前年度

(72.6％)を 1.3ポイント上回り 74.3％であった。 

・これらのことから、適切な就職支援ができたと言える。 

 

2-1-2 ・キャリア支援室窓口での相談件数は前年度(3,244件)から倍増し 6,968

件であった。このことから、個別相談を希望する学生のニーズに対応で

きたと言える。 

 

 

 

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 ・各種プログラムの対象学生や目的をより明確にし、プログラムを再編成

する。 

・学生のニーズを把握し参加しやすいプログラムを検討していく。 

 

 

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 2016年度は採用選考開始時期が 8月から 6月へと前倒しになったため、こ

の影響を加味した学生対応を行う。 

 

3-1-2 10月の指導学生進路調査の結果をうけて未内定学生への指導を強化する  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 企業ならびに他大学や日本私立大学連盟学生委員会等の情報を共有し、学

生対応にあたる 

 

3-2-2 就職委員を通じ、学部学科で未内定者を把握するとともに、指導教員を通

じ学生への情報提供をおこなっていく。 

 

※「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。 

 

以上 
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2015年度キャリアサポート委員会自己点検・評価報告書 

 

キャリアサポート委員会委員長 奥村 康行 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 多様なインターンシップが企業では実施されており、そのすべて

には学内制度が対応できていない。 

 

1-1-2 クォーター制の導入および就職時期との整合性の点から「インタ

ーンシップ研修」のあり方について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 名古屋銀行との連携協定に基づくプログラムを今年度より開始し

た。参加人数は，就業体験型（長期インターンシップ）14名，企

画体験型（新規サービスモニター）21 名，営業体験型（講義&フ

ィールドワーク）74 名であった。 

 

1-2-2 クォーター制の導入および就職時期を考慮した「インターンシッ

プ研修」のカリキュラムを策定し，委員会で了承を得た（根拠資

料：第 3回キャリアサポート委員会審議資料 1）。具体的には，事

前学習を「インターンシップ研修 I」，インターンシップと事後学

習を「インターンシップ研修 II」とし，それぞれ 1クォーターで

履修できるようにする。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 キャリアポートプログラム（「キャリアサポートガイダンス」およ

び就職支援への乗入プログラムを除く）が 6552 名（前年度比 1430

名増）、インターンシップ研修が 204名（前年度比 42名増）、受入

機関数 76機関（前年度比 10機関増）、および自己啓発型インター

ンシップが 56名（前年度比 13名増）（52機関（前年度比 11機関

増））であった。 

 

1-3-2 委員会は計 5 回開催され、「インターンシップ研修」および「キャ

リアサポートプログラム」実施計画、卒業生によるキャリア・ア

ドバイザー制度、名古屋銀行との人材育成に関わる連携協定につ

いて審議された。 
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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 キャリアサポートプログラム（「インターンシップ研修」を含む）

は延べ参加人数が年々増加し，満足度も高いので，一定の効果は

得られていると考えられる。 

 

2-1-2 大学入学時から計画的にキャリア教育が行われる体系となってい

る。参加者数は延べ 6552 名（前年度比 1430 名増）で、アンケー

ト調査による参加者の満足度も高い。 

PORTA 上で全学年対象の進路希望調査を実施し、キャリアサポー

ト充実のための基礎データおよび全学生の希望進路動向を半年ご

とに把握し，これに基づき進路情報を提供している。 

 

 

 

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 キャリアサポートプログラムと就職支援プログラムをあわせた体

系の全体像を学生にわかりやすく提示する。 

 

 

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 産学連携協定に基づくプログラムの実施１年目であり，今後に向

けて実施結果を振り返る必要がある。 

 

3-1-2 キャリアサポートプログラムが質，量ともに拡大したため，学生

から見て全体像が見えにくくなっている。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 産学連携協定に基づくプログラムについて，実施結果を検証し，

課題があれば解決策を検討する。 

 

3-2-2 キャリアサポートプログラム全体の広報資料を簡潔にする。  

※「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年度国際教育センター委員会自己点検・評価報告書 

 

国際教育センター委員会委員長 星野 昌裕 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 外国人留学生別科生と日本人学生とのアカデミックな交流の少な

さ（学部・学科と別科の学年暦が異なることに依るところも大きい） 

各学部 

 

1-1-2 総合政策学部での外国人留学生推薦入試における、推薦実績のない

協定機関への対応（総合的に受入れ枠に満たしていない） 

総合政策 

学部 

1-1-3 外国人留学生の地域交流が一過性であること（2014年度は愛知県立

旭丘高等学校と南山中学校男子部との交流があったが、2015 年度に

向けては未定） 

学園内他単

位校 

 

 

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

1-2-1 CJSフェスタを開催し、日本人学生の留学生教育理解を深めた。 

短期留学プログラム参加予定者と別科生によるグループプロジェ

クト「日本文化についてのプレゼンテーションコンテスト」を実施

した。 

 

1-2-2 推薦実績のない協定校（ベトナム、マレーシア）を訪問し、協議し

た。これまで受入れ実績のないインドネシアについて、2 校と新規

に協定を締結する協議をおこなった。 

総合政策 

学部 

1-2-3 2015年度は実施していない。  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 国際センター設置に向けた新たな組織の検討を行った。  

1-3-2 センター主催短期留学プログラムを夏期および春期に実施すると

ともに各学部主催短期留学プログラムのサポートを行った。 

経済学部、 

理工学部、 

法学部、 

経営学部、 

人文学部 

1-3-3 キャンパス統合にともなう留学生用宿舎を検討した。本学所有の学  
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生マンションおよび民間住宅を候補とした。  

1-3-4 留学生推薦協定および後援会留学生奨学金支給要項の見直しを検

討した。 

 

1-3-5 「大学の世界展開力強化事業（中南米等との大学間交流形成支援）」 

の採択を受け、受入れ・派遣プログラムを実施した。 

 

 

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 短期留学プログラム開発と全学部での実施  

2-1-2 留学生用宿舎として本学所有の学生マンションおよび民間住宅を

選択 

 

2-1-3 「大学の世界展開力強化事業」日本語集中プログラムへの留学生受

入れおよび短期プログラムへの学生派遣 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策(も

しあれば) 

※ 

2-2-1 クォーター制に合致する短期留学プログラムの開発 各学部、 

教務課 

2-2-2 「大学の世界展開力強化事業」プログラムの充実および協定校への

広報 

世界展開力強

化事業プログ

ラム運営協議

会 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 海外派遣留学の促進  

3-1-2 学部での外国人留学生受入れの促進 各学部 

3-1-3 留学生と日本人学生の交流促進  

3-1-4 新たな国際センターの組織作り  
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2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学生一人一人の入学から卒業までの国際化度を高めていくための

国際化度を高めていくためのロードマップを作成し、それにもとづ

く留学支援体制を構築する。 

 

3-2-2 渡日前入試の拡大、交換留学生の学部への受入れを検討する。 各学部、 

入試課 

3-2-3 既存のジャパンプラザに加え、多文化交流スペースを設置するな

ど、留学生および日本人学生双方に魅力ある交流プログラムを策定

する。 

 

3-2-4 南山大学の国際化推進を担う国際センターの委員会および事務組

織を改編する。 

 

※「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年度外国人留学生別科委員会自己点検・評価報告書 

 

外国人留学生別科委員会委員長 町田 奈々子 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 サマープログラムの定員割れ  

1-1-2 学部・大学院との相互交流・連携の遅れ  

1-1-3 ホストファミリーと学生との衝突への対応  

 

 

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

1-2-1 採算人数 30 名に対し、2014 年度 27 名から 2015 年度 38名に増加

し、改善が見られた。 

 

1-2-2 別科日本語クラスに学部生の参加、協力を求め、日本語教育への 

理解や交流が進んだ。 

 

1-2-3 ホストファミリー、学生それぞれの相談機会を増やし、丁寧に対

応した。また、ホストファミリーワークショップでは、各家庭に

おける衝突回避の一助となることをねらい、秋学期・春学期とも

に異文化理解のための講座を開催した。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 語学講師（L.I.）の増員配置により、日本語教育体制のなお一層

の充実を図った。 

 

1-3-2 別科創立 40周年記念事業を実施し、多くの日本語教育関係者、研

究者、別科同窓生の参加を得た。 

 

1-3-3 CJS フェスタを実施し、日本人学生に対し、留学生教育への理解

を促した。 

 

1-3-4 安定的なジャパンプラザ運営に努めた。  

 

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 ※ 
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てください 

2-1-1 別科 L.I. 5 名体制による、すべてのレベルへの L.I.配置  

2-1-2 別科推薦入試(学部）への出願者が 2015年度 2名から 2016年度 

4名に増加 

 

 

 

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

しあれば) 

※ 

2-2-1 別科推薦入試制度に関する学外・学内広報の強化  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 オープンコースの開講促進  

3-1-2 ブリッジ機能の強化（学部・大学院進学者の増加促進）  

3-1-3 日本人学生のサポート体制構築  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 各学部に対し、オープンコース開講の協力を依頼する。 各学部 

3-2-2 学部・大学院生の予備教育的あるいは補習的日本語教育としての

対応を行う。 

 

3-2-3 フィールドトリップ、キャンパスツアー、ウェルカムパーティー 

等へ主体的に参加する日本人学生を募る。 

 

※「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年度国際交流委員会自己点検・評価報告書 

 

国際交流委員会委員長 山岸 敬和 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 派遣留学生の学部・学科の偏り（外国語学部・英米学科に集中）  

1-1-2 特に学部での外国人留学生受入れを促進する仕組みの未整備  

1-1-3 交流会館から国際化推進に向けて何かを発信する仕組みの未整備  

 

 

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

1-2-1 全学部からより多くの学生を送り出せるよう、新規国、新規校、

新たなカテゴリーの協定を締結した。各学部で短期留学プログラ

ムを開始し、派遣留学希望者の層を広げた。大学院生を協定校に

受け入れてもらえるよう協定上に明記した。 

 

1-2-2 留学フェア等で積極的に広報したが、実績は上がっていない。  

1-2-3 交流会館という宿舎単体ではなく、新キャンパスにおける多文化

交流およびその発信の検討を始めた。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 交換留学に向けたサポートとして、IELTS 夏期集中対策講座を実

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 新規校 7校（うち新規国 2カ国）との交流協定締結  

2-1-2 ディズニー国際インターンシップを再開可能とする協定締結  

2-1-3 授業料免除で語学コースを受講する新カテゴリーの交換留学  
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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 さらなる新規国・新規協定校の開拓 国際教育センター

委員会 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 GPA中心の交換留学生選考方法の見直し  

3-1-2 交換協定校とのインバランス解消  

3-1-3 学部での外国人留学生受入れの促進  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学生の志望理由ややる気のウエイトを高める選考基準を策定す

る。 

国際教育センタ

ー委員会 

3-2-2 とりわけ非英語圏の協定校との間でインバランスが生じやすいこ

とから、現地で語学科目を履修できるような形態や短期プログラ

ムへの参加による交換の可能性を探る。 

 

3-2-3 渡日前入試の拡大、交換留学生の学部への受入れを検討する。 各学部、 

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年度情報システム委員会自己点検・評価報告書 

 

情報システム委員会委員長 野呂 昌満 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 PORTAについては、利用者の利便性のさらなる向上を目指し、マルチ

デバイス/マルチブラウザのサポートが必要となってくる。 

 

1-1-2 無線 LANの整備拡張に伴い、管理業務の増大および複雑化が進展し、

迅速な対応ができないという深刻な問題に直面する危険がある。人材

の育成および管理業務の効率化に早急に着手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 2015年度から PORTAのマルチデバイス/マルチブラウザ化に対応する

ため、システム改修を開始した。サービスインは 2016年 7 月を予定

している。当初は、学生機能（履修登録/成績関係等）に限定してい

たが、教員機能（成績入力/休講登録等）についてもサポートするこ

とになり、学生/教員にとって PORTAの利便性が向上する。 

 

1-2-2 無線 LAN の管理業務軽減および利用者ニーズへの迅速な対応のため

に、2015年 9月から理工学部において、 複数の研究室の有線ネット

ワークおよび無線ネットワークを結合する「グループネットワーク」

の運用を開始した。 

グループネットワークにおけるグループごとの定義は、利用者（学部）

が行うことになり、事務サイドの管理負担の軽減および利用者のきめ

細かい要望に対して迅速に応え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 2016 年 4 月からの情報センター設置に伴い、情報センター運営委員

会および部門会議が、情報システム委員会および下部委員会を引き継

ぐことになる。このための各種規程等の制定および改正等の学内手続

きを行った。 

 

1-3-2 無線 LAN サービス対象エリアの拡張を年次進行で計画している。2015

年度には R 棟および学生会館（コパン）の整備が完了し、2016 年度

には図書館および同窓会館（食堂部分）の整備を計画している。 
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1-3-3 理工学部の名古屋キャンパス移転に伴い、新入生に貸与するノート

PCに関するガイダンスを初めて名古屋キャンパス（S棟）で実施した。

その際、無線 LANに一斉（240人）に接続して、AXIAアカウントの配

布およびパスワード変更を行ったが、特に大きな混乱もなく完了でき

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 S棟に全館無線 LANを整備した。利用者が持ち込む情報機器をネット

ワークに接続できる環境を構築した。S21教室（定員 508名）におけ

る同時接続可能数について、理工学部の協力を得てテストしたとこ

ろ、400 人程度は問題なく接続できることを確認した。 

 

2-1-2 S棟にラーニング・コモンズエリアを設置して、2015年 4月から運用

を開始した。利用者数を毎日定時観測したところ、当初は 1～2 人で

あったが、2015/11月～2016/1月では 10人程度になった。まだまだ、

学生への浸透度合は低いが、着実に広がっていることは実感できる。 

 

 

 

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 新入生向けコンピュータガイダンスは、従来 J棟 PC 教室を使用して

行っていたが、2016 年度からは S 棟大教室において新入生所有のデ

バイス（スマートフォン、タブレット等）を使用して実施する予定で

ある。これも、所謂 BYODの有効活用である。 

 

2-2-2 自主的な協同学習の場としてのラーニング・コモンズには、多様なニ

ーズに対応するために多様な学習環境の提供が望まれる。このため、

II 期棟で設置が予定されているラーニング・コモンズおよび既存の

ラーニング・コモンズ（図書館および S棟）も含めて、多様なニーズ

に対応できるように情報環境設計を行っていく必要がある。 

図書館 
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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 近年、特定の企業や教育機関等を狙った「標的型攻撃」が巧妙化して

いる。本学ではサーバやネットワーク等のシステム側でセキュリティ

対策を行うとともに、利用者である学生や教職員にも情報セキュリテ

ィに関する意識の向上を図っている。しかしながら、今後さらに巧妙

化する「標的型攻撃」に利用者が対応できなくなる危惧がある。この

ような環境の中で、組織として総合的かつ抜本的な対策を講じる必要

が生じている。 

 

3-1-2 昨今、学生の自主的な学びを促進するためにも、反転授業などアクテ

ィブラーニングを授業に取り入れる動きが広がっている。授業内外で

容易に活用できる ICT環境をより一層充実させることにより、効率的

に学生の主体性や協調性、多様性といった資質を養うことができる教

育手法の確立が急がれる。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 「標的型攻撃」には、事前対策（ネットワーク分離、不正通信検知、

ウィルス検疫等）と事後対策（流出ファイルの暗号化等）など一つ突

破されても次で防ぐことができる「多層防御」による対策が有効であ

る。「多層防御」実現に向けて、情報センター運営委員会が中心とな

り、対策案の策定および予算化を取りまとめたい。 

 

3-2-2 2016 年 4 月から情報センターが設置され、全学的な ICT 環境の充実

および教育における ICT の積極的な活用支援を担う体制がスタート

する。具体的な項目としては、e-ラーニングの全学的な活用に対応で

きるサーバシステムの構築、2017 年度から必修化される情報倫理教

育における積極的な ICTの導入支援など、教育現場における ICT環境

の更なる充実を計画している。ICTを活用したアクティブラーニング

の事例等を全学的に浸透できるよう、FD 委員会と連携しながら支援

体制の強化を図る。 

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。 

 

以上 
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2015年度南山エクステンション・カレッジ委員会自己点検・評価報告書 

 

南山エクステンション・カレッジ委員会委員長 上田 薫 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 人気講座は、講座申込開始時点で申込が殺到することや、申込が先

着順のため、僅かな時間の差で、定員超過となり申込ができない者

も多い。また、申込のキャンセル待ち制度を設けていない為、申込

者からの要望に十分に応えられていない。 

 

1-1-2 公務員試験対策講座および教員採用試験対策講座は、講座の委託先

業者が、近年、固定化している。また、開講講座の種類も固定化し

ており、学生のニーズに応えられているか、改めて検討する必要が

ある。 

 

1-1-3 本年度は、春の公開講演会の開催については十分な時間をかけて議

論できなかった。講演テーマや講師の選定については、年度の早い

段階で検討すべきである。 

 

1-1-4 定員 40 名で参加者を募集しているが、実際の参加者数はその半数

程度である。年度によっては、講師を学外から招聘することもあり、

充実した内容のセミナーを、1 人でも多くの高等学校英語教員が参

加できるような方策が必要である。 

 

1-1-5 各市町村からの講演依頼に基づき講師を派遣しているが、その中に

は、講演テーマや講師の選定を、本学側に全て一任するところもあ

る。講演会の主体は各市町村であるので、具体的な要望を提出して

もらう必要がある。 

 

 

 

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 講座申込開始後 3時間以内に定員を超過する講座の受講生の決定方

法を抽選にしたことや、受講申込に係るキャンセル待ち制度を新設

したことで、受講申込者へのサービス向上に繋がった。 

 

1-2-2 講座委託業者の選定では、競合 3社で比較・検討した。また、キャ

リア支援室に就職活動中の学生から、新規で開講を希望する講座の

要望等が寄せられていないか、状況を確認した。 
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1-2-3 第 1回委員会（4月 30日開催）後から、講演テーマや講師の提案受

付けを開始し、10月には決定した。定員 450名に対し、1,400 名を

超える応募があり、一般の方々の興味・関心に応じた講演会を開催

できた。 

 

1-2-4 英語教員セミナーの参加対象者は、高等学校の英語教員を基本とし

ているが、中学校の英語教員も希望に応じ、参加者として受け入れ

た。 

 

1-2-5 各自治体から、市民等に対して提供したい講演テーマや講師の候補

を複数挙げて頂いたため、ニーズに即した講師を派遣することがで

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 公開講座の各講座の受講生数については、毎期継続して定員を満た

す講座がある一方で、講座全体の受講生数は減少傾向にある。 

 

1-3-2 学生向け特別講座が、実質的には学生の就職活動に備えたキャリア

支援となっている。 

 

1-3-3 公開講演会は、定員を大幅に超える応募があったため、抽選にて参

加者を決定したが、当選者の内の約 2割が欠席した。 

 

 

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 受講申込期間内に、受講申込者数が定員に達した講座は、年間で 19

講座あり、人気講座として受講生を集めている講座が多数ある。 

 

2-1-2 公務員試験対策講座では、近年では最高の 148名の受講生数となり、

学生間で講座受講の有効性が浸透してきた。 

 

2-1-3 公開講演会の開催案内を計 4回新聞広告に掲載したことで、公開講

座の受講生募集に係る広報にも繋がり、相乗効果があった。 

 

 

 

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 一部の提携講座では、講座委託業者からの要望もあり、条件が整え  
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ば、受講申込開始前に講座説明会を開催する予定である。 

2-2-2 継続の講座委託業者は、継続により本学学生の能力や学習の傾向を

把握しやすい状況にあるため、より的確な講座内容を提供するよう

要望する。 

 

2-2-3 公開講演会は、南山エクステンション・カレッジの各種活動を周知

する良い機会になるため、その開催に絡めた広報を展開する。 

 

 

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 受講申込者数が、最低開講人数（5 名）未満で閉講になる講座や、

低調な受講生数で継続開講している講座がある。 

 

3-1-2 一般者からの応募方法を、往復ハガキ 1枚で 2名までとしたが、同

伴者の欠席で 1 名のみの出席や、2 名とも欠席するなど、欠席者の

増加を助長する応募方法の潜在的な問題がある。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 受講生募集の新聞広告を受講申込開始前のみではなく、受講申込期

間の後半にも掲載するなど、受講生数増加に向けた広報を拡充す

る。 

 

3-2-2 1 応募につき 1 名とするなど、可能な限り欠席者を減らしていける

ような応募方法に変更する。 

 

※「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年度図書館委員会自己点検・評価報告書 

 

図書館委員会委員長 森山 幹弘 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《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 4月のキャンパス統合に向けて、図書館の抱える課題につい

て具体的な方策の検討がなされなければならない。 

 

1-1-2 両図書館内におけるセキュリティ上の問題は未だ解決をみておら

ず、その対策を練る必要がある。 

 

1-1-3 図書館が主体となって企画する図書館資料などに関する講演会な

ど、社会への貢献が充分に行われていない。 

 

 

 

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 キャンパス統合に向けて、瀬戸図書館の図書の移管について具体的

な計画を立て、その手順と予算について全学的な委員会において承

認を受け、順調に準備を進めることができた。 

キャンパス統合によって利用者が増加することを踏まえ、図書館の

運営の効率化に向けて具体的な方策を検討することもできた。 

 

1-2-2 今年度も両図書館において不審者の情報が数回寄せられた。対策と

しては、その都度、警備員の巡回を強化して対応しているが十分と

はいえず、セキュリティーの向上のための抜本的な改善策を検討す

る必要がある。 

 

1-2-3 今年度は図書館が主体となった２つの講演会を開催することがで

きた。７月に「信徒発見 150年記念講座」を、キリスト教学科のご

協力を得て盛会のうちに開催することができた。さらに、９月には

本学の特色あるコレクションの一つであるリチャード・レインのコ

レクションについて、専門家を招いて講演会を開催し、学生、職員、

一般の観客など多くの参加者を得ることができた。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 システム・サーバのリプレイスについて情報センターと綿密な協議

と議論を重ね、2016 年度末の実施に向けて具体的な仕様を詰め、予
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算措置を行い着々と準備を進めている。その新しいシステムの導入

に合わせ、懸案となっていた図書館の Webページの大幅な改修を行

うことについて、ワーキング・グループを作り議論を重ね、具体的

な準備を進めている。 

1-3-2 収蔵スペースの狭隘化が依然として課題となっていること、また閲

覧スペースなどの有効利用について、図書館全体のスペースの再配

置を考えていかなければならない現状があり、逐次刊行物、製本雑

誌と新聞、書籍について除籍と廃棄を継続的に実施する必要があ

る。 

 

1-3-3 地下の書庫と貴重室にチョウバエと白カビが大量に発生し、図書館

の職員がそのための一時的な処置を行った。抜本的な対策を講じる

ための具体的な作業を策定し、来年度の実施に向けて予算措置を行

ったので早急に実行し、貴重な資料の保全を図る必要がある。 

 

 

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 収蔵スペースの狭隘化の対策をこの数年間においては図書館の主

要な取り組みとしてきているところであるが、図書館委員会での慎

重な議論を踏まえて、本年度は 2009 年以来の大幅な購読雑誌の見

直しを行うとともに、電子媒体と重複している紙媒体の雑誌の廃棄

を進めた。また、学部配分図書費で継続購入している逐次刊行物の

一部について電子媒体への切り替えを行った。 

 

2-1-2 瀬戸図書館において、名古屋図書館への移管の準備のための具体的

な作業手順を策定することと合わせて、重複雑誌を中心に資料の除

籍作業を積極的に進めた。 

 

2-1-3 図書館利用講習会の実施方針を見直し、実施方法を大きく変更し

た。それによって受け身の講習会ではなく、学生が主体的に行うグ

ループ・ワークを中心にした講習会とすることができ、学生から高

い評価を受けた（学生の講習会に関するアンケート結果による）。 

 

 

 

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 すべての予算による紙媒体の購読雑誌の電子化の可能性を調査し、  
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図書館委員会の議論を経て媒体の変更を進めていく。また不要にな

った紙媒体の逐次刊行物及び書庫内の複本の除籍、廃棄を慎重に進

めていく。 

2-2-2 2017 年３月の瀬戸図書館から名古屋図書館への資料の移管を見据

えて、すでに策定した計画に基づいた作業を効率良く実施する。移

管に際しては、引越しの費用を節約し、名古屋図書館の収蔵スペー

スを圧迫することがないようさらに資料の精査を行い、総合政策学

部と協議しながら移管する資料を厳選する。名古屋図書館では瀬戸

図書館の資料の受け入れの準備を行うとともに、瀬戸図書館で保管

することが適切と考えられる資料を選び、引越しの準備を行う。 

 

2-2-3 新しい図書館講習会の教員への説明を丁寧に行い、学生から評価の

高かったグループ・ワークの導入を教員の協力を求めて、さらに進

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 2017年４月のキャンパス統合に向けて、図書館においても円滑な統

合を実現するための具体的な作業の実施のための議論と調整を進

めていく必要がある。 

 

3-1-2 不審者の侵入などや不審行為などの発生に対して抜本的な対策を

検討し、実施する必要がある。 

 

3-1-3 Web ページの改修を行い、より見やすく使いやすい Web ページを実

現する。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 利用者の増加に備え、図書館サービスの効率化をさらに進める必要

があり、図書館委員会での議論を行い利用ルールの見直しを行う。 

 

3-2-2 図書館委員会で一歩踏み込んだ議論を行い、具体的な対策について

取りまとめ、予算化に向けた取り組みを行う。すでに検討したが予

算の制約から実現しなかった入館ゲートの設置について、再度検討

を行う。 

 

3-2-3 ワーキング・グループで作成した改修案を実現するための具体的な

作業を行うとともに、2017年 4月からの運用に向けて情報センター
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及び学長室と調整を行う。 

※「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年度自己点検・評価委員会自己点検・評価報告書 

 

自己点検・評価委員会委員長 中 裕史 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 ピア・レビュー委員会からの提案にあった、自己点検・評価報告書に

基づく各組織との意見交換実施の見送り。 

 

1-1-2 文部科学省各応募プログラムには申請したが、2014 年度は採択結果

が得られなかった。近年の文部科学省プログラムには申請要件が設定

されていることから、各申請要件を達成する取組みが必要である。 

 

 

 

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 現在の自己点検・評価方法は 2014 年度から導入したもので、導入初

年度ということで意見交換の実施は見送ったが、点検・評価結果を書

面にて通知し、それに対する被点検・評価組織から回答を受けるとい

う新たな方法を試みた。 

 

1-2-2 2015年度は、文部科学省平成 27年度「大学の世界展開力強化事業－

中南米等の大学間交流形成支援」事業に対し、上智大学および上智短

期大学と申請し、採択された。申請要件については、申請時には未対

応の要件が 2件あったが、両要件とも 2015 年度末には対応済みとな

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 2015 年度は、2014 年度に実施した自己点検・評価報告書の大幅なフ

ォーマット変更による新たな自己点検・評価の一連の方法についてピ

ア・レビュー委員会と検討をし、点検・評価方法の改善に務めた。 

 

1-3-2 文部科学省による「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイ

ドライン」の改正に伴い、全構成員（研究者および事務職員）の意識

の浸透を図るため、コンプライアンス教育の受講義務化と受講管理

（誓約書の提出を含む）を大学として徹底することを受け、対象者に

働き掛けを行った。 

 

1-3-3 2015年 12月 5日に「南山大学におけるアクティブ・ラーニング」を  
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テーマとして、外部評価委員会を開催した。外部評価委員長として田

中正郎氏（青山学院大学教授）、委員として池田輝政氏（追手門学院

大学教授）、近田政博氏（神戸大学教授）、田村恭久氏（上智大学教授）

に委嘱し、学内からは関係者 51名が参加した。 

 

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 

※ 

2-1-1 2015 年度自己点検・評価報告書の自己点検・評価委員会の一連の点

検・評価に対し、ピア・レビュー委員会からの提案を受け、自己点検・

評価報告書フォーマットの改善を行い、また自己点検・評価報告書を

作成する際の注意事項を要領としてまとめることができた。 

 

2-1-2 対象者のほぼ全員がコンプライアンス教育の受講を修了し、誓約書も

提出した。 

 

 

 

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 PDCAサイクルの持続が可能となるよう、点検・評価方法や自己点検・

評価報告書フォーマットの改善にピア・レビュー委員会と協力して努

める。 

ピア・レビ

ュー委員会 

2-2-2 全構成員への浸透を図るため、若干名のコンプライアンス教育未受講

者および誓約書未提出者に対し、継続的に働き掛けを行っていく。 

執行部 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 「学校教育法施行規則の一部を改正する省令」（2017年 4月 1日施行）

により、大学全体の３つのポリシーを作成することと、各学部・研究

科の既存の３ポリシーについて見直が必要となる。 

 

3-1-2 「学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必

要な細目を定める省令の一部を改正する省令」（2018年 4月 1日施行）

により、教育の質的転換や内部質保証の確立を重視した評価事項の変

更への対応に向けた準備が必要となる。 
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2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 省令の 2017 年 4月 1日施行に向け、2016年度内に学内手続が終わる

ようスケジュールを組み、公表をする。 

 

3-2-2 認証評価に対し大学として責任ある点検・評価が行えるよう、今後説

明会等で得る情報を大学全体で共有する。 

 

※「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年度パッへ研究奨励金配分委員会自己点検・評価報告書 

 

パッへ研究奨励金配分委員会委員長 沢田 篤史 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1  I−B で購入した図書などの利用状況の調査については、セット

で購入されたものを中心に図書館に調査を依頼している。利用状

況調査は直ぐにできるものではなく、一定の年限がかかるとのこ

とで、次年度も継続して、これまでに購入された物件の利用状況

をフォローしていく必要がある。 

図書館 

 

 

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

1-2-1 図書館での利用状況調査には一定の時間がかかることから，今年

度は本委員会として特にアクションを行っていない．したがって

状況は改善していない． 

図書館 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 研究奨励金 I-A-2 の配分方針を，科研費等の競争的外部資金に対

する，研究代表者としての応募実績を重視するよう変更した．具

体的には，新任初申請以外の応募課題について，A. 研究代表者（採

択），B. 研究分担者（採択）および研究代表者（不採択），C. 研

究分担者（不採択），D. 応募実績なし，の 4 カテゴリに分けるこ

とにした．  

 

1-3-2 研究奨励金 I-Aにおいて，2016 年度の募集からは研究倫理教育の

受講を前提条件とするよう要項を改定した． 

 

 

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 研究奨励金 I-A-2 の配分方針変更は，研究代表者としての外部資

金への応募申請が増えることを期待したものであった．2016 年度

科研費に対する本学からの応募（研究代表者）は 80件であり，過

去 5年間の実績（2011年度 59件，12年度 65件，13年度 77年，
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14年度 77件，15年度 64件）より増加している．配分方針変更が

一定の効果をもたらしたものと考えることもできる． 

 

 

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 外部研究資金申請を増やすことで大学の研究活動を活性化すると

いう研究奨励金 I-A-2 配分方針の趣旨を，2016年度以降も本委員

会から継続して周知する． 

 

 

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 研究奨励金 I-B で購入した図書などの利用状況調査について，長

年の懸案事項（改善すべき事項）として挙げられているが，2015

年度においても本委員会として何ら対応を行わず，結果として状

況が改善されなかった．この停滞を解消する対策が必要である． 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 研究奨励金 I-B で購入した図書・設備の利用状況について，申請

者に所属学部を通じて調査を依頼し，報告を求めることができる

よう検討を行う．図書の利用状況については，図書館にも引き続

き調査を依頼する．利用状況調査を実施する場合には，利用状況

を把握するために本委員会が必要とする情報は何かを精査し，調

査項目を具体的に対象者に示すこととする． 

I-B 申請者の

所属学部，図

書館 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」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ＦＤ委員会自己点検・評価報告書 

 

ＦＤ委員会委員長 浦上 昌則 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2017 年度からのクォーター制導入後は、現在の「学生による授

業評価」の仕組みでは対応できないため、2015 年度中に対応策

を検討する必要がある。 

 

1-1-2 FD活動への教員の参加率を上げること。  

 

 

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

1-2-1 2017 年度からを検討する前提となる回数について委員会で審議

し、自己点検・評価委員会へ提案した。結論としては、協議会に

おいて検討されることとなり、その結果を待って、具体的な仕組

みの策定にかかる。 

 

1-2-2 春に FD活動について周知するパンフレットを作成し、教員に配

布するといった対応策を実施した。また学部長などとも連携し、

FD 活動への参加をうながした。その結果、FD 活動への専任教員

の参加は、のべ 550名となった。 

 

 

3．現状（2015度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2017 年度からの授業評価アンケート内容について継続案件とし

て議論を重ねた。 

 

 

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 当委員会の活動成果だけではないだろうが、FD 活動への専任教

員の参加は、のべ 550 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 ※ 
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しあれば) 

2-2-1 パンフレット等による周知はもちろん、学部長などとも連携し、

FD活動への参加をうながすことを継続する。 

自己点検・評価

委員会 

 

３．改善すべき事項［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「学生による授業評価」の仕組みづくり。  

3-1-2 授業評価においても評価が低い、学生の主体的に学ぶ姿勢を育成

できるような方策の策定。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 協議会の審議結果を待って具体的な議論を始める。  

3-2-2 全学企画はもちろん、各単位で「主体的に学ぶ姿勢の育成」に焦

点をあてた FD企画の実施を依頼する。 

 

※「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年度研究審査委員会自己点検・評価報告書 

 

研究審査委員会委員長 大石 泰章 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 改正された「研究活動の不正行為への対応のガイドライン」につ

いて研究審査委員会としてどのような対応が必要であるか検討

していく。 

 

 

 

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

1-2-1 本委員会の管掌事項である科学的合理性および倫理的妥当性な

らびに実施の可否の判定において，改正された「研究活動の不正

行為への対応のガイドライン」にも留意して行う． 

 

 

3．現状（2015度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 本委員会は，学長指名の委員 8名（委員長を含む）、職責上の委

員（教育・研究事務部長，教育・研究支援事務室長）2名の計 10

名で構成されている．瀬戸キャンパス所属の委員の移動のロスを

なくすため，テレビ会議を利用している． 

 

1-3-2 2015年度は 12回の委員会を開催した．  

 

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 南山大学「人を対象とする研究」倫理審査申請書類についてサン

プル等を改訂し，何に留意して書類作成をするべきかわかりやす

くした． 

 

 

 

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  
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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 南山大学「人を対象とする研究」倫理審査申請書類について，改

訂した日本語版に合わせて，英語版のサンプル等も改訂すべきで

ある．  

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2016 年度の早い段階で英語版のサンプル等を作成し，公開する

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年度大学院委員会自己点検・評価報告書 

 

大学院委員会委員長 ミカエル・カルマノ 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 大幅な定員割れが依然として続いており、解消されていない。 

大学全体として大学院学生受入れ強化をはかる対策を講じる必要

がある。 

各研究科委員会 

大学院入試委員会 

1-1-2 2013年度大学認証(認証評価)において、全研究科における学位論

文審査基準の明文化について「大学院学生便覧」などに明記する

よう、努力課題として改善が求められている。 

各研究科委員会 

大学院教務委員会 

 

 

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

1-2-1 定員を充足した専攻は一部であり、大学院全体として大幅な定員

割れは解消されていない。定員の見直しを含め、定員を充足でき

る方策を引き続き検討していく。 

各研究科委員会 

大学院入試委員会 

1-2-2 各研究科委員会で学位論文審査基準を検討し、大学院教務委員会

審議を経て，大学院委員会で審議・承認された。これにより、2016

年度大学院生学生便覧に掲載される。 

各研究科委員会 

大学院教務委員会 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 各研究科における研究指導の複数指導体制について、1 人の学生

に主指導教員・副指導教員を配置することとなった。2015 年度よ

り各研究科委員会を経て大学院教務委員会で審議し、大学院委員

会で報告することとした。 

各研究科委員会 

大学院教務委員会 

1-3-2 広報媒体における研究指導教員の記載について、研究指導教員（マ

ル合教員）なのか研究指導補助教員（合教員）なのか、区別され

ていなかったため、記載方法を研究指導教員、研究指導補助教員、

講義担当者の 3つの区分を明確に記載することとした。2015 年度

中に Web ページへの記載は対応済みである。大学院入試要項およ

び大学院パンフレットへの記載は 2016 年度（2017 年度募集）よ

り対応する。 

学長室 

入試課 
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1-3-3 クォーター制検討ワーキンググループ最終報告書を受けて、大学

院委員会より各研究科委員会へ 2017 年度よりクォーター制度導

入について検討依頼し、各研究科委員会で審議・承認した。 

各研究科委員会 

1-3-4 「大学における厳正な学位審査体制等の確立について」（文部科学

省通知：19文科高第 854号）に基づき、特に博士後期課程の学位

審査委員会設置の際には、学外審査委員を積極的に登用すること

等により、学位審査にかかる透明性・客観性を確保するための体

制を確立することを改めて確認した。 

各研究科委員会 

1-3-5 大学院論集の公開（著作権）について、著作権法上、著作者はそ

の著作物について公衆送信権を行う権利を専有することから、イ

ンターネット等での公開は、著作者の判断を尊重することを確認

した。 

各専攻 

1-3-6 修士論文の本学図書館所蔵について、1988年度以降 128件の未所

蔵が明らかになった。本学学位規程第 17条「修士の学位論文 1 部

は、本学付属図書館に保管する。」に基づき、今後各研究科・専攻

と図書館の間で確実に受け渡しをおこなうことを確認した。 

各研究科・専攻 

図書館 

1-3-7 「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン

（平成 26年 8月 26日文部科学大臣決定）」に基づき、大学院委員

会より研究科委員会委員および大学院博士後期課程在籍者へ研究

倫理教育の受講を促した。 

各研究科 

コンプライアンス室 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）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年度に引き続き、2015 年度も研究指導教員、研究指導補助教

員への昇格を積極的に進めた。社会科学研究科博士後期課程（課

程変更届出分）を含め、38名（うち研究指導補助教員 14名）の手

続きをおこなった。 

各研究科委員会 

協議会 

2-1-2 各研究科委員会、大学院教務委員会と連携し、カリキュラム・ツ

リーの作成や複数指導体制の確立を進めた。 

各研究科委員会 

大学院教務委員会 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》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 教員の定年制度の変更や大学院教授規程の制定に基づき、各研究科

委員会において適切な人事を進めていく。 

各研究科委員会 

将来構想委員会 

協議会 

2-2-2 各研究科委員会、大学院教務委員会との緊密な連携により、大学院

に関する事項を円滑に実施していく。 

各研究科委員会 

大学院教務委員会 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 長年に亘り大幅な定員割れが解消されていないため、定員の見直し

や大学院の活性化など定員を充足できる方策の検討が必要である。 

各研究科委員会 

3-1-2 2015 年度は、大学院設置基準上必要な教員数（研究指導教員、研

究指導補助教員）を確保できているが、ぎりぎりの教員数となって

いる専攻もある。今後の研究指導体制を維持するために、さらに研

究科委員会への追加委嘱を進めていく必要がある。 

各研究科委員会 

将来構想委員会 

協議会 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 大学院の活性化を図るための方策のひとつとして、大学院委員会

より各研究科委員会へ大学院における 9 月入学の導入について検

討依頼がされた。また、国際教育センターを中心に本学大学院内

部進学内定者の派遣留学応募に係る新たな制度導入に向けた検討

が開始された。 

さらに、大学院生による授業評価で毎年指摘される研究環境（施

設・設備を含む）を充実させることも学生確保の施策として重要

であると考える。 

各研究科委員会 

国際教育センター 

施設課 

情報センター 

3-2-2 2-2-1 に記載した教員の定年制度の変更や大学院教授規程の制定

に基づき、将来を見据えた教員人事をおこなっていく。 

各研究科委員会 

将来構想委員会 

協議会 

※「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。 

 

以上 
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2015年度瀬戸キャンパスマルチメディア教育運営委員会自己点検・評価報告書 

 

瀬戸キャンパスマルチメディア教育運営委員会委員長 原田 直枝 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2017年度の総合政策学部の名古屋移転にあたって，マルチメディ

ア機器，プロジェクタ，e-learningシステムなどのハードウェア

の利用および維持管理と移転の準備，および維持管理体制の変更

の準備を考える必要がある． 

 

1-1-2 e-learningの利用について、より広く利用してもらえるような，

利用方法について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 プロジェクタを含むマルチメディア機器は、スクリーンの故障な

ど年間 2件の修繕にとどまり、現状を維持した。また、e-learning

システムの一部(ALC NetAcademy2)は名古屋キャンパス英語教育

センター ALC NetAcademy2 へ移転・統合できた。 

 

1-2-2 初年次必修の英語授業内において、e-learning システム(ALC 

NetAcademy2、ぎゅっと e)の利用を説明することで、積極的な活

用を推進できた。 

 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 本委員会は、瀬戸キャンパスにおける視聴覚施設・機器の利用・

運用・管理などの基本方針の立案、諸問題の検討を行うことを職

能とし、本年度は春学期・秋学期に各 1回、委員会を開催した。 

 本委員会の管掌する事項は主に次のとおりである。 

(1) 瀬戸キャンパス語学教育システム・視聴覚設備の整備 

(2) 視聴覚機器利用サポートに関する事項 

(3) 瀬戸キャンパスのマルチメディア教育関連予算に関する事項 

 

1-3-2 キャンパス統合に向け、現状のマルチメディア機器の設置状況お

よび経年劣化等状況を調査し、キャンパス統合後も活用できる機

器の洗い出しを行った。 
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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 理工学部の移転に伴い、ALC NetAcademy2 のシステム移転・統合、

ぎゅっと e利用契約の見直し等により、従来までのサービスを維

持しつつ、コストを抑えることができた（年額 685千円減額）。 

 

2-1-2 2012年度から 2014年度にわたって、利用頻度の高い教室のプロ

ジェクタを計画的に整備したことで、2015年度は故障による修繕

は 0件であり、安定したマルチメディア設備を維持できた。 

 

 

 

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  

2-2-2 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 キャンパス統合における瀬戸キャンパスのマルチメディア設備に

ついて、活用できる機器の移転や活用が困難な機器の扱い等詳細

を決めていく必要がある。 

 

3-1-2 英語教育システムとしてのぎゅっと e について、キャンパス統合

後の活用について、今後検討する必要がある。 

総合政策学部 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 マルチメディア設備の二重投資を避けられるよう、情報センター

との連携によって、今後具体的な対応策を決めていく。 

情報センタ

ー 

3-2-2 ALC NetAcademy2 への統合も含めて、共通教育委員会や NEPAS と

の連携によって、具体的な扱いを決めていく。 

共通教育委

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。 

以上 
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2015年度共通教育委員会（瀬戸キャンパス）自己点検・評価報告書 

 

共通教育委員会（瀬戸キャンパス）委員長 原田 直枝 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《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ついての検討，共通教育科目の見直しの検討

が今年度より始まった．引き続き，現在の問題点を洗い出しつつ，

よい成案を構築する努力が求められる． 

 

1-1-2 キャンパス移転に必要な作業や準備には，前例のない事柄が多く

含まれているため，名古屋キャンパスとの連携が重要である．キ

ャンパスごとのやり方の違いに留意しつつ，意思決定の主体者を

相互に確認し，さらに，進むべき方向を確認し，そのうえで意思

統一を短時間で行う努力が必要である． 

 

 

 

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 クォーター制導入および共通教育科目の見直しに関しては、本年

度、2017 年 4月に向けて具体的な検討が全学的に進行する中、瀬

戸キャンパス共通教育部門として、滞りなく合流ができるよう、

委員を通じての情報共有を随時図っている。また、2017年度以降

の新カリキュラム（全学）とクォーター制に移行するために必要

な準備を続けている。これに関しては次の 1-2-2と連動している。 

共通教育委員

会（名古屋キャ

ンパス）、教務

委員会 

1-2-2 科目運営の面でのキャンパス統合に向けた準備は、名古屋キャン

パスの共通教育委員会と連係をとりながら進めている。また、設

備、備品面での移転に向けた準備として、ワールドプラザや英語

教育センターなど、名古屋キャンパスの関連部門との間で備品等

の分別リスト作成をはじめ、それぞれ具体的な連絡が始められた。

残り 1年を切る 2016 年度には、より現実的な対応が必要とされて

いくが、適切に行われるよう、努力を続けることとなる。 

共通教育委員

会（名古屋キャ

ンパス）、教務

委員会、英語教

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 全学カリキュラム委員会、各学部教授会、名古屋キャンパス共通

教育委員会との連携のもと、瀬戸キャンパス共通教育に関わる諸
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事項を運営している。委員は、2015年度 4月より理工学部が名古

屋キャンパスに移転したのに伴い、総合政策学部からの選出で構

成されている。 

1-3-2 開講コマ数とそれに占める非常勤担当コマ数および比率の実績は

次のとおりである（第 6回共通教育委員会（瀬戸キャンパス）資

料にもとづく）。本年度から 1キャンパス１学部となったのに伴

い、開講コマ数・非常勤担当コマ数ともに、2014年度に比べて大

幅に減少している。 

2015年度 開講コマ 394、うち非常勤担当コマ 147（37.3％） 

（参考） 

2014年度 開講コマ 530、うち非常勤担当コマ 199（37.5％） 

 

1-3-3 本年度、共通教育科目（瀬戸キャンパス）の新カリキュラムの運

用がスタートし、2014年度以前入学者（２年次～4年次以上生）

向けの旧カリキュラムと併行させて運営を行なっている。 

 

 

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 共通教育科目の担当は、総合政策学部所属教員以外に、名古屋キ

ャンパスの各学部・研究所所属の教員の協力を得て成り立ってい

るが、従来は、窓口となっている各科目コーディネーターが個々

に行なう形となっていた。今年度全学的な洗い出しがあり、学部・

学科ごとの科目担当状況が明らかになって、依頼する側にとって

も、依頼を受け付ける側にとっても見やすい仕組みが整った。 

全学カリキュ

ラム委員会、共

通教育委員会

（名古屋キャ

ンパス） 

2-1-2 本年度スタートした共通教育科目（瀬戸キャンパス）の新カリキ

ュラムの運用と、旧カリキュラムとを同時に動かしていくうえで、

大きな混乱・事故もなく 1年目を終えた。 

 

 

 

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 今回作成されたデータについて、随時、更新・修正を加え続ける

ことにより、効果的に活用していく。 

 

2-2-2 新旧カリキュラム併行運用について、引き続き留意していく。  
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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 1-3-2にもある通り、本年度および来年度は、1キャンパス 1学部

体制の現状に即して適切な運営を行なう必要があるが、実際に滑

り出してみて、履修登録傾向の変化など、前もっての予測が行き

届かなかった部分がある。実情に合った適切な科目編成・科目運

営が必要である。 

 

3-1-2 本年度から瀬戸キャンパス共通教育科目の新カリキュラム運用が

開始したが、2017年度のキャンパス統合に伴い、1年後にはまた

新たなカリキュラムがスタートすることへの態勢準備も必要であ

る。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2016年度に向けて、履修者の規模や履修傾向を踏まえ、クラスサ

イズや開講科目数、科目配置を、適宜調整しながら時間割編成を

行ない、これを確実に運営していく。 

 

3-2-2 名古屋キャンパスの共通教育委員会とも充分に連携をとりなが

ら、本委員会としては、瀬戸キャンパスからの移行が適切に完了

できるように、問題となり得る事項を予測して準備を整えていく。 

共通教育委

員会（名古屋

キャンパス） 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」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年度南山学会自己点検・評価報告書 

 

南山学会常任理事 佐々木 克巳 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 『アカデミア』等の刊行期日内の発刊、投稿規程の整備  

1-1-2 繰越予算の有意義な使用  

1-1-3 南山学会 Web ページの内容検討  

 

 

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 期日内刊行については，『アカデミア』は、年２回、６月と１月の

刊行を予定していたが、2015 年度についてもそれぞれ７月と２月

の配布と１か月程度遅滞した。このような状況を改善するため、

１月刊行分より、原稿の進捗状況を事務局で記録することとした。 

今後はこの記録を続け、遅れの原因となりそうな状況を分析する

こととした。投稿規程の整備では，人文・自然系列にて内規（『ア

カデミア』人文・自然系列の「翻訳」カテゴリでの投稿に関する

内規）を作成した。 

 

1-2-2 2017年度から本学でも導入が予定されており、学会員の関心も高

い「クォーター制」を 2015年度のシンポジウムのテーマとした。

このシンポジウムの内容を充実させるため、クォーター制の実績

がある関東地方から講師を 2 名招聘し、講演を依頼した。多くの

参加者があり、活発な意見交換も行われ、非常に有意義な使用と

なった。 

 

1-2-3 2015年度はとくに進んでいない。  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学会・系列の運営－総会（2015.4.29）理事会（2015.6.24, 

2015.7.15,2015.9.16,2015.11.23, 2016.3.4）メイル審議 7回 

 

1-3-2 シンポジウム「よりよいクォーター制を目指して」を 2015.11.18

に開催した。参加者数(116 名/内訳:会員 93 名,職員 20 名,学生 3

名) 
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1-3-3 南山大学学術叢書４件の出版（青木清 法学部教授、高橋広次 法

学部教授、榊原秀訓 法務研究科教授、願興寺ひろし ビジネス研

究科教授） 

 

1-3-4 出版・出版助成・出版補助に関連するものとして、文学・語学編

98,99 号、人文・自然科学編 10,11 号、社会科学編 9,10 号、（理

工学編 16 巻）・南山経済研究第 30 巻 1,2,3 号、南山経営研究第

30 巻 1,2,3 号、南山法学第 38 巻 3・4 合併号、第 39 巻 1,2 号・

南山神学第 38 号、南山大学日本文化学科論集第 16 号が刊行され

た。 

 

1-3-5 研究例会の開催－第 1回研究例会（文学・語学系列 21 名、人文・

自然系列 12 名、経済系列 9名、経営系列 15名、法学系列 16名、

社会科学系列 7 名、理工学系列 39 名）、第 2 回研究例会（経済系

列 10名、経営系列 20名、法学系列 11名、理工学系列 24名） 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

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

てください 

※ 

2-1-1 『アカデミア』の印刷部数の見直しを行い、予算を有効に使用す

ることができた。 

 

2-1-2 シンポジウムについては、事後アンケートからその有益性が確認

できたと考える。 

 

2-1-3 『アカデミア』のリポジトリ化に伴い、2016年度から印刷物の学

外機関への送付を停止することの合意を得た。これにより、送付

に係る予算の新たな活用が可能となった。 

 

 

 

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 『アカデミア』の印刷部数については、恒常的に見直しを行う。  
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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 『アカデミア』等の刊行期日内の発刊  

3-1-2 必要に応じた、繰越予算の有意義な使用  

3-1-3 南山学会 Web ページの内容検討  

3-1-4 『アカデミア』印刷物の学外機関への送付をやめることに伴う、

具体的な手続きの履行 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 『アカデミア』原稿の進捗状況の記録から、遅れの原因となりそ

うな状況を分析する。 

 

3-2-2 シンポジウム等で、繰越予算を有意義に利用できそうなものがあ

れば積極的に利用する。 

 

3-2-3 南山学会 Web ページをさらに充実させる（たとえば、『アカデミ

ア』のリポジトリ化にともない、『アカデミア』へのリンク付を行

うなど）。 

 

3-2-4 学外機関への廃止の案内の送付と学内向けの案内を行う。  

※「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年度事務部長会議自己点検・評価報告書 

 

大学事務部長 沢口 定雄 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 事務処理ミスの未然防止について  

 

 

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 事務部長会議では、事務処理ミスの未然防止に重点的に取り組んでき

た。事務処理ミスが発生した場合には、部長・課室長が中心となり、原因

究明と再発防止策の確立に取り組むとともに、事務部長会議において事例

を共有することで、各課室においても同様の事務処理ミスの発生を未然防

止する取り組みを引き続き行っている。加えて、グループメイルアドレス

宛メイルへの対応など具体的な事例について、各課室の取り組み状況を適

宜確認・検証し、必要に応じて各課室に改善を促している。また、新しい

取り組みとして、文部科学省への提出書類や補助金の回答についてチェッ

クシートを作成し、事務処理ミスの未然防止に努めている。チェックシー

トの導入により、担当者が作成した書類や回答を課長・係長が確認する仕

組みが徹底され、事務処理ミスの削減に効果が上がっている。 

事務処理ミスの発生は業務の信頼性を損なうだけでなく、ミスのリカバ

リに多くの時間と労力を費やすことになるため、ミスの未然防止は業務負

担の軽減にも繋がる。そのため、今後も継続的に取り組んでいく。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 大学事務部内の最終的な意思決定機関である事務部長会議は、組織的に

解決すべき課題に対して、大学事務部としてあるべき姿を見据え、また危

機管理の視点に立った議論を積極的に行っている。なお、2015 年度に取

り組んだ主な事項は、以下のとおりである。 

・キャンパス統合に係る各課室の課題を共有し、随時進捗状況の確認を

行った。 

・2016年度予算編成にあたり、事業計画の精査、臨時職員等配置の検討

など、予算削減に積極的に取り組み、調整機能を果たした。 

・組織改編や制度の見直し等に伴い、危機管理マニュアルおよび潜在リ

スク分類表を実態に即した内容に改訂した。また、インシデント・ア
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クシデントの発生からレポート提出までのフロー図を作成し、インシ

デント・アクシデント・レポートの提出手続を構成員に周知徹底した。 

・定期健康診断の受診状況や研究倫理教育の受講状況を適宜確認し、受

診漏れ・受講漏れがないよう、課室長等を通じて対象者に働きかけを

行った。 

・省エネルギーおよび光熱費削減の観点から、学内に啓発ポスターを掲

示するとともに、昼休み時間帯の事務室の照明の OFF を実施した。ま

た、事務職員による教室巡回を行い、授業が行われていない教室の不

要な照明・エアコンの OFFを実施した。 

・消耗品費節約の取り組みの一環として、各課室で余剰となっているチ

ューブファイルやクリアファイル、クリップ等を総務課に集約し、事

務用消耗品のリユースの取り組みを始めた。 

・事務職員の能力向上のため、経済学部 FD研修会との合同企画として開

催された「大学 SD研修会」に、各課室の事務職員を積極的に参加させ

た。 

・2015 年 6 月に発生した連続不審火への対策の一環として、1日 3回、

事務職員による学内巡回を実施し、不審火の未然防止に努めた。 

・定期試験業務や学位記チェック作業、通学路歩行マナー向上キャンペ

ーン、ハラスメントに関する配付物の封入作業など、業務繁忙におけ

る他課室間の業務協力の調整に取り組み、安定的な業務遂行および超

過勤務の削減に努めた。 

・補助金獲得に向けて情報共有を図るとともに、改革総合支援事業の支

援校選定を目指し、具体的な対応を検討した。 

・キャンパス統合や新学部設置、クォーター制導入など大きな事業が並

行して進んでいるため、業務量が増加し事務職員の負荷が高くなって

いるが、人員の増員は難しい状況であるため、これまで行ってきた業

務繁忙における他課室間の業務協力の調整に加え、業務やそのやり方

の見直しを積極的に行っていくこととし、2015 年 10月 19日開催の事

務部長会議では、事業活動におけるコストダウンの方策の一つとして、

事務職員に対して業務の見直しを指示した。 

 

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 ・学内決定事項の迅速な周知について 

事務部長会議は、評議会開催後の水曜日を原則に開催しており、2015

年度は 17 回開催した。定期的に開催することにより、理事会、評議会

や事務部長会議等の決定事項が速やかに構成員に周知され、各課室の計
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画的な業務遂行が可能となっている。 

2-1-2 ・大学事務部における最終的な意思決定機関としてのリーダーシップの発

揮について 

大学事務部の方針として示した「本学のさらなる発展のために、経営

基盤（人・モノ・カネ・情報）をさらに強化し、将来への備えを着実に

進める。」という業務方針の実現に向けて、事務部長会議において、経

費節減、組織連携、業務管理、危機管理の観点から、様々な取り組みを

継続的に行ってきており、その結果、一定の成果が出ていると考える。

事務部長会議の下、部・課室を超えた協力体制が整っており、特に所管

課室だけでは解決困難な組織的対応が必要な案件について、事務部長会

議のリーダーシップが発揮できている。 

 

 

 

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 従来からの取り組みではあるが、事務部長会議の開催日程との関係か

ら、会議での事前の報告・協議が行えないものについては、グループメイ

ルアドレスを活用し事前の報告・協議を行っているが、業務の遅延を防止

しより迅速な対応を実現するため、従来以上にグループメイルアドレスを

活用する。 

 

 

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 ・事務処理ミスの未然防止徹底のための構成員への継続的な働きかけ 

過去に事務部長会議において取り扱われた事務処理ミスと同様の事

例が繰り返し発生することがある。その原因として、年月の経過により

構成員の意識が薄れたり、新採用者等への引き継ぎが行われていなかっ

たりすることが考えられるため、これまで事務部長会議が蓄積してきた

ノウハウを継続的に構成員に周知徹底する仕組みが必要である。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 これまで事務部長会議で取り扱われた事務処理ミスの内容を取りまと

め、PORTA に掲載し、常時閲覧可能な状態にする（内容は年 2回（4月と

10月）に更新する）。また、新採用者や他単位からの異動者には、課室長
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が印刷したものを配付し、確実に周知を行う。これにより、今後の事務処

理においても過去の事例を忘れることなく、事務処理ミスの未然防止に努

める環境を整えることができる。 

※「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年度学長室自己点検・評価報告書 

 

学長室長 郷司 直樹 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 危機管理対応も学長室の所管業務であるが、主に室長が担当して

おり、実務担当者（係）が明確になっていなかった。そのため、

室長不在時に対応が遅れるケースがあった。 

 

1-1-2 係間連携の具体的方策ができておらず、一部業務を除いては独立

して遂行されている。そのため、業務の重複による無駄が発生す

る可能性を否定できない。また、所属職員に多用な業務を経験さ

せることが難しい状況にある。 

 

 

 

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 学内案件については学長事務係、対外的案件については企画係、

将来構想担当とおおまかな棲み分けは行った。しかしながら、多

くの危機管理案件は、情報統制が必要な場合が多く、ファースト

コンタクトは、学長室長が対応せざるを得ない。 

学長室長の不在予定を執行部・事務部の部長へ情報提供し、不在

時には、危機管理マニュアルのフロー図にも示されているように、

各部長から執行部へ報告するラインが機能している。 

 

1-2-2 後援会評議員会・総会、友の会評議員会、名誉教授を囲む会など

のイベント業務、ブレティンなどの印刷物の校正、支払伝票チェ

ックは、係間連携業務として定着している。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 企画係、学長事務係に加え、将来構想推担当業務を担当する職員

を置き、実質 3係体制で業務を行っている。 

 

1-3-2 企画係は渉外、広報関係を担当し、学長事務係は各種会議運営と

学長をはじめとする執行部の秘書業務を担当している。 

 

1-3-3 将来構想担当については、将来構想推進室長の指揮下で、新学部

設置のための申請業務は総務課と連携し、キャンパス整備関連業
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務は施設課と連携し、戦略広報関係業務は学長室企画係と連携し

て業務を行っている。 

 

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 学長事務係業務では、会議運営に加えて新任用教員研修や名誉教

授を囲む懇談会等の行事も担当しているが、担当者の学内調整や、

係間の連携により大過なく終えることができた。 

 

2-1-2 渉外関係では、学外関連団体（同窓会、友の会、後援会）との関

係強化に数年来取り組んでおり、構成員との接触の機会を増やし

てきた。これらは総会等行事運営の円滑化に寄与している。 

 

2-1-3 広報関連業務については、執行部指示の下、企画係と将来構想担

当が連携することにより、将来構想に重点を置いた広報を効果的

に行っている。予算面でも、従来の広報予算と将来構想関連の広

報予算を一体として運用しており、無駄のない予算配分となって

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年度のキャンパス統合、新学部設置を遅滞なく実施する。  

3-1-2 担当者のみしか把握していない業務を解消する。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2017年度のキャンパス統合、新学部設置に向けての最後の準備年

となるため、係内係間の情報共有と執行部への報告・連絡・相談

のより一層の徹底を図る。 
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また、2017年度以降の南山大学を、常に念頭に置いて業務を遂行

する。 

3-2-2 すべての業務に、主担当者、副担当者を割り当て、実質的に機能

するバックアップ体制を構築する。 

 

※「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年度総務部自己点検・評価報告書 

 

総務部長 三谷 靖司 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 第 2期工事に向けて、建築定例会議と大学執行部の関係、法人事

務局と大学総務部の関係とそれぞれの役割を改めて整理し、スム

ーズな情報共有と迅速かつ適切な意思決定が行えるシステムを再

構築する必要がある。 

 

1-1-2 文部科学省を中心とした対外的な書類作成、調査回答作成におい

て、十分な理解、確実な原案作成、十分なチェック体制について、

2014年度における届出書類ミスの反省に基づいた業務遂行を行う

必要がある。 

 

1-1-3 法人事務局の各事務室と総務部の各課との関係について見直す必

要がある。 

法人事務局

各事務室 

 

 

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

1-2-1 大学執行部のもとで将来構想推進室を中心に意思決定を行い、法

人事務局（施設事務室）や大学総務部（施設課）がそれぞれの役

割を果たす体制が整備されている。 

将来構想推進

室 

1-2-2 文部科学省への提出書類や私学事業団の補助金関係の提出書類の

作成にあたっては、データを提供する課室がチェックシートに基

づき確認する体制としている。 

 

1-2-3 必要に応じて調整を行っているが、双方の認識に食い違いがでる

場合があり、関係についてはあまり変化がなかった。 

法人事務局各

事務室 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 第 2期工事は工期の遅れもなく順調に行われた。第 1期工事で課

題となった入試期間等の騒音管理も工事を完全に中止する日程を

予め組んでおり問題は発生しなかった。また、近隣住民との関係

についても第 1期工事時の経験を活かして丁寧に対応することで

特段の問題は発生していない。 
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1-3-2 第 1 期・第 2 期工事に関連して派生した以下の案件に、主に学務

部長・学生課と連携して取り組み、対応した。 

・駐車場の移動および運用 

・駐輪場の移動・運用 

・喫煙所の移動・運用 

・学生の通学経路 

学生課 

1-3-3 国際教養学部の設置関係書類、収容定員増の認可申請書類の作

成・提出など将来構想に関する業務を将来構想推進室と連携して

行った。 

将来構想推進

室 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

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

てください 

※ 

2-1-1 清掃業務と警備業務の統合など、経費削減と業務の効率化を目指

す取り組みが進められている。 

 

2-1-2 施設設備について、H 棟空調の更新、体育センターのポンプ交換

などの事業計画や修繕費による日常的な修繕を実施することによ

り、教育研究環境の充実を図ることができた。 

 

 

 

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 瀬戸キャンパス統合の準備作業を機会に、経費削減と業務の効率

化をさらに進める。 

瀬戸キャンパ

ス事務部 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 法人事務局の各事務室と総務部の各課との関係について見直す必

要がある。 

法人事務局各

事務室 

3-1-2 2015年度の超過勤務が前年度と比較して増加している。  
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2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 それぞれの単位で手続きとして必要な会議体の数とそこにかかる

時間の違いを認識した上で、双方の認識やすり合わせ、スケジュ

ールを調整・共有する地道な作業を一つずつ積み重ねていく。 

法人事務局

各事務室 

3-2-2 ・超過勤務時間数が多い場合、出退勤報告書提出時ごとに課長と

その原因を探り、翌月以降の対応を協議する。 

・部内会議等で業務スケジュールを共有し、それに基づく部内応

援協力体制の確立を進める。 

 

※「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年度総務課自己点検・評価報告書 

 

総務課長 瀬尾 好広 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 超過勤務の適正化について  

 

 

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 ・2015 年度の総務課全体の超過勤務時間は 2195.50 時間となり、2014 年度

の 1,583.75 時間と比べ、611.75 時間の大幅な増加となった。（集計期間

はいずれも前年 11月～当年 10月） 

・総務課における超過勤務は、防災訓練関係（10～11月）、クリスマス関係

（12月）、入試関係（1･2月）、卒業式・入学式（2～3月）、文部科学省

への各種届出書類作成（3･4月）、補助金・各種調査関係（4～7月）など、

年末から年度始めに集中している。これらに加え、以下の理由により総務

課全体の超過勤務時間は大幅に増加した。 

・社会科学研究科博士後期課程設置にかかる申請業務 

・学校教育法等の一部改正に基づく内部規則等の総点検・見直し 

・国際教養学部設置にかかる申請業務 

・S 棟竣工準備および竣工に伴う管理業務の増加（警備清掃、テナント等） 

・第Ⅱ期建築工事にかかる各種対応 

・不審火対応（掲示、職員巡回強化、消防・警察対応等） 

・2015年度は大幅な増加となったが、年度初めに超過勤務の削減・適正化に

向けた具体的な取り組みを示し、現在課内で取り組んでいる。2015 年 11

月～2016 年 3 月の超過勤務時間は 713.25 時間となり、前年同期間の

1092.75 時間と比べ、379.50時間の削減となっている。 

・2014年度は超過勤務が一部の課員に偏っていたが、業務分担の見直しによ

り 2015 年度は以下のとおり改善した。 

超勤時間 ～100h 101～200 h 201～300 h 301～400 h 401 h～ 

2014年度 3 人 2 人  2 人 1 人 

2015年度 1 人  1 人 4 人 1 人 
 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 ・総務課の事務分掌は、南山大学事務分掌規程第 8条に規定されており、具  
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体的な業務としては、「文書管理（公文書、規程、契約書、公印、郵便、

翻訳依頼等）」、「文部科学省に対する届出・報告等」、「補助金申請」、「調

査取りまとめ・回答」、「式典（入学式、卒業式等）・行事（父母の集い、

水泳教室等）の実施」、「慶弔に関する事項」、「寄附の受入・調整」、「学内

テナント業者（食堂業者等）との連絡・調整」、「学内警備、学内清掃およ

び環境保全、施設管理および貸出し」、「大学史料室の管理・運営」などで

ある。（大学史料室は 2015年 9月より学園の南山アーカイブズに統合） 

・卒業式、入学式、父母の集い等の式典・行事の実施については、課として

これまでの経験が蓄積されていること、また、定期的な業務分担の見直し

により後継者の育成を図っており、安定的な業務遂行が実現できている。 

・警備、清掃、プール・コパン管理、食堂等については業者に委託している

が、委託業者と定期的に打合せを行い、連携を密にすることで業務の確実

性を高めるようにしている。また、問題等が発生した場合には、業者任せ

にならないよう極力現場に足を運び、自ら状況を確認するよう課員に指導

している。2016 年度からは警備、清掃、プール・コパン管理を一体で 1つ

の業者に委託することになり、2015年度に公募・業者選定を行った。業者

を 1つにすることで、各業務間の連携がより密になることが期待できる。 

・2011 年の南山短期大学の短期大学部化や 2015 年の理工学部移転により総

務課の業務量は増えているが、人員は増えていない。また、多岐に渡る業

務を 1係体制で行っており、係長の負担が大きい。 

 

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 ・業務改善について 

総務課の業務目標にも掲げているが、業務改善に積極的に取り組んでお

り、2015 年度は以下の見直しを行った。業務やその実施方法等を見直すこ

とで、業務量や経費の削減が実現できている。 

・クリスマスプレゼントの見直し（5種類から 1種類に変更） 

・機密書類回収時間および回収場所の見直し 

・公衆電話の見直し 

・公用車の予約・貸出方法の変更 

・電柱広告の見直し 

 

2-1-2 ・他課室応援体制の活用について 

業務繁忙期における超過勤務時間の増加は仕方がない面もあるが、長時

間労働は集中力が低下し、事務処理ミスを誘発する恐れがある。2015年度

は、昨年度に引き続き学位記チェック作業を、また、これまで総務課だけ

で行っていた入学式の掲示作業も他課室に協力いただいたことにより、課
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員の負担軽減および超過勤務時間の削減が実現できた。総務課業務の中

で、他課室に協力いただける業務を具体的に精査し、一時的な業務繁忙へ

の対応策として、今後も他課室応援体制を積極的に活用する。 

 

 

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 ・特になし。  

2-2-2 ・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 ・防災倉庫の不足について 

現在、体育館内西側倉庫を防災倉庫としているが、2016年度から 5ヶ年

計画で学生用の防災用品・非常食の備蓄を計画しており、現在の防災倉庫

だけでは収納が困難である。 

 

3-1-2 ・学内テナントへの支援について 

新棟の竣工や北門閉鎖、駐輪場の変更等により、年々、学生の動線が変

化しており、学内テナントの売上にも影響を及ぼしている。売上改善のた

め、経営不振の学内テナントに対して協力を行う必要がある。 

 

3-1-3 ・近隣地域への社会貢献について 

学生の通学や大学行事等における来場者の迷惑駐車、新棟建築工事によ

る騒音・工事車両の通行、キャンパス外周の落ち葉等により近隣住民の皆

様にはご迷惑をおかけしているため、大学として近隣地域への社会貢献を

積極的に行う必要がある。 

 

3-1-4 ・2015 年度夏休み水泳教室アンケート結果への対応について 

北門および駐輪場閉鎖に対して、北門の臨時開門・臨時駐輪場の設置等

の要望・指摘が多かった。参加する小学生の安全を最優先に考え、次年度

何らかの改善が必要である。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 ・建物の被害状況等によっては備蓄品を利用できない状況も想定されるた

め、防災倉庫を学内の複数箇所に分散させることで、そのリスクを軽減す

る。想定される学内残留場所を念頭に防災倉庫の場所を検討する。 
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3-2-2 ・学生の学内テナントの認知度や利用率をあげるため、学内テナントが行う

キャンペーンやイベント等を PORTA・学内掲示板で学生に周知する。また、

学内のどこにどういったテナントがあるか一般来学者にも分かるように、

各案内板のテナントの表示を分かりやすくしたり、公式 Webページに学内

テナントの紹介ページを作成したりして改善を図る。 

 

3-2-3 ・近隣学区・町内会との連携を密にし、ご意見・ご要望を伺いながら大学の

対応を検討していく。また、従来から行っている大学施設の地域開放を積

極的に行うとともに、近隣の皆様にも食堂や書店などの学内テナントをご

利用いただけるよう、適宜案内を行う。 

 

3-2-4 ・参加する小学生の来学は、必ずしも保護者同伴ではないため、安全を最優

先に考え、何らかの改善を検討する。また、申し込み方法について従来は

窓口だけであったが、2015 年度から FAXを追加した。来学不要であること

から保護者から好評であったため、次年度からは、Web ページからも申し

込みができるよう準備し、さらに利便性を向上させる。 

 

※「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年度人事課自己点検・評価報告書 

 

人事課長 佐藤 淳 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 給与処理に関する誤りを防止する。  

1-1-2 任用手続（発令）に関する誤りを防止する。  

 

 

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 実務担当者による規程、マニュアルに基づくデータ作成および管

理・監督職において、過年度支給状況との比較等の再確認を含め

たダブルチェックにより、誤りを未然に防ぐことが少しずつでき

るようになっている。 

 

1-2-2 電子決裁システムの導入により、過去の発令状況を容易に検索、

確認することが可能となったので、定型的な発令文言、体裁等に

関する誤りは減少しつつある。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 人事課職員の人事異動等（のべ 4 名）に伴う人員構成の変動を緩

和することを目的として業務負荷の平準化、能力開発のため、年

間を通じて課内業務分担を変更することとなった。 

 

1-3-2 労働安全衛生法の改正に伴う、ストレスチェック制度の創設、化

学物質管理の見直し等について、規程の制定・改正、運用等につ

いて、関係部署と連携しながら、検討を進めた。 

学生課 

NSC事務部 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

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

てください 

※ 

2-1-1 法改正に伴う労働条件通知書の有期雇用者（非常勤講師、臨時職

員等）への配付を予定通り実施することができている。 

 

2-1-2 関係課室の協力の下、マイナンバーの収集、保管・管理を実質的 大学各課室 
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に開始し、人事事務室と緊密に連携しながら、データの入力作業

の準備等を適正に行っている。 

法人事務局 

人事事務室 

 

 

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 従来通り、配付遺漏等が発生しないように委嘱等と連動して事務

手続きを行う。 

 

2-2-2 マイナンバーは、2017 年 1月の税務当局への提出に向けて、大学

所管分（謝礼金等）の事務処理を関係部署と連携しながら確立す

る。 

法人事務局 

人事事務室 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 担当者の経験値の向上、チェック体制の見直し等により給与処理

の誤りはある程度減少しつつあるが、全くなくなった訳ではない

ので、更なる方策が必要である。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2017年度から始まるクォーター制を考慮しつつ、マンパワーを補

助する目的で、アプリケーションソフトを利用したチェック体制

について、関係部署と協議し、構築する方向で検討を進める。 

情報センタ

ー事務室 

※「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。 

 

以上 
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2015年度経理課自己点検・評価報告書 

 

経理課長 平野 肇 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 予算編成が長期間で行われるのに対し、決算業務は３月末から４月後半に

かけての約１ヶ月に集中する。また、大学は組織も大きく、処理する件数

も大量（伝票数は年間約 30,000 件）であるため、全体を見つつ詳細な数

字にもミスが起こらないようチェック体制が重要である。 

 

1-1-2 現在の予算執行方式は、各課室で予算執行をおこなう方式であるため、

日々の伝票起票や支払い間違いなどの善後策に関する問合せ・相談が多

く、その回答の統一性を保つかが課題である。 

 

 

 

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 2015 年３月から６月まで係長不在のまま決算業務をしなければならなか

ったため、課内ミーティングを頻繁におこなうとともに、複数名によるチ

ェックを例年より丁寧におこなった。また、早めに財務事務室に資料を送

りチェックを受けるなど、財務事務室との連携を図った。 

 

1-2-2 経理実地調査（後述）の記録や、過去からの問合・回答集を確認すること

により回答の統一性を測ることを心掛けている。 

なお、会計基準や公認会計士協会の方針について、財務事務室にも確認し

適切な会計処理ができるよう心掛けている。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2015年 7月に係長が、2016 年 1月に定年退職者補充者が配属された。2名

とも経理業務経験者であり、経理課内の経理能力は一応整備された。今後

外部研修参加等により、さらに個々の能力アップを図る。 

 

1-3-2 学納金業務について、2017 年度からのクォーター制導入務向けて係長を中

心に３名体制で検討している。また、残留生・休退学者・編入転入生など

は、学納金システムでの管理と並行して手作業による確認が必要なので、

複数名体制でチェックしている。 
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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 経理実地調査を年 2回実施しており、経理課員が全ての課室に出向き、全

ての伝票・証拠書類を確認し、不備・不適切があれば訂正・指導をおこな

う。この経理実地調査の実施により、各課室職員に予算制度の考え方や経

理実務の理解が深まっている。 

 

2-1-2 個人研究費について、学部事務室と常時連絡を取り合い「研究」という目

的に対して適正に予算執行できる体制をとっている。 

 

 

 

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 現状を継続していく。  

2-2-2 現状を継続していく。  

 

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 常務理事会に諮られる経理案件を確実に把握できるようにする。  

3-1-2 当初予算・補正予算など評議会関連事項について、財務事務室や監査法人

による訂正示唆に対する手順を明確にする。 

 

3-1-3 9月提出の予算見込に関して、各課室の情報（事業計画以外の変動要素等）

を把握する。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 財務事務室に協力を求め、年間で常務に諮る案件を整理するとともに、財

務事務室に提出する財務資料については積極的に情報収集を図る。 

 

3-2-2 予算委員会関連事項について、手順書・マニュアル等を整備する。  

3-3-3 各部長と連携を図り、各課室から情報収集を図る。  

※「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。 

 

以上 
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2015年度施設課自己点検・評価報告書 

施設課長 芳賀 進 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《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設置届出の際の校地・校舎面積につい

て、施設課から提出した数字に誤りがあった。大学設置基準に定

める校地・校舎の算入面積と不算入面積への理解と作成資料のチ

ェック体制が不十分だったことが原因であり、設置基準に基づい

て見直しを行い、適正な校地・校舎面積を確定した。 

 

1-1-2 学内のエネルギー管理（省エネへの取り組み）  

1-1-3 第 2期工事における学内連携・調整および進捗管理  

 

 

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

1-2-1 大学設置基準に基づいて確定した校地・校舎面積をベースに、文

部科学省への設置申請・届出では「開設年度」と「完成年度」の

校地と校舎の一覧表を、また、校地・校舎変更届では、「現状（変

更前）」と「変更後」の校地と校舎の一覧表を、総務課と協議のう

え作成し、その都度、必ず複数の目で確認した。その際に、毎回

必ず、資料の作成手順・チェックリストを作成して、変更点（場

所、面積等）を明確にしてミスの防止に努めた。 

 

1-2-2 Ｓ棟の竣工に伴い八雲地区の電力使用量が 2014年度の約 2.4倍、

ガス使用量が約 1.4 倍それぞれ増可したが、山里地区の電気使用

量は約 5.6%減少し、ガス使用量も約 11.6%減少した。2015 年度の

名古屋キャンパス全体の電気使用量は約 66 万 5 千 kwh（11.6%）

増加したが、ガス使用量は約 3 万㎥（5.7%）減少した。棟別では

電気・ガスとも使用量が多い体育センターや図書館で減少傾向に

あり、他の山里地区の校舎でも概ね前年度より減少している。Ｓ

棟竣工によって教室稼働率が変化したことや省エネ意識の広が

り、空調運転の停止時間設定などの効果が出ていると推測される。 

 

1-2-3 第 2期工事の進捗に応じて、学内部署（総務課、経理課、学長室、

瀬戸キャンパス第 1課施設担当ほか）との連絡・調整を密に行い、

学内手続きを適切に進めるとともに、早めの対応ができるように

計画を立て、課内で共有して適切に対応するようにしている。 
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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 2015年度の教育研究環境の整備として、Ｈ棟空調の室外機更新、

Ｄ棟学生相談室の空調機増設、Ｇ30棟出入口の扉サッシ更新など

に取り組んだ。また、名古屋キャンパス内の非構造部材の耐震対

策工事、Ｊ棟防犯設備更新、図書館非常放送設備更新、防犯カメ

ラの増設など、キャンパス内の安全性の向上を図った。 

 

2-1-2 日常的な修繕、機器等の不具合調整など、できるだけ迅速・適切

に対応するよう努めている。 
 

 

 

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 本学施設の特性を考慮しつつ、より快適で安全なキャンパスを維

持していくために、2016年度は、体育センターの空調熱源システ

ム改善、Ｌ棟トイレ改修、名古屋交流会館のエアコン取替など、

教育研究環境整備に取り組み、迅速・適切に改善を図っていく。 

 

2-2-2 快適なキャンパス環境維持のために、より積極的に問題点を発見

し、迅速な解決を目指す。 
 

 

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 施設設備の修繕計画（中長期計画）の中で優先順位および経費等

を見直す必要がある。 
 

3-1-2 第 2期工事における学内連携・調整および進捗管理  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 施設設備の経年劣化や機器の運転時間数などを考慮して、修繕・

改修の年次計画を見直し、より適切なキャンパス環境整備計画を

策定する。 

 

3-2-2 年度末のキャンパス統合に向けて、遅滞なく学内調整・手続等を

進めるよう、学内・課内での情報共有と連携に努める。 
 

※「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年度学務部自己点検・評価報告書 

 

学務部長 児玉 和典 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 年間 360 時間を超える時間外労働を行った職員の学務部への集中  

 

 

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

1-2-1 業務負担の課室内における平準化に取り組み、前年度から課室単

位では時間外労働が削減しているところもあるが、依然として年

間 360時間を超える職員が学務部の特定課室に集中している。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 年度当初に部としての年度目標を、課室長を通じて部内構成員全

体で共有した。主なものとしては、学長方針に示された課題への

貢献、将来に向けての業務改善の検討、等である。 

 

1-3-2 C棟 2階、3階の改修による教務課、学生課の事務室分離に向けて、

レイアウトを作成し、2016年度の移転に備えた。 

 

1-3-3 キャリア支援室が 2017 年竣工予定の新棟に移転予定となってい

るため、レイアウト作成等の準備作業に入った。 

 

1-3-4 国際センター設置に向けて担当者が 2 名配置され、各種留学プロ

グラム作成を事務的にサポートした。 

 

 

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 国際センター、保健センター、外国語教育センター、体育教育セ

ンターの 2017年度設置に向けた設置作業について、該当する課室

が準備委員会等の事務局を担当し、実務担当者の視点から制度設

計に一定程度の貢献を果たした。 

 

2-1-2 国際教育センターにおいては、世界展開力強化事業補助金の申請  
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を担当し、採択後は事業運営を担っている。 

2-1-3 2017年度からの休退学制度変更に向けて、学生課、教務課を中心

に大学の方針に沿った具体的な運用方法を検討し、関係委員会に

置いて規程整備を概ね完了した。 

学生部 

経理課 

2-1-4 部全体としての業務平準化を目標に、繁忙期で人員を必要とする

課室、業務に対して、大学事務部全体の業務分担以外にも部内他

課室からの応援体制を敷いた。全体としての超勤削減にまでは至

らなかったが、今後の超勤削減方策へのきっかけと考えている。 

 

 

 

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 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 超過勤務時間については、2015 年度において大きな改善が見られ

なかったため、今後も継続して削減に取り組む必要がある。 

 

3-1-2 業務遂行上の重大なミスが複数発生しており、再発防止に取り組

む必要がある。 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 ・毎月の超過勤務時間をもとに、部長・課室長間で個別にミーテ

ィングを行い、原因分析と改善策の協議を始めた。この協議を

継続的に行い、業務の必要性を精査するとともに優先順位を明

確化する。 

・2015年度から一部行っているが、単純作業により負荷が増大す

る場合は、時期的に応援可能な部内他課室から人員を提供し、

部全体としての負荷変純化に取り組む。 

 

3-2-2 ミスの発生時において、原因分析とともに再発防止策を担当課室

の責任において作成している。これを確実に実行するとともに、

部内において事象を共有し、部全体として再発防止に取り組む。 

 

※「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。 

以上 
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2015年度入試課自己点検・評価報告書 

 

入試課長 伊藤 聡 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 オープンキャンパスの来場者数が増加傾向にあり、現状のままで

は収容力が限界に達し来場者の満足度を下げる恐れがある。 

 

1-1-2 現在使用している試験室の施設老朽化が進み、適正な試験実施へ

の影響が懸念される。また、全学統一入試［個別学力試験型］に

人文・外国語学部が加わったことで、全学統一入試実施日（2月 7

日）の受験者数の大幅な増加が見込まれ、試験室の収容力につい

ても懸念される。 

 

1-1-3 入試課における休日勤務日数は業務上の特性から他課室と比して

多くなる傾向にあるが、適正な勤務体制の観点から改善を検討し

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年度のオープンキャンパス来場者数は 7,649名（昨年度 6,837

名）となり、過去最高となった。それぞれの会場において来場者

が溢れることをできる限り避けるため、各プログラムのスケジュ

ールを全面的に見直し来場者の分散化を図った結果、概ね混乱な

く実施することができた。また、積極的に S 棟を利用し来場者の

満足度が向上するように努めた。 

 

1-2-2 2016 年度入試より、これまで使用してこなかった S・B 棟を使用

することとした。このことで、施設老朽化によるトラブル対応件

数は低減した。また、S・B棟を使用することで収容力についても

向上した。 

 

1-2-3 学部入試係および入試広報係の休日勤務については、現状以上に

改善することは業務上の特性から難しい。大学院入試については、

試験実施日が集約されつつあり改善に向かっている。 

 

 

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 2016 年度入試実施について、Web 出願・全学統一入試の変更・外

部試験導入などの様々な制度変更に対して、概ね問題なく対応す

ることができた。 

 

1-3-2 大学院入試については、試験規模、施設老朽化などを踏まえ、当

該入試の主体となる研究科を勘案し、試験実施の建物をこれまで

の E・F棟から A・S・R棟に変更した。 

 

1-3-3 入試広報については、新学部設置などに伴う広報活動が年度途中

から発生した。大学案内誌などへの反映や、各広報行事への取り

組みなど学長室と協調しながら実施することができた。 

 

1-3-4 2017年度入試に向けて、新学部設置および外国語学部専攻制導入

等に伴う入試日程を検討した。 

 

 

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年度入試の入試日程の再構築については、学部からの意向を

踏まえつつ、大学全体の方針および試験運営面等の負荷を勘案し

た入試日程案を作成することができた。 

 

2-1-2 オープンキャンパスの開催日数については、来場者の安全確保と

満足度向上を目指しつつ学内体制における実現可能性について検

討した結果、2016年度より 2日間連続開催とすることを提案し学

内決裁を得ることができた。 

 

2-1-3 2016年度より Web出願を導入したことに伴い、出願書類整理に係

る担当者の人数・日数を大幅に削減することができた。 

 

 

 

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 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 現在、リスニングテスト放送が実施できる試験室は K・M・H 棟に  
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限られているが、当該建物の老朽化が進みトラブル発生のリスク

が高まっているため、新たな放送機器を導入し、新しい建物でリ

スニングテスト放送を実施することが予定されている。リスニン

グテスト放送によるトラブルは入試運営において大きな問題とな

るため、この計画を進めるにあたっては遺漏ない対応が必要とな

る。 

3-1-2 2017年度入試より、一般入試の入試日程が変更となり同日に実施

する学部学科の組み合わせが大きく変わった。このことを受けて

監督者の手引き、試験室割当、監督割当、各封入物リストなどを

作成するための基本情報も大きく変わり、実施準備作業を一から

見直す必要がある。 

 

3-1-3 オープンキャンパスの 2 日間開催の決定に伴い、人員配置、資料

準備、プログラム構成などについて改めて見直す必要がある。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 入試実施本番を想定したテスト放送を行い、音量、音質、隣接す

る試験室への影響などを調査し、また一時中断・再開などのトラ

ブル時における対応について綿密に計画し手順化する。 

 

3-2-2 例年以上に速やかに準備作業を行い、本番を想定したテストデー

タから全ての手順について確認する作業を実施する。 

 

3-2-3 2 日間開催を受けて単に昨年度までの実施に係る負荷を倍化させ

る実施方法とするのではなく、各プログラム・分担業務を精査し

教職員の負担を考慮した実施体制を構築する。 

 

※「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年度学生課自己点検・評価報告書 

 

学生課長 加藤 雅毅 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 通学路マナーの向上について効果的な方策を検討する。 大学全事務部 

1-1-2 懲戒学生の公示、懲戒学生の身上異動など、学生の懲戒に関する

規程の改正 

総務課 

1-1-3 2017年度保健センター設置に向けての準備 保健室 

 

 

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

1-2-1 新入生ガイダンス、春学期開始一週間および定期試験期間中につ

いて委託業者による案内誘導および大学全事務部による案内誘導

を実施した結果、山手通門利用が増加し住宅街でのマナー違反が

減少した。 

大学全事務部 

1-2-2 南山大学学生懲戒規程の改正、南山大学における試験の不正行為

に対する懲戒内規の改正、南山大学停学処分に関する取り扱い規

程の改正が 2016 年 2月 19日開催大学評議会で承認された。 

総務課 

1-2-3 保健センター設置準備委員会の設置が 2015 年 5 月 18 日開催大学

将来構想委員会および 5月 29日開催の保健管理委員会で承認され

た。保健センター設置準備委員会(6 回開催)の最終報告書が 2016

年 2月 26日開催の保健管理委員会で承認され、4月 4日開催の大

学将来構想委員会で審議予定である。 

保健室 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 理工学部移転により窓口業務等の学生対応件数が増加した。  

1-3-2 SNS、アルバイト、消費者金融などについて注意喚起の啓蒙活動を

実施しているが、効果があがっていない。 

 

 

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 ※ 
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てください 

2-1-1 課外活動団体へ R 棟、S 棟の教室利用を開始して施設利用範囲を

広げ、円滑な支援することに繋がった。 

 

2-1-2 学生交流センターの TA について、ミーティング等を通して育成

し、各種催しの充実に繋げた。特に秋のフレッシュマン祭を初め

て開催し、課外活動団体への参加機会を広く提供した。 

 

2-1-3 理工学部移転で窓口業務量が増加したが、学生課の時間外勤務は

減少した（2014 年度 1900.50時間 2015年度 1749.00時間）。 

 

 

 

2.《2016 年度に向けた方策》更にこ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  

2-2-2 なし  

2-2-3 ミーティングや業務進捗の可視化などを継続し、ルーティング業

務を効率的に遂行する。 

 

 

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 同窓会奨学金申請者の増加を図る。 同窓会事務局 

3-1-2 2017年度設置の保健センターの規程の制定。 保健室 

3-1-3 2017年度ロゴスセンター譲渡に伴う課外活動団体の施設利用の取

り扱いについての準備。 

総務課 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 奨学金給付の目的について広く学生へ周知活動を継続して行う。 同窓会事務

局 

3-2-2 日本学生支援機構障害者サポートおよび他大学の情報を収集し、

保健センター設置準備委員会の協議資料として提供するとともに

規程制定の手続きを遺漏なく実施する。 

保健室 

299



3-1-3 ロゴスセンターで活動中の課外活動団体の活動実績を調査し、学

生部の管轄下となる手続きを進める。 

総務課 

※「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年度保健室自己点検・評価報告書 

 

保健室長 岡田 暁宜 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2017年度のキャンパス統合と保健センターの設置に向けた対応と

それまでの過渡期（2015年度と 2016 年度）の対応について、名

古屋と瀬戸の保健室スタッフ間の交流と作業の統合をさらに推進

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 2015 年度は、キャンパス移転の過渡期（2015 年度と 2016 年度）

の前半として、学生および職員の健康管理について、両キャンパ

スの保健室の間で随時情報交換をしながら、スタッフ間の交流と

作業の統合を進めることができた。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2015年度には、特に理工学部のキャンパス移転に伴う、学生およ

び職員の健康診断の実施とその事後対応を含む健康管理の円滑な

移転を進めることができた。 

 

 

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 名古屋キャンパスの保健室のスタッフにとっては、瀬戸キャンパ

ス保健室の活動の実態を把握する目的で、瀬戸キャンパス保健室

のスタッフにとっては、名古屋キャンパスの作業に徐々に順応す

る目的で、毎週 1 時間の頻度で両保健室のスタッフ間でミーティ

ングを行い、必要な情報交換が行われた（NNC/NSC 保健室連携ミ

ーティング議事録）。 

 

 

 

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 ※ 
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しあれば) 

2-2-1 2016年度には、2017 年度からのキャンパスの完全移転にともな

う、学生数の増加や職員の移動に向けて、現在の両保健室のス

タッフ間でミーティングを継続し、さらに準備を進めて行きた

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 ※ 

3-1-2 2017年度から保健センターが設置されるが、保健室では、保健

室の従来業務に加えて、新たに保健センターの「総合受付」を担

う予定であるので、2016年度には、保健センターに立ち上げに

向けて、保健室の業務の具体的な準備が必要である。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2017年度から保健センターが設置されるが、保健室では、保健室

の従来業務に加えて、新たに保健センターの「総合受付」を担う

予定であるので、2016年度には、保健センターに立ち上げに向け

て、保健室の業務の具体的な準備を進めてゆきたい。 

 

※「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 
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2015年度学生相談室自己点検・評価報告書 

 

学生相談室長 楠本 和彦 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 「Platto」の開催の有無、広報・参加の呼びかけの仕方等につい

て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 「Platto」について広報を行ったが、実際の参加人数は多くなか

った。そのため、2016年度には「Platto」を開催しないことを 2015

年度第２回保健管理委員会で審議し、了承された(根拠資料 2015

年度第２回保健管理委員会審議資料)。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2015 年度には、学生相談(兼任カウンセラー３名、非常勤カウン

セラー３名)は、１週間につきのべ約５日間実施された。精神保

健相談(精神科医担当)は、１週間につき４日間実施された (根拠

資料 2015 年度南山大学保健管理委員会報告資料)。 

 

1-3-2 2015 年度における、学生相談・精神保健相談件数(相談のべ数)

は、1,193件であった。2014 年度は 1,117件であり、2015 年度の

相談件数は前年度からやや増加した (根拠資料 2016 年度の保健

管理委員会にて報告予定)。 

 

1-3-3 保健センター設置準備委員会に、学生相談室長は委員として出席

した。保健センター設置準備委員会は６回開催され、「保健セン

ター設置準備委員会最終報告」を岡田暁宜委員長名で作成・提出

した（根拠資料 保健センター設置準備委員会最終報告）。 

 

1-3-4 「南山大学学生相談室報告書第 18 号（2014 年度）」を 2015 年 8

月 24 日に刊行し、PORTA 上に掲載した。学生相談室関連各位が

2014 年度における学生相談室活動に関するふりかえりを行うと

ともに、来談者数等の統計資料を掲載した（根拠資料南山大学学

生相談室報告書第 18 号（2014年度））。 
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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 留学生に対する英語による学生相談は、伊東兼任カウンセラーが

担当した。2015年度の留学生に対する英語による学生相談人数は、

29人であった。留学生別科の春学期および秋学期の時期には、ほ

ぼ毎月、相談申し込みがあり、学生のニーズに応えることができ

た(根拠資料 2016 年度の保健管理委員会にて報告予定)。 

国際教育セン

ター 

2-1-2 保健室長を中心とする南山大学附属小学校との、児童の精神的問

題に関する体系的な連携が、2015 年度も継続的に実施された。連

携の形態は、附属小学校の保護者への個別心理面接、教員へのコ

ンサルテーションであった(根拠資料 2016 年度の保健管理委員会

にて報告予定)。 

南山大学附属

小学校 

2-1-2 学生・教職員を対象とした講習会「美活！腸セラピー ～カラダ

とココロに潤いを～」を実施した。参加者は、11名であった。ア

ンケートによると講習会に対して高い評価がなされていた。参加

者の心身の健康増進に寄与できた(根拠資料講習会アンケート集

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 「保健センター設置準備委員会最終報告」では、現状の非常勤カ

ウンセラーから任期制の特任助教に切り替える提案がなされてい

る。2017 年度における、新たな学生相談担当カウンセラー体制を

実現させるため、2016年度には人事計画を着実に進行させる必要

がある。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 
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3-2-1 人事計画を着実に進行させるため、保健センターの設置準備に係

る会議体や部署と緊密に連携し、検討・実施していく。 

 

※「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。 

 

以上 
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2015年度教務課自己点検・評価報告書 

 

教務課長 石井 知好 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2013.11～2014.10期において年次休暇の取得が 5日未満の職員が

いた。 

 

1-1-2 時間外勤務の個人差が解消していない。  

 

 

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 専任嘱託職員も含めて、年次休暇を計画的に取得することを目指

したが、引き続き年次休暇取得が 5日未満の職員がいた。 

 

1-2-2 時間外勤務の個人差を解消するよう努めたが、課員の異動に伴う

業務力低下を補うため、一部職員に負荷がかかり、解消に至って

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 2016年 3月末の体制： 

教務課：専任職員 10 名（課長 1名、係長 2名、主事 7名（うち 1

名は育児休業）、書記 1 名）、専任嘱託職員 4 名（うち 1 名は育児

休業）、派遣職員 3名、臨時職員 3名 

教職センター：専任嘱託職員 1名、臨時職員 2名 

共通教育事務室：専任嘱託職員 1 名、特別嘱託職員 1 名、臨時職

員 3名 

英語教育センター：専任嘱託職員 1名、臨時職員 2名 

第一研究室棟受付：業者委託として常時 1 名（交替制）が授業日

および試験日の夜間まで（8:40～22:10）勤務している。 

 

1-3-2 管掌業務： 

教務課：①学部（含共通教育）履修関係、②大学院履修関係、③

試験／成績管理、④授業時間割編成、⑤便覧（履修要項・講義概

要）編集発行、⑥資格（教職・学芸員・司書）履修関係、⑦研修

生・科目等履修生受入、⑧各種証明書発行、⑨大学院時間外事務

受付、第一研究室棟受付、講師控室管理、⑩教室予約管理、⑪各
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種委員会事務局 

教職センター：①センター運営業務、②教職キャリア支援業務、

③教員免許状更新講習業務、④所属教員の人事および研究費に係

る業務 

共通教育事務室：①共通教育関係事務、教務部長秘書業務、名誉

教授室管理、②各種委員会事務局③体育学教室運営管理、④宗教

教育委員会運営、教皇庁神学部業務 

英語教育センター：①センター運営業務、②ワールドプラザ運営

業務、③英語教育センター委員会運営業務 

1-3-3 2015年度に特化した業務： 

①クォーター制導入に向けた規程改正等の事務業務 

②クォーター制導入に向けたシステムテストに関する業務 

③2017年度に向けた各学部カリキュラム改正素案の検証および教

職課程への影響調査に関する業務 

④国際教養学部設置および外国語学部改組に向けた事務業務 

⑤社会科学研究科博士後期課程設置に関する業務 

⑥Web入力による成績報告対応 

⑦PORTA マルチデバイス・マルチブラウザ対応に向けたシステム

テストに関する業務 

瀬戸キャンパ

ス事務部第 2

課教務係 

情報センター

事務室 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

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

てください 

※ 

2-1-1 職員の異動に対応できるよう、業務の継続性を保つためにチーム

制をとり業務を遂行している。 

 

2-1-2 英語教育センター、共通教育事務室は、専任嘱託職員が一人であ

り、任期満了により職員の交替があったが、教務課が、引継ぎや

伝票処理などの業務の一端を担ったことにより、業務が大きく滞

ることがなかった。 

 

 

 

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 職員の異動により業務の進度が低下することを極力避けるため、

可能な範囲で担当業務のローテーションを実施する。 
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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 2014.11～2015.10期において年次休暇の取得が 5日未満の職員が

いた。 

 

3-1-2 次の事務ミスが起こった。 

①定期試験監督者表示ミス②卒業判定・資格判定に係るミス③教

員時間数計算に係るミス 

これは、同じ業務を行うチーム内での情報共有はできているが、

自分の業務が他のチームのどの業務に影響するかまで繋がってい

ないこと、また理工学部移転に伴う事務処理について、十分に引

継ぎをしていなかったことが要因と思われる。 

瀬戸キャンパ

ス事務部第 2

課教務係 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 計画年休を計画するにあたり、取得日ではなく取得月を指定する

ことも可としてきたが、自らの業務スケジュールに組み込むこと

ができるよう、取得予定日まで指定することに変更し、年次休暇

取得を促進する。 

 

3-2-2 口頭での情報共有にとどまらず、各チーム双方向で確認した記録

が残る仕様書を作成し、業務を進める。また 2017年度のキャンパ

ス統合に向け、瀬戸キャンパス教務係と密な業務引継ぎを実施す

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。 

 

以上 
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2015年度キャリア支援室自己点検・評価報告書 

 

キャリア支援室長 大川 隆 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 ・学内会社説明会運営方法の見直し 

3月は学内会社説明会の運営業務と相談窓口業務の繁忙により、

課室全体の超過勤務時間数が 215.75時間となり前年度比約 90時

間増加した。学内会社説明会の運営方法や業務体制の見直しが必

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 ○学内会社説明会運営方法の見直し 

・学内会社説明会【文系】の見直し 

一日三部構成（10:00-12:15,13:00-15:15,15:45-18:00）であっ

たものを午前（10:30-12:45）、午後（13:30-15:45）の二部制に変

更し、早朝および夕方の超過勤務の削減に努めた。 

・学内会社説明会【理系】を名古屋キャンパスで新規実施 

理工学部の移転に伴い、学内会社説明会【理系】を名古屋キャ

ンパス S棟で実施した。昨年まで瀬戸キャンパスで実施していた

ものなので、この業務は純増であった。 

・超過勤務時間の削減 

結果として 3月の超過勤務時間は、就職相談の大幅増加による

超過勤務時間の増加分を含めても、昨年同月より約 40時間（19％）

減の 175.50時間となった。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 ・採用選考時期の前倒しに伴う就職相談の早期化の影響 

採用選考時期が 8月から 6月に前倒しになったことに伴い、3

月からの就職相談が大幅に増加した（相談件数 2015年 3月：746

件、2016年 3月：1,222件。前年比 1.64 倍）。各企業が行う個別

企業説明会も 3月から始まり、エントリーシートなどのチェック

のために多くの就職相談を受け付けた。午後 5時までに受付を済

ませたものに対応することにしていたため、超過勤務が増加する
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要因となった。 

 

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 ・キャリアカウンセラーの活用 

就職相談対応をメインの業務とするキャリアカウンセラーは、

未内定学生および障がい学生など多様な相談の対応を中心に就職

相談 1,474件（全 6,968件の 21.2％）を担当し、丁寧な就職支援

ができた。また、キャリアカウンセラーによる面接準備ワークシ

ョップを 2月に 6回実施し、これから就職活動を始めようとする

学生にとっては好評であった。 

 

2-1-2 ・インターンシップ参加学生への支援拡充 

 就職活動時期の変更に伴い 1dayインターンシップ等が急増し

た。そのため、5日間以上のインターンシップに限定していた支

援を拡充し、5日間未満の短期インターンシップ参加者への支援

を開始した。その結果、2015 年度は 48名の短期インターンシッ

プ参加者に対し、保険加入手続や覚書締結を行い、学生の安全に

配慮した。 

 

 

 

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 ・キャリアカウンセラーの増員 

採用選考・就職活動時期の前倒しに伴い、学生相談の増加が予

想されたため、2016年 4月から 6月までの 3ヶ月間、期間限定で

はあるがキャリアカウンセラーを増員した。 

 

 

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 ・学生サービスの低下 

採用選考・就職活動時期の前倒しに伴い、就職相談が 3 月に集

中した。学生が個別の指導を望んでいることもあって、待ち時間

が 1時間 20 分を超えることもあり、学生サービスの低下となって

いた。 
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3-1-2 ・学生にとってわかりにくいプログラム 

就職支援プログラム、キャリアサポートプログラムが多くなり、

学生にとってわかりにくいものとなっているとの指摘が就職委員

会およびキャリアサポート委員会であった。学生にとってわかり

やすいものとなるようプログラムの見直しが必要である。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 ・キャリアカウンセラー増員 

学生サービスが低下しないように繁忙期の期間限定（4 月～6

月）で採用したキャリアカウンセラーを前倒しして 3 月からの増

員を提案する。 

・予約面談の拡大 

一部導入している予約相談の仕組みをさらに拡大し、就職相談

のための待ち時間を短くする。 

 

3-2-2 ・プログラムの見直し 

プログラムの名称の見直し、類似のプログラムの統合、開催時

期の変更などを行う。 

 

※「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年度国際教育センター事務室自己点検・評価報告書 

 

国際教育センター事務室長 下山 裕司 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 担当者個人の業務内容の確認が不十分  

1-1-2 担当者、係の垣根を越えた業務協力体制への意識が不十分  

1-1-3 派遣留学業務における瀬戸キャンパスとの連携が不十分  

 

 

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

1-2-1 共有フォルダー内の年間行事・業務予定表、毎朝の朝礼、および

係内ミーティングを行い、遺漏、遅滞のない業務遂行ができた。 

 

1-2-2 毎朝の朝礼、事務室ミーティング、係間情報共有ミーティング、

係内ミーティングを実施することにより、相互理解は深まった。 

 

1-2-3 担当者間で密な連絡を取り、大きな問題はなかった。  

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 キャンパス統合および国際センター設置に向けてのプログラム開

発と事務組織の検討 

 

1-3-2 派遣留学の支援と指導  

1-3-3 外国人留学生（学部・大学院・別科）の学修・生活支援と指導  

1-3-4 交流協定、留学生推薦協定、短期留学協定の管理  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

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

てください 

※ 

2-1-1 センター主催短期留学プログラムの実施  

2-1-2 キャンパス統合に向けた新たな留学生用宿舎の確保  

2-1-3 外国人留学生別科 Web 出願の導入  
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2-1-4 新規国、新規校、新たなカテゴリーの協定締結  

 

 

2.《2016 年度に向けた方策》更にこ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を起点として、派遣留学、学位取得を目的と

した留学へ繋がる留学指導を実現する。 

 

2-2-2 Web出願にともなう事務作業の効率化、ペーパーレスを図る。  

 

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 係の業務配分の不均衡  

3-1-2 業務量の増加による学生のケア、指導の時間確保困難  

3-1-3 すべての構成員が一定の専門的知識を習得できる機会の少なさ  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 センター設置にともなう新たな事務組織における適正な業務配分

の決定 

 

3-2-2 長年蓄積されてきた業務の見直しとスリム化  

3-2-3 講師を招いての SD や学外研修の成果をオフィス内で伝える報告

会の設定 

 

※「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。 

 

以上 
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2015年度教育・研究事務部自己点検・評価報告書 

 

教育･研究事務部次長 土屋 玲 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 時間外労働時間の適正化を進める。  

1-1-2 危機管理意識の醸成をはかる。「自分」から「外」に出るものに対

して、責任を負うという意識改革を進める。 

 

1-1-3 名古屋キャンパス統合に伴う人員配置および業務の見直しの検

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 時間外労働時間は、前年度より 1,522時間増加（2014年度 4,784.75

時間、2015 年度 6,306.75 時間、情報センター事務室の組織改組

および理工学部事務室移転による増員分を含む）した。主な増加

要因は、理工学部移転・新棟建設などに伴う各種業務量の増加で

ある。 

 

1-2-2 前年度に引き続き、業務における『エビデンス』の重要性につい

て、部内会議を通じて構成員への周知に努めた。回答に対する根

拠資料の有無や整合性など、課室長から上がってきた各種書類等

について適宜の確認を行うことを通じて、構成員の意識レベル向

上を図った。 

 

1-2-3 部内の業務分析を進めるとともにキャンパス統合時における人員

配置案の検討を行った。概ね合理的な人員配置案を提案できたが、

図書館事務課の係構成の検討が課題として残った。 

人事委員会 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 理工学部事務室が学事課に編入（2015.4/1）。  

1-3-2 学事課（経済学部事務室）に専任嘱託職員（甲）1名増員（2015.4/1）。  

1-3-3 教育・研究事務部長の南山エクステンション・カレッジ事務室長

兼務を解き、係長が室長に昇進（2015.10/1）。 
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1-3-4 教育・研究事務部長の長期療養により、総務部長と学務部長が職

務を分担代行（2015.8～9）、教育・研究事務部次長（教育・研究

支援事務室長兼務）を配置（2015.10/1）。 

 

1-3-5 教育・研究支援事務室に、科研費間接経費を財源とする専任嘱託

職員（一種）1名増員（2016.1/1）。 

 

1-3-6 学事課（法学部事務室）の専任嘱託職員 1名減員（2016.1/31）。  

1-3-7 特別嘱託職員（乙）：外国語学部 LL１名（2015.4/30）、短大部英

語科 1名（2016.3/30）→ それぞれ派遣職員に切り替え。  

 

1-3-8 公的研究費・管理監査体制の整備のため、関連規程の整備を実施

した（2016.2～3）。 

 

1-3-9 情報センター設置に向けて、体制・規程整備を実施した（2016.2

～3）。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 

※ 

2-1-1 学内の無線 LAN環境（学生会館、C棟、S棟、R棟）の整備が進み、

授業環境や学生の学修環境が向上した。 

 

2-1-2 機関リポジトリのコンテンツが増加し活用されていることによ

り、アカデミアの冊子印刷・配布方法の見直しが開始された。 

 

 

 

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 学内の無線 LAN 環境の充実に向けて、更に図書館と同窓会館（食

堂部分）の整備を進める。 

 

2-2-2 機関リポジトリ登録済の学内紀要・出版物の発行責任者に対して、

リポジトリ登録を前提とした適切な冊子印刷・配布方法となって

いるかの確認・検討を依頼する。 
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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 図書館事務課の係構成の再検討。  

3-1-2 システム開発（クォータ制対応、図書館システム）遅延や稼働後

のトラブル発生等のリスク対応。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 図書館事務課の係構成が、学術情報環境や出版媒体の変化に対応

できているかどうかを検証し、必要に応じて再編案を提案する。 

人事委員会 

3-2-2 システム開発の遅延・トラブル発生等を防止するため、業者と学

内関係者のスケジュール管理について定例ミーティング等により

徹底して行うとともに、リスク発生の兆候に対しては速やかに組

織的対策を講じる。 

情報センタ

ー運営委員

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。 

 

以上 
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2015年度学事課自己点検・評価報告書 

 

学事課長 後藤 真貴子 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 前年度の繰り返しになるが、学事課の人員配置は原則専任職員 1名

配置のため、補完し合える体制やチェック体制がない点で問題であ

り、年次休暇だけでなく振替休日も取得し難い状況で、心身ともに

健康管理の面からも負担が大きい。また、特に時間外勤務時は事務

室に 1人でいるため危機管理の面からも改善を求めたい。 

人事委員会 

 

 

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

1-2-1 人員配置の問題は依然として解消されていない。年次休暇の取得状

況は、専任職員 3 名が 2014 期（2013.11-2014.10）、2015 期

（2014.11-2015.10）とも 5 日以下であるが、課全体として取得率

はあがってきている。振替出勤は専任職員 8 名で計 31 日、うち 2

名が 8 日と 10 日であった。配置された学部・研究科の行事や入試

広報スタッフ業務のため、他の課員で分担しあうことができない状

況もある。 

年次休暇の取得については、2015年度会計・業務監査でも指摘され

ており、配置学部の教員や他課室、同事務室臨時職員に対しても年

次休暇の取得計画の周知を図るなどして、周囲からの理解や協力が

得やすいようにしたい。また、安全管理を含め、時間外勤務時は事

務室の扉に「業務終了」を掲示、中から施錠するなどの対策を講じ

ている。 

人事委員会 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2015 年度は学事課ミーティングを 17 回開催し、前年度と同様、部

長会議報告だけでなく、大学院委員会報告、各学部・研究科の情報

交換や事務処理上の情報共有をはかった。記録はファイル共有し、

所属部長へ報告することを継続しておこなっている。 

 

1-3-2 キャンパス移転により、理工学部事務室が学事課に配置された。理

工系の学部、研究科であることから、さらに教育・研究活動の範囲

も広がり、学事課各学部事務室内だけでなく、他課室との連携もま
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すます重要になった。 

1-3-3 「学位規程」第 17 条 に「修士の学位論文 1 部は、本学付属図書

館に保管する。」と規定されているが、1988 年度以降の修士論文に

ついて、128 件の未所蔵が明らかになった。各研究科と図書館との

受け渡し体制を強化するため、受渡簿を改訂した。 

 

1-3-4 特別嘱託職員の配置について、外国語学部 LL3名、短期大学部 2名

のうち各 1名の枠を各々の任期満了に伴い、今後の状況を鑑みて派

遣職員枠に切り替えた。 

 

 

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年度学事課業務目標のひとつに、財政的基盤確立のための補助

金獲得を掲げ、3 年計画で私立学校等改革総合支援事業の項目から

各学部、研究科で未実施 9項目（一部実施を含む）について、各学

部長、研究科長へ情報提供や提案をおこない取り組んだ。その結果、

タイプ 1で 4項目計 10点のアップに貢献できた。 

・学生の学修時間の実態調査把握 0点→2点 

・教員の評価制度 1点→5点 

・履修系統図 0点→3点 

・オフィスアワー 0点→1点 
 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策(も

しあれば) 

※ 

2-2-1 課員が配置された学部・研究科において、学部長・研究科長のサポ

ート役を務められるよう、情報収集、提供なども含め業務を遂行し

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 2015年度会計・業務監査において、学生の学会費や新入生オリエン

テーション合宿参加費など、教育研究に直接必要な経費に充てられ

るべき経費（実習費等）の一部が、専用口座への振込や担当教員の

各学科 

経理課 

財務事務室 
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現金回収など、大学の会計処理を経ず徴収されていることが指摘さ

れた。 

平成 27 年 3月 31日付 26高私参第 10号「学校法人における寄付金

等及び教材料等の取扱いの適正確保について」(文科省)で通知され

ているとおり、適切な方法での会計処理が求められている。 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 経費の性質や徴収・支払時期等との兼ね合いを勘案し、①大学の会

計処理ができるよう徴収後に預り金収入として処理する、あるい

は、②直接学生から業者支払いとする方法を中心に検討し、関係部

署や担当教員等と調整を図りながら 2016 年度より順次適切な方法

への変更を進めていく。 

各学科 

経理課 

財務事務室 

※「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。 

 

以上 
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2015年度南山エクステンション・カレッジ事務室自己点検・評価報告書 

 

南山エクステンション・カレッジ事務室長 友松 順一 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《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・研究事務部長が室長を兼務しているため、実質的に室員およ

び業務を管理・監督しているのは、事務室内に常駐する係長となる。

公開講座の開催時間帯のみ勤務する臨時職員（学生）を除けば、専

任嘱託職員（甲）１名および臨時職員（一般）１名の計３名で日常

業務を行っているが、３名共に出勤が重なる日は繁忙期を除けば少

ないため、情報共有に費やす労力・時間が必要以上にかかることや、

業務相談や合意を得るための打合せ日時、ならびに専任事務職員の

土曜出勤による振替休日の取得日も限定的となる。また、職員の絶

対数がそもそも少ないため、特に公開講座日に、勤務予定者の急な

欠勤が生じた場合のフォロー体制が盤石とは言えない。 

 

1-1-2 いずれの所管業務においても運営方法が、ほぼ完成されているが、

実際には、多少の不便や改善の必要性を感じることは多い。現行の

運営方法であっても業務遂行は可能なため、業務改善が消極的であ

ったと言える。具体的には、公開講座のパンフレットが紙媒体のみ

で、Web ページに掲載されていないため、パンフレットの送付業務

に必要以上に時間・労力・費用がかかっている点、受講申込が短時

間に集中する人気講座への申込方法の緩和策がとられていない点、

公開講座の受講申込にキャンセル待ちの制度が無い点などが挙げ

られる。これらは、毎期にわたり多数発生し、受講者から繰り返さ

れる同内容のクレームや要望への対応方法として、当事務室の対応

を変化（内容により硬化も軟化も必要）させることで、その発生件

数を減らすことができるが、対応が未着手であった。また、現在、

受講料の入金情報は、経理課から紙媒体で提供を受け、管理システ

ムに手入力している。しかし、受講料の入金情報にはデータもあり、

管理システムに受講料データを流し込める可能性があるにも係ら

ず、そのデータが有効活用されていない。 

 

1-1-3 公開講座の受講生は主に社会人であるが、学力試験や面接試験とい

った何らかの審査を経ること無く受講できるため、当事務室の職員

は、年齢、学歴、職歴等が様々な経歴をもつ社会人を相手に各種対

応している。学生とは異なり、社会人からの要望は高く、クレーム

は厳しいものがあるが、特に公開講座期間中の水曜日、金曜日の夜
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間、および土曜日において、受講生から事務室窓口で直接受けるク

レームを、専任職員（最少１名）と学生臨時職員（最少１名）で対

応する体制は、危機管理上、放置できる状態とは言えない。 

 

 

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 講座日の勤務予定者が急遽欠勤となった場合のフォロー体制につ

いては、部次長とその課題を共有し、対応について見通しがついた。 

 

1-2-2 Web ページの活用や受講申込方法の変更、システム改修等で解消で

きる課題については、そのほとんどの対応が完了した。 

 

1-2-3 クレーム対象となりそうな事項は、講座パンフレット等にその制度

や規則を明記したことで、トラブルはほとんど発生しなかった。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 教育・研究事務部長の室長兼務が解かれ、実質的に室員および業務

を管理・監督していた係長が室長となり、室長が事務室内に常駐す

る体制となった。 

 

1-3-2 土曜日の開講講座で勤務する学生臨時職員について、年間の雇用時

間数は据え置いたまま、1名増員した。 

 

1-3-3 受講生への講座アンケート方法に、マークシート方式を採用した。  

 

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 室長が事務室内に居ながら、各種事項に対する判断や指示を行える

ため、講師や受講生への迅速な対応等が可能となった。 

 

2-1-2 欠勤時におけるフォロー体制や、高学年次から低学年次への業務引

継が円滑に進み、安定した業務運営が可能となった。 

 

2-1-3 記述式の紙媒体によるアンケート実施は、手作業での集計となるた

め、煩雑で能率が悪かったが、マークシート方式は機械処理の為、

事務効率が格段に向上した。 
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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 室長不在時でも一般的な事項については、室員が判断し対応出来る

よう、状況に応じた判断基準等を、ミーティングを通じ共有する。 

 

2-2-2 学生臨時職員の人員構成について、出来るだけ学内行事等との重複

を避けるため、性別、学年、学部等が異なるよう募集・採用する。 

 

2-2-3 高齢の受講生は、マークシートの記入に慣れておらず、マークミス

が少なくない。正確な回答を集計するため、高齢者にも分かりやす

い説明文書を作成する。 

 

 

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 講座日における専任事務職員 1名、または専任嘱託職員 1名の勤務

では、予定外の欠勤が生じた場合の人員体制が脆弱である。 

 

3-1-2 水曜日、金曜日の夜間講座を担当する学生臨時職員は 1名のみで、

欠勤時等のフォロー体制が十分とは言えない。 

 

3-1-3 アンケートの集計結果が、十分に活かしきれていない。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 他課室からの応援体制について、事務部長会議において検討を依頼

する。 

 

3-2-2 長期間就業可能な学生臨時職員の雇用が望ましいため、主に 1年次

を対象に、4月中に募集を開始する。 

 

3-2-3 講師に対し、アンケート結果の閲覧を積極的に促し、講座運営に活

かすよう働きかける。 

 

※「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。 

 

以上 
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2015年度図書館事務課自己点検・評価報告書 

 

図書館事務課長 関谷 治代 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 各係の業務分担と人員配置のバランスに問題がある。  

1-1-2 書架の収蔵率が平均約 80％で運用限界となっている。  

1-1-3 学生数増加に対応する閲覧席の確保が困難である。  

1-1-4 図書館システムサーバについて、維持の負担と管理費がかさむ。 情報センタ

ー事務室 

1-1-5 図書館 Webページのデザインが古く、時代遅れである。全学統一様

式への変更と共に内容見直しが必要である。 

 

 

 

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 係構成変更の提案（願書）を年度初めに上長に提出したが、未だ回

答は得られていない。 

 

1-2-2 ・書庫内の同一版の複本の除籍を進めており、約 9400冊の複本を 

除籍した。 

・理工学部の協力を得て 540類の資料を見直し、不要な資料約 4,500 

冊を除籍した。 

・すでに停止している抄録や索引類について約 1,500冊の除籍を 

行い、さらに学生にあまり利用されていない古い参考資料を保存

庫に移動させる作業を進めている。 

・逐次刊行物について、電子媒体で契約している同じ内容の紙媒体

について、除籍・廃棄を進めている。 

 

1-2-3 ・資料の配架スペースの確保も困難な状況で、閲覧席の増加は困難 

である。ただし、閲覧席が不足するのは定期試験前と定期試験中 

の一定期間であることから、キャンパスが統合される 2017 年 4

月までに図書館以外の自習室の整備を他部署（教務課・学生課・

情報センター事務室等）と調整しながら進める。 

・閲覧席確保の問題に留まらず、閲覧スペースなどの有効利用につ 

いて、図書館全体のスペースの再配置を検討する。 
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1-2-4 サーバの維持・管理を軽減するためにクラウド化を検討し 2017 年

度に図書館システムと共に変更することとした。 

 

1-2-5 図書館 Web ページワーキンググループを設置して内容を検討し、

2017年度の図書館システム・サーバリプレイスに合わせてリニュア

ルすることとした。 

情報センター

事務室 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 カトリック文庫の「御水帳」などの資料の電子化を開始した。図書

館 Webページのリニュアル時には掲載して広く利用に供する予定で

ある。 

 

1-3-2 2013 年度から開始した機関リポジトリのコンテンツが、紀要 626

件、学位論文 12 件、合計 638 件（2015 年度末）となり、順調に掲

載されている。 

 

 

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 電子リソース（DB・eBook・EJ）について、リンクリゾルバを新規 

ツールに切り替えた結果、60%以上の費用削減効果が得られた。また 

情報が得やすく、操作しやすい電子リソースポータルとなり、利便性 

が向上した。 

 

2-1-2 書庫内の重複図書の除籍を継続して進めている。  

2-1-3 カトリック文庫の資料を NIIに登録したことにより、他研究機関の

研究者などからの利用申込みが少しずつ増えている。 

 

 

 

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 新図書館システム（OPAC）との連携を中心に、電子リソースポータル

の機能を充実させ、電子リソースの利用率を高めていく。 

 

2-2-2 書庫内の重複図書の除籍を 2016 年度中に終了させる日程で進めて

いる。 

 

2-2-3 カトリック文庫の資料について、本学の特徴あるコレクションであ  
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ることをアピールするため、NIIへの登録を継続するとともに、2015

年度から開始した電子化を更に進めていく。 

 

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 各係の業務分担と人員配置のバランスに問題がある。  

3-1-2 館内での不審者の通報が数件あり、セキュリティを強化するために

認証式ゲートの導入を検討する。 

 

3-1-3 電子媒体で販売されているが、紙媒体で継続している雑誌・新聞が

ある。 

 

3-1-4 貴重室の環境対策が充分でない 施設課 

3-1-5 カトリック文庫室の書架が不足している。 施設課 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 係構成の変更について再度提案する。  

3-2-2 認証式ゲートについて、導入する機種等を検討し、2017 年度事業計

画を提出する。 

 

3-2-3 電子媒体の販売状況を調査し、2017 年度に向けて、紙から電子に切

り替える契約を行う。学部配分図書費による購入分については、教

員にもさらに協力を求める。 

 

3-2-4 木材を使用した改修の可否の検討、自動ログ湿度計の設置、定期点

検・清掃等を行う。 

施設課 

3-2-5 床の耐久性を考慮しながら、増設する書架の検討を行う。 施設課 

※「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年度情報センター事務室自己点検・評価報告書 

 

情報センター事務室長 大宮 則彦 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 3 つの組織が統合して情報センター事務室が発足した。今後はよ

り 3つの係の連携を強化して、人的資源の有効活用を図りたい。 

 

1-1-2 S 棟においては全館無線 LAN を整備し、BYOD 環境を構築した。今

後は、利用者がより BYOD環境を実感できるシステムの構築が急が

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 3 係ミーティングを開催した。ミーティングの成果としては、各

係と密接に関連する部門会議に対して、適切な役割分担を行い、

迅速にサポートできる体制を構築できたことがある。係横断的な

業務については、プロジェクト制で対応することにより、人的資

源を有効かつスムースに活用できるようになった。 

 

1-2-2 2015 年 9 月より理工学部において、 複数の研究室の有線ネット

ワークおよび無線ネットワークを結合する「グループネットワー

ク」の運用を開始した。これにより以下の改善を実現できた。 

・無線 LAN に接続されている情報機器から学生/教員の各研究室に

設置するプリンタに簡便に印刷できるようになった。 

・学生/教員の各研究室に設置するサーバ等を相互利用できるよう

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 2015 年 8 月に、学内（図書館および学生会館（食堂部分））の無

線 LAN環境の整備を推進した。 

 

1-3-2 2015 年 4 月に、理工学部の新入生に対して貸与ノート PC ガイダ

ンスを実施した。その際、S棟の無線 LAN環境を有効活用した。 

 

1-3-3 名古屋 C（3 台）および瀬戸 C（2 台）に設置されている自動証明

書発行機の入替を行なった。 
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1-3-4 2016 年 4 月に設置される情報センターに関する各種事務手続き

（規程制定、改廃等）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 S 棟にラーニング・コモンズエリアを設置して、2015 年 4 月から

運用を開始した。利用者数を毎日定時観測したところ、当初は 1

～2人であったが、2015/11月～2016/1月では 10人程度になった。

まだまだ、学生への浸透度合は低いが、着実に広がっていること

は実感できる。 

 

2-1-2 2015年 1月からスタートした電子決裁システムにより、決裁にか

かる時間および手間が大幅に改善された。電子決裁システム稼働

前には起案から決裁まで平均 10.55 日かかっていたが、稼働後は

平均 6.98 日となり、3.57 日 34％の短縮となった。特に、学園関

係の起案については、稼働前の 16.16 日が 8.91 日となり、7.25

日 45％の短縮となった。また、起案部署が決裁の進捗状況をリア

ルタイムに確認できる点は、業務の計画性向上に大きく貢献して

いる。（数値については、すべて情報センター事務室関係分であ

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 2017年度から運用が開始されるⅡ期棟においても、ラーニングコ

モンズの設置が計画されている。S 棟の運用ノウハウをⅡ期棟に

フィードバックして、より学生に利活用される環境整備を実現し

たい。 

 

2-2-2 現在、電子決裁システムは『起案』に限定されている。今後は、

物品等調達協議申請書等の各種申請書にも対象を広げ、さらなる

業務の効率化につなげていきたい。また、現在は大学発の起案に

限定されているが、学園全体にも電子決裁システムの導入を推進

していきたい。 

学長室、経理

課、総務課、総

務事務室 
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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 2016年度より情報センターが設置され、事務組織との連携強化が

期待される。特に、情報センター運営委員会の下部組織に当たる

部門会議と情報センター事務室の 3 係とは、密接な関係が必要に

なる。部門会議の管掌事項と 3 係が担当する業務内容とは、現在

一部乖離している。 

 

3-1-2 2017年度からスタートするクォーター制に対応するために、現在

システム改修作業を進めている。システムの稼働遅延や稼働後の

トラブルは、絶対避けなければならない。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2017 年度のキャンパス統合に向けて、3 係の担当業務を各係が担

当する部門会議の管掌事項と一致させていきたい。2016 年度は、

部門会議の管掌事項に関係する係の係長は、必ず部門会議に出席

し、部門会議の運用に支障をきたさないように万全を期したい。 

 

3-2-2 利用部門（セメスター制からクォーター制に移行することにより

影響のある部門）からの仕様を的確に業者に伝え、正確な要件定

義を作成することが必須である。業者はその要件定義に基づき設

計及び開発作業を行う。情報システム部門としては、緻密な受け

入れテストを行い、業者が納品した製品の精度向上に努めなけれ

ばならない。利用部門と連携して、スケジュール管理および製品

管理を徹底していきたい。 

学務部（主に

教務課） 

※「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年度教育・研究支援事務室自己点検・評価報告書 

 

教育・研究支援事務室長 土屋 玲 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 時間外労働の適正化に向けて、さらに時間外労働の削減を行う。  

1-1-2 機関リポジトリ内の区分が適切ではなく、利用者にとってわかり

づらいものとなっているので、改善が必要である。 

図書館事務課 

1-1-3 教育・研究支援事務室が所管している 3 研究所、7 研究センター

および人類学博物館は、学内の複数の建物に分散しており、電話

やメイルの対応だけでは、その業務を十分に把握できていない。 

 

 

 

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 2015年度（2014年 11月～2015 年 10月）の時間外労働は 1472.25

時間で、2014年度から 220.40時間減少した。 

 

1-2-2 機関リポジトリ内の区分について、階層の見直しを行った結果、

分かりやすいものになった。 

図書館事務課 

1-2-3 人類学研究所と宗教文化研究所の所員会議事前打合せ、4 つの地

域研究センター会議に室長または第 2 係長が出席し、業務進捗状

況を従前よりも把握できるようになったが十分とは言えない。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 公的研究費管理・監査体制の整備のため、研究倫理教育・コンプ

ライアンス教育の e-learning教材の導入手続、関連規程の制定・

改正、関連 Webページの改修等を行った。 

評議会、コンプ

ライアンス室 

1-3-2 科学研究費助成事業の学内応募締切日を延長し、書類作成期間を

長く確保したいとする教員の要望に対応した。応募者は 64名から

80名に増加したが、新規採択件数は 29件から 25件に減少した。 

 

1-3-3 科学研究費間接経費を財源とする専任嘱託職員（一種）1名が 2016

年 1月に増員配置された。 

事務職員等人

事委員会 

1-3-4 中教審の質的転換答申に謳われているアクティブ・ラーニングを 大学執行部 
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テーマとした外部評価委員会を実施した。 

 

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 「大学の世界展開力強化事業」の申請では、全学的なワーキング

グループが設置されて行われたことにより、学内外の調整や政策

立案が積極的かつ迅速に実施された結果、採択に繋がった。 

大学執行部 

 

 

2.《2016 年度に向けた方策》更にこ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．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 研究所・センター等の伝票処理について、科研費業務ほか各種業

務の繁忙期が重なる時期には、滞ることがあった。 

 

3-1-2 教育・研究支援事務室が所管している 3 研究所、7 研究センター

および人類学博物館は、学内の複数の建物に分散しており、日常

的な業務遂行状況を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 研究所・センター等の伝票処理について、繁忙期には第 1 係長と

第 2係長の協力分担体制をとり、遅延が発生しないようにする。 

 

3-2-2 第 2 係長または室長が毎週 1 回、全ての研究所等事務室を訪問し

て事務ミーティングを開催し、業務遂行状況の把握や相談対応を

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年度瀬戸キャンパス事務部自己点検・評価報告書 

 

瀬戸キャンパス事務部長 笹山 達成 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 部全体の時間外勤務時間数の増加。  

1-1-2 業務処理ミスの発生。  

 

 

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

1-2-1 部全体の時間外勤務時間数は、前年比 10 時間減の 2778.5 時間と

なった。内訳としては、第 1課が 218時間減の 800.75時間、第 2

課が 208 時間増の 1997.75時間であった。 

第 1 課は、課員それぞれの時間数減少に加えて期間後半には理工

学部移転による専任職員数減による実時間数減があった。一方、

第 2 課は、人事異動に伴う業務経験値の低さに起因する業務処理

に時間増がみられた。 

 

1-2-2 2015年度において両課とも重大な業務処理上のミスは発生してい

ない。報告、連絡、相談（ほうれんそう）、確認や情報共有、相互

理解による組織的業務遂行に努めた結果である。ケアレスミスは

散見されたため、担当者チェックのみならず、上長等によるダブ

ルチェック、クロスチェックの実施、根拠の確認を折に触れ再確

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 2015年度末の瀬戸キャンパス事務部の人員構成は、専任事務職員

21 名、専任嘱託職員 4 名、特別嘱託職員 3 名、臨時職員 23 名、

派遣職員 2 名および業務委託（図書館閲覧業務、警備・保守・管

理関係業務等）となっている。期中においては、専任職員未配置

による派遣職員配置が 1名あった。2015年 4月に理工学部、理工

学研究科の名古屋キャンパス移転により理工学部事務室の専任事

務職員 2名、臨時職員 11名、派遣職員 1名が異動となった。 

 

1-3-2 瀬戸キャンパスは、理工学部の移転により約 1000名の学生が減少

し、1500名弱の在学生数となった。学生の利便性を確保しつつ、
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利用実績を見て 2016 年度に向けたスクールバス運行ダイヤの見

直しや学内食堂の営業場所、営業時間の検討を手続きを踏んで行

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 【経費削減】 理工学部移転後の状況、2017年度のキャンパス統

合を踏まえ、予算申請時精査、執行時精査による経費削減に取り

組んだ。 

・警備関係業務委託費 4200 千円、清掃委託費 468 千円、修繕費

29,200 千円、光熱水費 32,563 千円、庶務費 1,397 千円の削減を

行った。 

客観的根拠：2015年度予算申請、2015年度予実対比 

 

2-1-2 【省エネルギーの推進】 これまで実施してきた省エネルギー対

策を継続し、前年度比 36.5％削減（原単位比較）を達成した（原

単位比較面積には GH 棟を含む）。 

省エネルギー対策：春、秋中間期のエアコン停止、エアコン稼動

時の自動停止実施（切り忘れ防止）、扇風機・サーキュレーターに

よる室内空気攪拌。 

客観的根拠：2015年度エネルギー使用量比較表 

 

2-1-3 危機管理・危機対応 瀬戸キャンパス事務部全体では、総件数は

減少し、第 1 課においては、近隣からの苦情など 6 件、第 2 課に

おいては、スクールバス運行に関する苦情等 6 件、留学生での対

応案件が発生したが、定められている連絡、対応マニュアルを踏

まえ、執行部へ報告を行い、指示を仰ぎながら対応した。 

 

 

 

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 瀬戸キャンパス最終年度であることを踏まえ、予算執行時精査を

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 2016年度は、瀬戸キャンパスの最終年度であり、キャンパス統合

への準備、実施を漏れ、遅滞無く進める。 

 

3-1-2 部全体の時間外勤務時間数の抑制。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 瀬戸キャンパス事務部内の各担当部署において課題を洗い出し、

学園他単位、名古屋キャンパス関連課室との確認調整を継続的に

実施する。名古屋キャンパスの関連課室と業務移管、予算移管に

ついて遺漏なきよう確認調整を行う。 

事務部長会

議、瀬戸キャ

ンパス移転

検討会（法

人、聖霊、大

学瀬戸キャ

ンパス） 

3-2-2 キャンパス統合という通常にはない業務が加わるが、職員の健康

面を第一に考え、一人ひとりが業務・タイムマネジメントへの取

り組みを継続するとともに、キャンパス統合に向けての前倒し準

備や組織的な協力体制、担当業務バランスを図ることによって、

大幅増とならないように注視していく。 

 

※「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。 

 

以上 
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2015年度第 1課自己点検・評価報告書 

 

第 1課長 笹山 達成 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 専任職員の未配置(派遣職員対応)および理工学部移転業務の影響

で時間外労働時間が 16.7％増加した(873.25 時間から 1018.75 時

間へ増加)。 

 

1-1-2 会議体資料作成の不備が発生した。  

 

 

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 時間外労働時間は、前年比約 21％減（1018.75時間から 800.75時

間へ減少）となった。*1 

その要因ならびに削減取り組みは、以下のとおり。 

・名古屋キャンパスへの移転準備業務という増加要因があったも

のの期間後半は理工学部移転による専任職員数減による実時間数

減があった。他の課員においても時間数は減少している。 

・派遣職員から専任職員への配置変更による指導および確認時間

減による減少。 

・一人ひとりの業務・タイムマネジメントと時間外勤務への認識、

申請手続きの徹底と月内の時間外勤務時間数の把握（時間外勤務

命令簿への累計時間数記載による見える化）を含めた意識向上を

図った。 

*1 集計期間は、11 月～翌年 10月 

 

1-2-2 会議資料作成においては、特段の不備は発生していない。過去の

発生原因が担当部署での情報共有および関係職員との確認不足と

認識しており、2015 年度の第１課業務目標を「一歩踏み込んだコ

ミュニケーションを図り、業務遂行の質を高める」と掲げ、毎朝の

業務予定進捗ミーティング、定例打ち合わせを継続するとともに

個別案件においても積極的に相互コミュニケーションを図り、共通

認識・理解を得て業務遂行することを心がけた。 
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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 2015年度末の現職員配置および担当業務は以下のとおりである。 

事務分掌規程第 6条および第 11条③に基づくルーチン業務のほか 

2017年度キャンパス統合に向けた準備業務、新たに法律施行され

たマイナンバーへの対応、ストレスチェックの対応準備を行った。 

専任職員（事務分掌） 特 別 嘱

託職員 

派 遣

職員 

臨 時

職員 

計 

課長 1（兼務）    1 

総務係長 1    1 

職員（総務、経理、人

事、渉外、施設・管財、

学部、図書館） 

7 1 2 18 28 

計 9( 兼 務

含む) 

1 2 18 30 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

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

てください 

※ 

2-1-1 【情報共有・部署内ミーティング】 

・瀬戸キャンパス事務部部署間および名古屋キャンパス各課室と

のミーティング、瀬戸キャンパス事務部の部課長（2015 年度は、

部長、第１課長兼務のため総務係長も参加）による業務進捗確認

ミーティングを継続的に実施。 

・各担当業務を週間予定表にて共有。 

・委託業者と定期的にミーティングを実施。 

・図書館においては、名古屋図書館との図書館業務連携に加え、

キャンパス統合に向けた準備のため、図書館ミーティングに総務

係長も 2016 年 1月から出席。 

客観的根拠：（１）部内会議を 17 回実施。部課長業務進捗確認を

43回実施。 

（２）各委託業者との定例ミーティング開催 

（３）図書館ミーティング月約１回 

 

2-1-2 【危機管理および防災対応】 

・危機管理対応 

 2015 年 4月 9日 近隣迷惑駐車対応 

 2015 年 6月 10 日 浄化槽水質立ち入り検査 
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 2015 年 6月 11 日 図書館不審者対応 

 2015 年 6月 24 日 学内不審者対応 

 2015 年 7 月 5 日、7 月 26 日、10 月 9 日 イノシシ掘り起し跡

確認対応 

 2015 年 9月 24 日近隣樹木伐採対応 

・防災対応 

 2015 年 8月 26 日 屋内消火栓放水および AED使用訓練 

 2015 年 9月 16 日 非常放送設備取扱い講習 

 2015 年 10 月 14日 地震防災訓練 

客観的証拠：防災センター警備報告書（事案）等 

2-1-3 【コスト削減】 

2017年キャンパス統合を踏まえ、予算精査、執行時精査を行った。 

・理工学部移転、省エネルギー対策の継続による使用電力量の減

少に伴い、年度途中に契約電力の見直しを実施し、12月から契約

を変更した。光熱水費においては、約 22％を削減（GH棟を除く）

した。 

・キャンパス統合を念頭に植栽管理業務（290万円減）、定期清掃

業務（199 万円減）、施設管理業務（285 万円減）、保守点検（95

万円減）の業務精査を実施し、予算申請を行った。 

客観的資料：2015年度予算資料、2016年度予算申請 

 

2-1-4 【省エネルギー】 

・これまで実施してきた省エネルギー対策を継続し、前年度比

36.5％削減（原単位比較）を達成した（原単位比較面積には GH棟

を含む）。 

客観的資料：事務部長会議資料 

 

2-1-5 【労働安全等】 

・月１回瀬戸キャンパス衛生委員会を開催。また衛生管理者によ

る職場環境巡視を毎月１回実施し、職場労働環境改善に努め、労

働災害未然防止を図った。 

客観的資料：瀬戸キャンパス衛生委員会資料 

 

 

 

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 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 2016年度は、瀬戸キャンパスの最終年度であり、キャンパス統合

への準備、実施を漏れ、遅滞無く進める。 

 

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 第１課各担当において洗い出した課題を学園他単位、名古屋キャ

ンパス関連課室と継続的に確認調整を実施していく。 

大学事務部

長会議 

 

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

 

以上 

337



2015年度第 2課自己点検・評価報告書 

 

第 2課長 稲垣 智成 

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 時間外労働時間数が、2013年度比 390時間増加した。  

1-1-2 スクールバスの運行について、20件程度のクレームが発生した。  

1-1-3 NSC保健室事業の展開により、NSC保健室の事務業務が煩雑化して

いる。また、多くの関係者と連絡・調整が必要となるが、コミュ

ニケーション不足や誤認により時に混乱が生じた。 

 

1-1-4 一部の業務において、業務マニュアルの作成・更新が滞っている。

また、教務係において、紙媒体の取扱要領が存在している。 

 

1-1-5 理工学部移転というイレギュラー案件や人事異動による業務継続

性の一時的な低下も加わり、事務処理ミスが発生した。 

 

 

 

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 2015年度の時間外労働時間数は、学生係 1275.75時間（2014年度

比▲39.25時間）、教務係 722時間（2014年度比 247.25時間）、第

2課全体では合計 1997.75時間（2014 年度比 208時間）。教務係で

著しく増加している主な要因は、人事異動が多く、業務経験値の

低さから業務処理に時間を要したことが挙げられる。 

 

1-2-2 スクールバス運行について、昨年度に引き続き、毎週 1 回の定期

ミーティングを実施し、大学の運行方針を伝えるとともに運行指

導を行なった。その結果、クラクションの緊急時以外使用禁止や

運行管理システム導入などの改善に繋がり、2015年度のクレーム

は 6件に減少した。 

 

1-2-3 2015 年度より、NSC 保健室事業を NNC にも拡充したことにより、

事務業務の煩雑化は続いている。関係者のサポートにより、大き

な混乱には至っていないが、保健室内部ではコミュニケーション

不足や誤認による混乱が生じた。 

 

1-2-4 理工学部移転に伴う業務については、マニュアルを更新のうえ、

NNC 関係課室へ業務引継ぎが完了している。また、教務係に存在

していた紙媒体の取扱要領についても、既存マニュアルへの落と
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し込みが完了し、現在は利用していない。 

1-2-5 2014年度に引き続き、人事異動による業務継続性の一時的な低下

は続いたが、係長のリーダーシップのもと確実な業務遂行に努め、

学生等へ影響を与えるような事務処理ミスは発生していない。 

 

 

3．現状（2015年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 留学生へのサポート案件（在留期間更新に係る対応、帰国指導、

疾患等）が発生し、国際教育センターや総合政策学部と連携のう

え対応した。 

国際教育セン

ター 

総合政策学部 

1-3-2 特別嘱託職員の退職に伴い、2015 年 9 月 16 日～2015 年 12 月 31

日まで NSC体育事務室の業務の一部を業務委託により運営した。 

 

1-3-3 障がい学生からの要望に基づき、学科長、授業担当者、試験監督

者等と情報共有を行いながら、合理的配慮を実施した。 

学生部 

教務部 

総合政策学部 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

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

てください 

※ 

2-1-1 理工学部移転に伴う共通教育科目改編や社会科学研究科博士後期

課程のカリキュラム設定など、総合政策学部、教務課、情報セン

ター事務室と連携のうえ、滞りなく実現した。 

NSC共通教育委

員会 

総合政策学部 

2-1-2 キャンパス統合に向け、2017 年 3月末での交流会館・学生マンシ

ョン（メゾンやわらぎ）の取扱、スクールバスの運行終了に関す

る提案を行い、方向性を確認した。 

 

2-1-3 2015年度春学期の乗車人数を踏まえ、2016年度のダイヤ改正（案）

を提案し、2015 年度比 17,991,545円の予算削減を実現した。 

 

2-1-4 2014年度に学生有志により新たに設立された聖南祭委員会と、月

1回以上の打ち合わせを重ね、2015 年 11月 1日（日）に聖南祭を

挙行した。 

学生部 

 

 

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

しあれば) 

※ 

2-2-1 キャンパス統合に向け、総合政策学部秋入学生や NAP など、総合 総合政策学部 
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政策学部独自の運用（ルール）を、クォーター制に適応させたう

えで、NNC関連課室へ業務引継ぎする。 

教務課 

2-2-2 2017年 4月以降の交流会館の活用や本郷バス停跡地の取扱、大学

所有のスクールバスの取扱など、検討課題が残っている。法人、

聖霊高中校とも関連する事案であるため、瀬戸キャンパス移転問

題検討会を通じて調整を進めて行く。 

法人事務局 

聖霊高中校 

2-2-3 2016年度末でスクールバスの運行終了を予定しているため、必要

な事務手続きについて、聖霊・法人事務局へ引継ぎを行なう。 

法人事務局 

聖霊高中校 

2-2-4 2015年度に引き続き、月 1回以上の打ち合わせを行い、聖南祭開

催向け、聖南祭委員会のサポートを続けていく。 

学生部 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 キャンパス統合に向けた多くの検討課題を有している。  

3-1-2 NSC 保健室事業を NNC にも拡充したことにより、保健室業務の煩

雑化が続いている。 

学生課 

3-1-3 2013年度からの無許可入構車輛の厳格化を、2015年度も引き続き

実施し適正な入構管理を実現した。一方で、キャンパス周辺の近

隣住民より 4件の迷惑駐車のクレームが発生した。 

学生部 

3-1-4 時間外労働時間数が、2014年度比 208時間増加した。  

 

 

2.《2016年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 検討課題の洗い出しを続けるとともに、関連委員会への出席や NNC

関係課室と打ち合わせを通じて、検討課題の対応を進めていく。 

 

3-2-2 毎週 1 回程度の保健室ミーティングを中心に、保健室関係者で連

携・情報共有に努める。 

学生課 

3-2-3 学生へ迷惑駐車について、新入生オリエンテーション、課外活動

登録説明会、交通安全講習会を通じて注意喚起を実施する。 

学生部 

3-2-4 キャンパス統合にかかる業務により業務繁忙が想定されるため、

業務の優先順位の確認や省エネデーの徹底、複数人体制の強化等

に努め、超過勤務削減を目指す。 

 

※「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。 

以上 
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