
 

 

 

 

南山大学 
自己点検・評価報告書 

 

 

 

２０１３年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

南山大学自己点検・評価委員会 



2013 年度自己点検・評価報告書の刊行にあたって 

 

自己点検・評価委員会 

委員長 中 裕史 

 

 2013 年度の認証評価において、南山大学および法科大学院は、大学基準協会から適合の

認定を受けました。また、短期大学部も短期大学基準協会から適格の認定を受けました。 

 大学およびそれぞれの組織体におけるこれまでの自己点検・評価の取り組みが、いわば

公的に評価されたわけで、まことに喜ばしい限りであります。 

 関係書類の準備や作成にあたられた教職員各位の労を多とし、心よりお礼を申し上げま

す。 

 

 ただ、青木前委員長も前回の巻頭言に書いておられるように、「改善・改革に終わりは

ない」わけですので、今後も、社会情勢の推移を見極めながら、教育、研究、管理運営等

を適切に行い、これを対外的にアピールしていく努力は継続していかなければなりません。 

 たとえば、大学基準協会から指摘のあった努力課題や改善勧告に対しては、早急に対応

を検討することが必要です。就中、大学全体として PDCA サイクルを機能させ、内部質保証

システムが有効に働くよう、改善に向けての取り組みを進めていかなければなりません。 

 

 本委員会としては、ピア・レビュー委員会との連携をさらに強化しながら、2014 年度以

降も引き続き、改善・改革を進めるための議論を集約し、大学全体の点検・評価活動の舵

取りの役目を着実に果たしてまいります。 

各学部、研究科、課室等にあっても、大学基準協会からの指摘を踏まえて FD 活動の充実

や 3 つのポリシーの改正などの検討にあたっていただくとともに、カリキュラムの体系化

や可視化といった教育面の課題に対しても、社会からの要請に応えられるよう、積極的に

対処していただきますようお願いいたします。 
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2013 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 

 

1. 現状の説明 

・学長方針は適切に設定されているか。 

 南山大学の建学の理念「キリスト教世界観に基づく学校教育」、教育モットー「人間

の尊厳のために」を踏まえ、また 2007 年に発表した 20 年後を見据えた「南山大学グ

ランドデザイン」に沿って、中長期的視点から学長方針を設定した。グランドデザイ

ンのキーフレーズ「個の力を、世界の力に。」を喚起し、「絶えざる自己改革」を行う

ことを明示し、具体的方針を決定した。ここ数年は「国境のない学び場」をキーワー

ドとし、学生と教職員とキャンパスのグローバル化を 重要課題としてきた。更に 18

歳人口の減少など喫緊の課題への対応を検討した。 

・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。 

 全教職員に紙媒体で学長方針を配布している。外国人教員用に英語版も準備してい

る。また 2013 年度第一回目の協議会および評議会において発表され、それぞれ意見聴

取が行われた。更に年度初めには学長方針に対する質疑応答の場が設けられ、瀬戸キ

ャンパスにもテレビ中継された。加えて Web 上でも日本語版、英語版ともに公表し PDF

ファイルとしてダウンロードできる状態になっている。 

・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。 

 年度初めに協議会および評議会での意見聴取や全教職員を対象とした質疑応答が行

われている。また毎年 2 月に執行部研修で次年度の学長方針案を練り、当該年度の学

長方針の進捗状況を検討する。これも検証の機会となっている。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

 2013 年度の学長方針では両キャンパスのあり方について「キャンパス移転の可能性

を含め、時期を明示した具体的な計画策定に着手します」と述べたが、キャンパス統

合の時期を含めた具体的計画が決定し、マスコミ、入試広報で公表され、すでに統合

のための名古屋キャンパスの新棟建設の工事が始まっている。これによって今後数年

の大学改革の大まかな道筋が示された。また情報センター、国際センターの設置に向

けた具体的な工程が明示された（根拠資料 情報センター設置ワーキンググループの

中間報告書、国際推進本部報告書「国際センター設立について」）。 

②改善すべき事項 

 学長方針に含まれた検討課題については、はじめにその担当部署と時期を明示する

ことが望ましい。また、年度ごとの事業と、数年にわたる事業を分ける必要がある。

年度ごとではなく、複数年単位での検証も必要かもしれない。検討のプロセスにおい

て当初の計画を撤回することがあれば、その結果を記録として残す必要がある。 
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３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

 キャンパス統合に関しては、将来構想委員会を中心にキャンパス整備計画を立案し、 

将来構想推進室がその実務にあたる。情報センター設置準備委員会、国際センター設

置準備委員会が、それぞれのセンター設置のための具体的計画を策定する。同時にキ

ャンパスの統合に伴う学部・学科の再編についても、将来構想ワーキンググループの

終報告書を基に計画を策定していく。各単位で意見聴取を行い、世界から選ばれる

魅力的な大学となるように改革する必要がある。 

 学部・学科の改組の検討と並行して、学年暦の見直しも具体的な検討段階に入る必

要がある。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 自己点検・評価委員会、およびその諮問機関であるピア・レビュー委員会からの提

案を受け、学長方針についても PDCA サイクルを円滑にまわすように制度化する必要が

ある。 

 

以上
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2013 年度大学評議会自己点検・評価報告書 

 

大学評議会自己点検・評価委員会 

 

１．現状の説明 

 大学評議会は、南山大学学則（第 40 条）に基づき設置されている本学の 高意思決

定機関である。構成、管掌事項等は南山大学評議会規程により定められている。構成

員は、学長、副学長、学部長、学部選出評議員（各学部 2 名）、研究所総合委員会委員

長、教務部長、学生部長、図書館長、指導司祭（１名）、国際教育センター長、大学事

務部長となっている。また、議事の説明役として総務部長が議決権を持たない構成員

となっている。 

 本年度は、例年と同様にほぼ隔週の割合で 19 回開催し、その議題数は報告事項が延

べ 91 議題、審議事項が延べ 390 議題であった。 

 大学評議会は、大学としての 終意思決定機関であり、主な審議事項は人事案件（任

用、昇格、留学、退職等）、予算案件、規程・協定案件、入試合否案件、賞罰案件など

である。学園としての意思決定が必要な案件は、本会議の決定後に理事会に付議して

いる。また、大学所管の案件でも、意思決定後に理事会に報告しているものもある。 

 

２．点検・評価 

 ①効果があがっている事項 

  終意思決定機関であるため、詳細な議論を行うケースは少ないが、これは大学

協議会あるいは大学将来構想委員会で行っている。これらの会議体は意思決定前の

事前調整機関として十分機能しており、迅速な意思決定に寄与している。また、大

学評議会の段階においても熟議が必要な案件については継続審議として複数回の議

論を行っており、迅速さを強調するあまり審議が不足することはない。定例の継続

審案件としては規程関係、人事関係等がある。規程関係では可能な限り継続審議の

間に教授会を挟み、全学的な了解を得るよう配慮している。人事案件では、規程に

基づき大学評議会の元に資格審査委員会を設置し、任用、昇格等における公正性を

確保している。 

 ②改善すべき事項 

数年来、構成員の女性比率の低さを改善事項として掲げてきた。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。評議員の任期は 2 年となっ

ており、2013 年度は任期の 2 年目にあたるため、基本的には前年度と構成に変化は

ない。 

大学協議会、大学将来構想委員会の構成員がすべて大学評議会構成員となってい

ない点も改善が必要となっている。具体的には人事権を有する専門職大学院の長で

ある法務研究科長、ビジネス研究科長が、職責上の構成員となっていない。2013 年

度は、偶々、別の職責で構成員となっているが、これはあくまで結果である。 
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３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

 審議過程において、特段の問題点はない。審議事項は定例的なものが大半ではあ

るが、個々には新たな意思決定が必要な事案もある。これらにおいては、協議会等

で丁寧な事前の協議や評議会での二回審議等による対応しており、学内での十分な

審議を確保するとともに、手続の透明性を担保している。 

②上記 2.①の改善すべき事項について 

  構成員の男女比率については、評議員は前述のとおり学部から選挙で選ばれてく

るため、具体的な方策を立てることは難しい。幸いなことに 2014 年度の評議会は、

6 名の女性構成員を確保することができ、前年度に比べ 1 名増となった。これは、

構成員となる役職者に女性が就任したためである。 

専門職大学院の長が構成員となっていない件に関しては、2014 年度からはオブザ

ーバーとして出席することとなり、人事案件の説明等にも対応できる体制となる。

正式な構成員とするかどうかは、今後検討していくこととなる。また、2014 年度か

ら任命された将来構想推進室長も、オブザーバーとして評議会構成員に加わること

となった。これらの役職者は、他の職責によりすでに構成員となっている場合もあ

るが、制度化したことにより、今後は学部における選出結果等にかかわらす、恒常

的に評議会に出席できることとなり、審議の円滑化に寄与すると考えている。 

 

以上 
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Ⅱ．学部等 
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2013 年度人文学部自己点検・評価報告書 

 

人文学部自己点検・評価委員会 

 

《理念・目的》 

１. 現状の説明 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか 

 人文学部は建学の精神であるキリスト教世界観に立脚し、「人間とは何か」「人生とは何

か」「人と人の対話はいかになされるべきか」といった根元的な問題を深く考えることを目

指している（「南山大学の目的に関する規程 」第２条）。またこの理念をより具体化したも

のを、学部の「３つのポリシー」として制定している（「南山大学３つのポリシー」）。 

 こうした目標とポリシーのもとで、学部の教育研究全般の適切性について毎年教授会に

おいて行われる自己点検・評価活動で検証している（「南山大学自己点検・評価報告書 2012」）。 

 学部の理念・目標と３つのポリシーの検証はまだ行っていなかったので、今年度に発足

した学部カリキュラム委員会で検討を始めた。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

学部長表彰式での学生との意見交換の場、学園内高校（男子部、女子部）教員との懇談

会の場、高大連携事業、高校訪問、講師派遣等の折の意見交換などを通じて学部の理念・

目的を知ってもらうよう努力しており、また相手方の意見の汲み取りにもつとめ、一定の

効果を上げている。 

②改善すべき事項 

 学部の理念・目標と３つのポリシーの検証をどのように行うかについての検討を学部カ

リキュラム委員会で始め、具体的な提案がなされたが、提案時期が年度末だったので具体

的作業に入るには至っていない。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記２①で効果が上がっている事項について 

 2 の①で言及した意見交換の場を更に充実させるとともに、広報活動での高校訪問や講師

派遣の際の意見交換の場も、引き続き広げていきたい。 

②上記２②の改善すべき事項について 

 学部の理念・目標と３つのポリシーについて、早急にその検証の実施に向けて、学部教

授会で議論を深めていきたい。 
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《教員・教員組織》 

１．現状の説明 

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

講じているか 

 教員に求める能力・資質は「南山大学教育職員選考規程」に定められているが、人文学

部では、それに加え、教員に研究を通じてつねに研鑽に励みその成果を教育に反映させる

よう求め、2008 年度以来、教員評価制度をとおしてその実効性を検証している。教員の昇

格、留学などの場合には必ずこの教員評価の基準を満たしていることが求められる（「人文

学部における教員評価の基準と実施体制に係る内規」）。 

 教員評価において学術業績を産み出すことを求める裏づけとして、人文学部では個人研

究費と学部共通研究費について独自の配分方針を定めて実行している。 

 また人文学部では、留学・研究休暇を学部教員が資質の向上をはかる重要な機会として

位置づけ、毎年数名の教員を国内外の留学や研究休暇に送り出すように積極的に支援して

いる。 

 退職教員の後任人事を行う場合には、学部の理念・目標と社会の要請に答えつつ教員組

織を改善していくために、つねに専門領域・担当分野の十分な検討を行っている。 

 FD 活動については、学部として毎年１回 FD 研修会を行うとともに、各学科でも独自の

FD 研修会を行って、教員の資質向上に努めている。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項  

 教員評価については、今年度は学部所属教員から提出された報告書に基づいて 2012 年度

における評価を行った。その結果、すべての教員が「人文学部における教員評価の基準と

実施体制に係る内規」に定める基準を満たしていることが確認された。2013 年度の教員評

価は当該年度の学術業績が確定してから行われるので、その結果は次年度に報告したい。 

 研究費配分については、2010 年度以来、個人研究費による多様な形態の研究出張を認め

た結果、教員の研究活動が活発化している様子がうかがえる。 

 教員人事に関しては、2013 年度は教授任用 1名、准教授任用１名、講師任用１名、教授

昇格２名、准教授昇格１名の人事を行った。また 2013 年 3 月をもって留学を終えて復帰し

た教員は 4名、2013 年度中に新たに研究休暇を開始した教員は 2名であった。他方 2013 年

度は新任教員 3名を迎えた。 

②改善すべき事項 

 2000 年の改組によって成立した人文学部は、既存学科の合併によって成り立ったため、

当初は事実上学科の人員構成が先行していたが、退職教員の後任補充等の機会に、徐々に

学科の教育目標に沿った人事を行い、教育目標と教員組織の適合度を高めてきたが、まだ

改善の余地はある。また、2013 年度は公募による任用人事を 1件行ったが、スムーズに進
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んだとは言えないので、今後は更なる工夫が必要である。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記２①で効果が上がっている事項について 

 2011 年度から本格的な実施体制に入った、「人文学部における教員評価の基準と実施体制

に係る内規」に基づく学部内の教員評価は、有効に機能している。評価基準の適用法につ

いては、更に改善していく余地があるので、教員評価委員会において今後検討していきた

い。 

②上記２②の改善すべき事項について 

 人事にあたっては、学科会議と学部教授会での慎重な審議を経て行ってきたが、今後は

学部内での情報共有をより一層強化したい。 

 

《教育内容・方法・成果》 

１．現状の説明 

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

証を行っているか 

 人文学部では学部開設以来定期的にカリキュラムの見直しを行い、絶えず教育課程の編

成・実施方針について検証し、実行してきた。2013 年度には、学部カリキュラム委員会に

おいて、今年度から実施されることになった新カリキュラムのうち、次年度から開講され

る(2 年次生以上用の)新科目の授業内容の細部にわたる検討を行った。 

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

 人文学部のカリキュラムは「共通教育科目」「学部共通科目」「学科科目」からなり、各

学科に所属する学生が専門領域について学ぶと同時に、幅広い教養と深い社会的適応力を

培うことができるように配慮している。 

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

結びつけているか 

 学部としての FD 活動として、年度末に学外から講師を招き、講演会を行い、多数の教員

の参加を得た。各学科でも年数回 FD 研修会を行い、授業の改善、向上に努めている。 

・教育目標に沿った成果が上がっているか 

 終成果である研究プロジェクト論文が教育目標達成の一つの重要な指標である。教員

は厳格に論文を審査している。2013 年度の卒業生の進路は（2014 年 3 月１日現在）まだ集

計されていないが、2012 年度で言えば、従来とおり一般企業、中学・高校教員、大学院進

学など、多様であり（「大学案内 2014」）、人文学部の教育目標は達成されていると見ること

ができる。 
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２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

 2013 年度の学部カリキュラム委員会は、今年度に実施された新カリキュラムのうち、次

年度開講予定の２年次生（以上）向け科目の詳細を確定することができた。 

②改善すべき事項 

 前年度も指摘されたことであるが、人文学部の教員養成課程の科目編成には、学科ごと

に見た場合の専門性の担保と教員配置においてやや不十分な点がある。新教職センターと

連携しつつ、引き続き見直し作業をしていく必要がある。 

 2013 年度に実施された大学基準協会による認証評価において、学期ごとに登録可能な単

位数の上限と自由科目の扱いに関して、一部改善を求められた。これは全学的な問題では

あるが、学部でも検討していきたい。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記２①で効果が上がっている事項について 

 学部カリキュラム委員会は新カリキュラム案を完成させ、また学部の FD 活動においても

中心的な役割を演じており、設置された際の目的を着実に達成しつつある。今後もこの委

員会を活用していきたい。 

②上記２②の改善すべき事項について 

 教職課程の科目編成については、教職センターと連携して、学部カリキュラム委員会で

引き続き検討していきたい。登録単位数の上限の問題も、教職科目の履修と関連があり、

全学的な問題ではあるが、人文学部でもやはり同委員会で検討を始めたい。 

 

《学生の受け入れ》 

１．現状の説明 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか 

 人文学部の今年度入学者選抜には、一般入試、全学統一入試(センター併用型)、センタ

ー利用入試、各種推薦入試、編転入学試験、転部転科試験等に加えて、心理人間学科の AO

入試、キリスト教学科の社会人入試がある。 

 それぞれの入試に関しては各学科が募集単位になっているので、学科会議において慎重

に募集人員の設定や合否判定が検討され、入試委員会の議を経て 終的に学部教授会で決

定している。2013 年度入試においては多くの志願者を集め、入学定員を満たすに足ると考

えた合格者を発表し、一部学科でわずかに入学定員を下回ったものの、学部全体としては

入学定員を若干上回った(2013 年 5 月 1 日現在)(「入学試験のまとめ 2013」）。 
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２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

 2013 年度入試と比較すると、2014 年度の各種入試では、一般入試で若干の志願者減はあ

ったものの、全体としては前年度の志願者数を上回ることができた。昨今の厳しい社会的・

経済的状況の中にあっても、本学部が地域社会において安定した評価を得ていることを示

している。 

 学園内高校(南山高等学校男子部・女子部)と人文学部の間での意思疎通のチャンネルで

ある高校教員と各学科の学科長との懇談会が定期的にもたれるようになり、忌憚のない意

見交換ができ、学園内推薦入試を実りあるものにすることができるようになりつつある。  

②改善すべき事項  

 2013 年度入試において入学定員を若干下回った学科は、定員確保に向けて次年度入試に

おいてはより慎重に合格者数を決定する必要がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記２①で効果が上がっている事項について 

 引き続き、高校訪問や総合学習への講師派遣、模擬授業の実施など行うなど、学部（の

各学科）の広報活動をより一層充実させ、地域の高校と緊密な関係を保って受験者の確保

に努めたい。 

②上記２②の改善すべき事項について 

 学園内高校の教員との間の定期的な協議をより充実させるとともに、生徒に対しても説

明会や模擬授業の機会をこれまで以上に増やし、学園内高校からの入学者の確保に努めた

い。そのためにも推薦入学者の追跡調査は引き続き行い、データを蓄積してサポート体制

を充実させたい。 

 

以上 
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2013 年度キリスト教学科自己点検・評価報告書 

 

キリスト教学科自己点検・評価委員会 

 

≪理念・目的≫ 

１．現状の説明 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

キリスト教学科は、学科カリキュラム・ポリシーにあるように、「人間の尊厳のために」

という教育モットーに言い表されている本学の精神を学び、人文学の基礎的知識と理解を

修得し、キリスト教学の専門的な知識とより深い理解を身につけてもらうことを目的とし

ている。本学科ではこの理念と目的の適切性について年ごとに検証し、教員と学生との交

流の機会をできるだけ多く持ち、より適切な仕方で学科の理念と目的を理解してもらえる

よう努めている。キリスト教と様々な宗教との対話や比較、古代から現代に至る歴史と思

想の探究、生命や環境への倫理的な問いかけなどを通して、学生一人ひとりがキリスト教

の理念をよりよく理解し、人間や社会についての考察を深めてゆけるよう配慮している。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

新入生のために毎年学外オリエンテーション合宿を実施している。この合宿はキャリア

サポートプログラムも兼ねており、キリスト教学の研究分野の紹介、研究方法、充実した

学生生活のためのアドバイス、進路の見つけ方、就職の状況や可能性などについて講じら

れる。この合宿には、講座を担当する学科教員のほか、2年次～4年次の学科生も学生スタ

ッフとして参加し、先輩としてのアドバイスを与えるとともに学生間の交流に努めてくれ

ている。4月下旬には、在名古屋教皇庁認可神学部（以下、教皇庁認可神学部）主催の始業

ミサならびに新入生歓迎会を開催し、全教員と全学科生に、本学科の基本理念への理解と

相互交流の機会を提供している。また、学年度の終わりには学生の研究意欲の活性化と学

生間の交流促進のために、卒業生による研究プロジェクト発表会と次年度ゼミ説明会を開

催し、同時に卒業生のための歓送会も開いている。これらの学科行事には、新入生歓迎会

と卒業生歓送会の企画運営役を自ら引き受けるなど学生の積極的な参加があり、一定の好

評を得ている。更に、学科の Web ページを更新し、特に今年度は、キリスト教学科および

教皇庁認可神学部の紀要『南山神学』誌（南山大学人文学部キリスト教学科・在名古屋教

皇庁認可神学部編、神言神学院発行、ISSN 0387-3730）の第 1 号～ 新号の論文公開ペー

ジを更新した。 

②改善すべき事項 

多数ではないが今年度も在学者の中で転科希望者があり、来年度 4 月より人文学部日本

文化学科へ１名の転科が決まっている。他大学への転学者も 1 名あった。入学者がキリス

ト教学科での学びを通して自身の勉学の目標を見出してくれたのであれば喜ばしいことで

はあるが、やはり本学科の魅力を十分アピールできるよう一層の努力が求められていよう。 

また、カリキュラムについても、本学科に併設されている教皇庁認可神学部の枠組みは

守りつつ、学生のニーズに応えて、より魅力的なものに改善してゆくべきであろう。新入
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生歓迎会、研究プロジェクト発表会、卒業生歓送会に、より多くの学生が積極的に参加す

るよう、開催の周知を徹底するべきである。また、司祭養成課程のために本学科に併設さ

れている教皇庁認可神学部との連携をも、より深めてゆく必要がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

少人数編成の長所を生かした、適切な教育や指導をこれからも続けて行きたい。また新

入生のためのオリエンテーション合宿および卒業生研究プロジェクト発表会、新入生歓迎

会、卒業生歓送会等が一定の効果をあげているように思われるので、より良く充実した内

容のものとなるよう努めていきたい。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

カリキュラムについては、学生の期待や要望に即した、より魅力的なものとなるよう、

これからも検討してゆきたい。また、司祭養成課程のために本学科に併設されている教皇

庁認可神学部との連携をも、より充実させてゆきたい。 

 

≪教員・教員組織≫ 

１．現状の説明 

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

策を講じているか。 

 教員に求める能力・資質等の明確化、教員の資質の向上を図るための方策としては、主

に毎学期全学で実施している「学生による授業評価」を活用している。また、人文学部で

毎年度実施している「人文学部教員評価のための報告」も、各教員が自らの研究活動の質

を高めるための指標となっている。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

本学科は、学園理事長兼小学校校長、副理事長、総務担当常任理事、理事長補佐といっ

た南山学園の重職を兼任している教員を擁し、学園全体の運営に貢献している。他の教員

も、本学科の司祭養成課程に責任を持つ教皇庁認可神学部長、書記官、会計担当などの役

職のほか、それぞれの所属学会等で役員やシンポジウム発題者を務めたり、研究発表を行

うなど、おのおのの学問領域において活躍している。また現在、日本カトリック神学会お

よび東方キリスト教学会の事務局が本学に置かれており、この分野における研究の進展に

も参与している。また、欠員となっていた教員枠のうち 1名につき、採用人事を進めるこ

とができた。 

②改善すべき事項 

今年度をもって 3名の教員が退職予定である。このうち 1名については後任人事が行わ

れたが、残る 2名についても教育指導体制の維持のために後継者を確保してゆく必要があ

る。 
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３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

今後もそれぞれの教員が各専攻分野で更なる学究を深め、活躍し、また学園内でのさま

ざまな役職において南山学園に貢献できるよう努めてゆきたい。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

本年度は、次年度 4月 1日付けの任用に向けて 2名の新任用人事が進められた。適切な

後継者の人事について更に模索して行きたい。 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明 

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

検証を行っているか。 

教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性については、より適

切なものに向上させるべく年度ごとに検証している。 

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

現状においても教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供

できていると思われるが、更なる改善の余地はある。2013 年度に開催されたキリスト教学

科 FD 研究会においては、3 名の教員から学科科目の講義内容についてご紹介いただき、適

切な授業内容と授業運営のあり方について教員相互のディスカッションを行った。 

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

に結び付けているか。 

教育成果については各教員がそれぞれ自己点検を行い、学期ごとに行われる「学生によ

る授業評価」の結果も踏まえて、教育内容・方法を検証している。その結果は各自の授業

内容・方法の改善、学生指導法の向上に結び付けられている。 

・教育目標に沿った成果が上がっているか。 

キリスト教学科の教育目標に沿った成果はそれなりに上がっているように思われる。本

学科の学生の学力や品格にも年度ごとに向上傾向が見られる。2013 年度の休学者は 1 年間

の休学が 1 名、半期の休学者は 2 名であった。留学や司祭養成課程、在籍期間不足による

学生をのぞき、留年生は減少傾向にある。私費ながら 1名の海外留学者も在籍している。 

卒業生の就職については、キャリア支援室からの報告によると、就職率は 91.67％、卒業

者に占める就職者の割合は 52.38%、卒業者から進学者を除いた者に占める就職者の割合は

61.11％、卒業者に占める就職者および進学者の割合は 66.67%、進路把握率は 90.48％であ

る。また、3 月 31 日の時点での就活継続者は 1 名、留学予定者は 1 名、大学院への進学者

は 3名、その他進学者は 1名である。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

カリキュラムについては、人文学部カリキュラム改革の結果、2008 年度以降、選択必修

科目枠を廃しすべて選択科目としたことにより、学生が自由に科目を選択でき、学習意欲

が高まるとともに履修ミスもほとんどなくなっている。1年次から4年次までの学生に対し、
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それぞれの演習担当者が指導教員を務め、各自オフィスアワーを設定して学修や進路の相

談等に応じ、学生指導を行っている。また、卒業年度を迎える学生については単位修得状

況を学科として個別にチェックし、不備のないように指導を行っている。更に司祭養成課

程の学生については、併設された教皇庁認可神学部の学則に基づき別途時間を設けてガイ

ダンスを行っている。 

毎年、1年次春学期履修のキリスト教学科基礎演習 Iの学外授業として岐阜県のカトリッ

ク多治見修道院を訪れ、歴史、修道院の果たす役割、装飾美術のシンボリズムなどを学ぶ

とともに、パイプオルガン鑑賞や聖歌斉唱などを体験するなどのフィールドワークを行っ

ている。こうした体験型学習は、従来型の講義形式の授業を補完する機能を果たしている。 

②改善すべき事項 

 より適切で効果の高い、また学生にとって魅力的なカリキュラムや授業内容・方法につ

いて検討して行く必要がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

少人数編成の講義、演習、研究プロジェクトの長所を生かして、よりきめ細やかで丁寧

な教育と指導ができるよう努力する。また、更に研究を深めたい学生のためには、本学大

学院人間文化研究科への進学の道も積極的に紹介していきたい。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

本学科に入学した学生が、入学して本当によかったと思えるような学修および進路の指

導、支援を行うことができるよう、学科 FD 研究会の機会などを通して教育・指導の質の向

上に努める。 

 

≪学生の受け入れ≫ 

１．現状の説明 

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

れているかについて、定期的に検証を行っているか。 

学生募集および入学者選抜は、キリスト教学科が作成し公表している「アドミッション・

ポリシー」に示された学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切になされていることを

年度ごとに検証している。2013 年度入学試験におけるキリスト教学科への志願者数は合計

164 名（一般入試が 66 名、全学統一入試センター併用型が 51 名、センター併用入試 3教科

型が 47 名）、推薦入学等の志願者が 6名、総計 170 名であった。これは前年度の総計 179

名と比較すれば微減である。社会人入学志願者は 1年次志願者が 1名、3年次編入志願者が

4名であった。2013 年度の一年次入学者は合計 23 名である。南山短期大学より 3年次への

編入者は 0名あった。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

2013 年度のキリスト教学科への入学志願者数は前年度に比べて微減ではあるが、比較的

安定して推移している。キリスト教学科への編入学志願者も社会人入学志願者も毎年続い
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ている。本学科の教育内容に関心のある人が増えてきているように思われる。また、より

広い年齢層の人々に学修の機会を提供する方策も実りを得ているように思われる。 

②改善すべき事項 

指定校推薦入学については比較的安定した成果をあげている一方、学園内推薦があまり

よく機能していないと思われる。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

キリスト教および本学科への関心および理解が広まり、入学志願者が増加するよう、こ

れからもオープンキャンパスや体験入学会等の機会を用いて、また Web での情報提供等を

通じて、本学科の教育内容をより積極的に紹介して行きたい。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

推薦入学者の数を恒常的に確保することが望ましい。特に、学園内高校との懇談会など

を通して学園内推薦の志願者の獲得に努めたい。 

 

以上 
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2013 年度人類文化学科自己点検・評価報告書 

 

人類文化学科自己点検・評価委員会 

 

≪理念・目的≫ 

１．現状の説明 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

人類文化学科は、本学の建学の理念「人間の尊厳のために」に沿い、「人類文化の歴史と

多様性、そして人間の普遍的な本質の追求」という具体的な目標を掲げ、人類の多様性と

普遍性についての知識と柔軟な感性を身につけた人材の育成を目指している。知識の実践

的活用を念頭に、少人数制の演習・実習系科目を多く配置し、人類学博物館や人類学研究

所とも連携しつつ、学習の成果を社会に還元することにも注意を向けている。人類共通の

普遍的価値をしっかり認識し、異なる文化や価値観、宗教的信念を持つ人を受け入れる姿

勢は、今日ますます重要性を増している（根拠資料 大学 Web ページ人類文化学科）。 

学科の理念と目的の適切性は、定例の学科会議での具体的案件との関連でその都度確認

し、学科 FD 研修会（2014 年 1 月 15 日）と学科自己点検・評価委員会（2014 年 3 月 3日・

3月 10 日）で検証し、更に数年ごとのカリキュラム改訂（2013 年度実施）の検討の際に再

検証している。毎年 6 月の学部長表彰式の際には、学生から学科への意見や提案を聞くこ

とで、学生の視点からの検証もはかっている。オープンキャンパスや入学ガイダンスの際

には、学科長が学科の理念や目的、ポリシーを説明し、周知をはかっている。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

今年度の学科 FD 研修会では、2000 年度の学科創設時の原点を振り返りつつ、学科の今後

の方向性について意見交換した。何らかの課題が認識された場合、学科会議や意見交換の

場である学科協議会で整理し、必要に応じてワーキンググループを立ち上げている。 

②改善すべき事項 

人類文化学科は、西洋哲学、言語学、科学論、文化人類学、考古学、文化史の多岐にわ

たる研究領域、ほとんど世界中ともいえる広範な地域、古代から現代の長大なタイムスパ

ンの研究や勉学から成り立つ。こうした人文学を圧縮したような教育・研究の広がりの中

で、学生の具体的な勉学内容と学科の理念・目的とのつながりが見失われがちである。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

現状の仕組みのパフォーマンスを更に向上させることが発展の方策である。とりわけ、

自由闊達な学科会議での議論こそ、あらゆる点検・評価の基盤として位置づけられる。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

学科の目的や理念と、個々の学生の勉学のあり方とを、演習を中心とした指導の中で的

確に接合し、両者が乖離しないように方向づけることが、今後いっそう求められる。また、

学科の 3つのポリシーを定期的に検証していく作業にも、今後取り組む必要がある。 
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≪教員・教員組織≫ 

１．現状の説明 

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

策を講じているか。 

学科教員の能力・資質は、研究活動と教育活動の 2 側面から判断する必要がある。前者

の軸は、研究業績システムと人文学部教員評価制度であり、加えて人類文化学科では、学

科会議資料に「学術情報欄」を設け、教員の 新の研究活動を確認している。教員が研究

休暇や留学により資質の向上をはかれるよう、互いに科目負担などを積極的に助け合って

いる（2014 年 4 月現在、留学 1名、研究休暇 1名）。その結果、学術論文・著書の刊行、科

研費をはじめとする研究費の獲得、博士の学位取得などの点で、学科教員は活発な研究活

動を行っていると判断できる。また、教育活動に関しては、「学生による授業評価」、学科

FD 研修会、学部 FD 研修会（2014 年 3 月 4 日）などが、向上に向けた取り組みの手段とな

っている。教員の任用・昇格に際しては、学部のルールに基づき厳正に行っている。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

学科独自の学術情報交換、留学・研究休暇を積極的に後押しする学科の雰囲気などもあ

り、多様な学問領域の研究者が集まる学科として、教員の資質向上に向けた取り組みはあ

る程度有効に機能していると判断する。 

②改善すべき事項  

中長期的な人事計画の検討が必要である。2013 年度は、学科人事計画ワーキンググルー

プを立ち上げ、これを検討したが、キャンパス統合もあって議論は中間答申までで終了し

た。ただ、この答申を基に、学科の人事枠に関するひとつの課題を解決することはできた。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

上記の制度や雰囲気を維持し更に向上させることが、発展の方策である。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

数年後に数名の退職が予定される。それに向けた備えと点検が、直近の課題である。 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明 

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

検証を行っているか。 

教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針の適切性を、定例の学科会議では

具体的な案件に即して、学科自己点検・評価委員会では総括的な視点から、学科 FD 研修会

では特定のテーマに即して、それぞれ確認・検証し、更に数年ごとの学科カリキュラム改

訂の議論の際、あらためて総合的に検証し、改善をはかっている。 

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

人間の多様性と普遍性が学科の教育の根幹にあるため、学科の教育内容は研究分野・地
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域・時代の面で多岐にわたる。広く、また特定の分野を深く学べるよう、演習科目と講義

科目、基礎科目と応用科目とのバランスに配慮し、実習系科目を多く設け、特色を出して

いる。また、学生のゼミ選択の意向を 大限尊重しうるよう、ゼミの受け入れ定数も柔軟

なものとしている。教育内容は、全体として相応しいものとなっていると判断する。 

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

に結びつけているか。 

学科の教育の成果は、 終的に卒論（研究プロジェクト論文）に集約される。学科では、

春学期の題目提出、秋学期の題目変更、11 月末の下書き提出、1 月の 終稿提出、その後

の口頭試問（主査・副査の 2 名体制）によって、卒論を組織的に検証し、またこれを電子

化して保存し、在学生が閲覧できるようにすることで、成果の蓄積と継承をはかっている。

毎年度末の学科自己点検・評価委員会では、当該年度の卒論の全体を確認し合い、教育成

果の検証の機会としている。 

・教育目標に沿った成果が上がっているか。 

2013 年度卒業生の卒論や進路を見るかぎり、過去の卒業生と遜色はなく、本学科の教育

目標に沿った一定の成果が上がっていると考えられる。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

現行体制は、点検・評価の仕組みとしてまずは有効であると判断する。今後も、体験的

な学びの機会を提供する実習系科目を多く配置する、学生のゼミ選択に柔軟に対応する、

卒論を重視し手厚い指導をする、といった学科の特色を維持しながら、授業の中で取り上

げる内容の取捨選択を含め、教育内容や方法等を適宜検証していきたい。 

なお、学科では、人類学研究所と共催で、2010 年度から毎年「人類学フェスティバル」

を開催している（2013 年度は 8月 4日）。ゼミやフィールドワークのクラスを単位とした人

類学系の文化祭であり、外部団体とも連携して、教育・研究の成果を地域社会に公開・発

信する、他学科にない特色ある取り組みであると考える（根拠資料 人類学研究所 Web ペ

ージ）。 

②改善すべき事項  

4 年間の集大成としては不十分といわざるをえないような卒論が一部あり、勉学の意欲に

いささか欠ける学生も一部いる。長期化する就職活動の影響も看過できない。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

学科会議、学科自己点検・評価委員会と学科 FD 研修会、数年ごとの学科カリキュラム改

訂などの現行の仕組みの向上をはかり、これらを今後も点検・評価の機会としていく。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

卒論をはじめ、個々の学生の勉学等の状況を指導教員が把握し、特段の理由のない留年

者が今後増えないよう、丁寧な指導を積み重ねていくことが必要である。 
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≪学生の受け入れ≫ 

１．現状の説明 

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

されているかについて、定期的に検証を行っているか。 

オープンキャンパスを学生募集の重要な機会と位置づけ、学科長が学科の特色や 3 つの

ポリシーの要点を高校生に説明し、学科会議でその年のオープンキャンパスの雰囲気を確

認するなどしている。高校からの模擬授業の依頼には、可能なかぎり教員を派遣している。

入学者選抜については、11 月入試、2 月入試、そして 2 月の編転入の各機会に、事前と事

後の学科会議で学科の選抜基準や受け入れの確認・了承を行い、公正性と適切性を組織的

に担保している。11 月入試の後、合格者には「入学前課題」を課すが、課題図書の選定と

コメント送付には学科教員全体がかかわる体制を取っている。また、原則 4 年ごとに指定

校推薦の見直しを行うルールを 2009 年度に設け、これを定期的な検証の機会としている。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

上記の体制により、学科の募集定員と入学者選抜は、3つのポリシーに沿い、公正かつ適

切に行われていると判断する。現状では入学者数も確保されている。2013 年度は指定校見

直しの年にあたり、ワーキンググループを立ち上げ、指定校の入れ替えと、関連して入試

要項に関する検証を行った。 

②改善すべき事項 

受験生にとっては、学科の研究・教育の幅広さが、特色としては認識されず、むしろ学

科の特徴をわかりにくいものとしているようである。この問題は、これまでも学科会議等

でしばしば議論されてきた。たとえばフィールドワークはユニークな授業と理解されてい

るようであるが、学科の基本的な方針や特色・魅力を、受験生や高校教員などにこれまで

以上にアピールする戦略が、不可欠であろう。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

指定校の見直しを中心としつつも、より総合的に学生募集と入学者選抜のあり方を定期

的に検証するような方向に、いまある制度や機会を改善していくことを検討する。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

今後、広報担当の部局とも話し合って、学科の特色や魅力を効果的にアピールする具体

的な方法について検討していきたい。また、学科 Web ページの改善も必要である。2013 年

度には学科 Web ページワーキンググループを立ち上げ、改善に向けた作業に着手した。2014

年度内には学科 Web ページをリニューアルする方向で、検討と試行を進めている。 

 

以上 
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2013 年度心理人間学科自己点検・評価報告書 

 

心理人間学科自己点検・評価委員会 

 

≪理念・目的≫ 

１．現状の説明 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

 心理人間学科の教育目標は、「現在そしてこれからの社会で求められる、人を理解し、人

とかかわり、人を支援する態度と専門的な知識・技能を備えた人間を育成すること」であ

る（根拠資料 南山大学 3つのポリシー）。学科の理念・目的を反映したこの目標の検証は、

学科教員が参加して行われる心理人間学科自己点検・評価委員会（2014 年 3 月 3 日開催）、

および心理人間教育研究会（2014 年 3 月 23～25 日開催）にて行われた。また、卒業時に学

科カリキュラムに関するアンケートを毎年行っており、今年度からアドミッション・ポリ

シーとディプロマ・ポリシーについて検証する項目を新たに設けた。 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

・「心理人間学科 学習共同体づくりに向けての教員による宣言」（根拠資料 学科作成

Web ページ）に照らし、学科教育における学習共同体づくりの意義・重要性が、自己

点検・評価委員会において検討され、再確認された。 

・学科の教育目標に照らして、2013 年度カリキュラム改正の教育成果が検討された。 

②改善すべき事項 

・アドミッション・ポリシーとディプロマ・ポリシーの適切性について、引き続き検証

を行う必要がある。 

・学科科目を展開する上で、学科の教育目標がより意識される必要がある。 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

・2013 年度カリキュラム改正によって変更がもたらされた授業について、今年度に引

き続き次年度以降も教育成果についてデータを収集し、検討を重ねる。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

・卒業時アンケートの調査項目を改善することで、学科カリキュラムの教育効果を測

る。 

・初年度教育を通して、学生へ向けて学科教育目標の意識化を図る。 

 

≪教員・教員組織≫ 

１．現状の説明 

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

策を講じているか。 

 教員に求める能力・資質については、教育（授業担当・学生指導）、研究、学務の 3点を

重視し、人文学部の基準を目安としている。以下、研究、教育、社会貢献、学科運営、FD

活動の観点から今年度の状況をまとめる。 
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 研究業績について、本年度は人文学部の基準に満たない教員が数名あった。科学研究費

補助金を受けての研究を行った教員は 6名であった。 

 教育面では、「学生による授業評価(2013 年度春学期)」の結果を参照する(現時点では秋

学期分は未発表)。本学科科目については、「項目 4から 18 の平均」で 4.51、「全項目平均」

で 4.36 であった（非常勤教員の結果を含む）。大学全体の平均はそれぞれ 4.38、4.30 であ

ることを踏まえると、本学科教員の教育面への取り組みは高く評価されているといえる。 

 社会貢献面では、学会役員、自治体の委員会・協議会委員、各種連盟等の役員をはじめ、

多くの教員が積極的に大学外での社会的役割を担っている。 

 本年度の教員構成は、教授 14 名、准教授 6名、講師 3名、計 22 名であった。(うち 2名

は教職センター所属)。今年度は新任教授を前倒し人事で迎えることができた。 

学科運営面は、22 回開催された学科会議を中心に行われた。学科会議は情報共有のみな

らず、課題の早期発見、問題への対応を図ることを可能にする、教員間連携の場として機

能している。特に、学生状況の把握や対応において、この点は特に有効に働いている。専

任教員の担当コマ数（大学院担当分を除く）は、おおよそ半期平均４〜６コマ程度である

が、7.5 コマを担当した教員もいた。また、大学院の授業、修論指導等の負担も加わるため、

大学院にかかわる教員の実質的な担当コマは平均 6～7コマとなっている。なお、心理人間

学演習を担当可能な教員数が昨年度より１名純減したが、学生から希望の多い領域を担当

できる適切な人材を教授として迎えることができた。 

 教員の資質向上に関しては、例年同様「心理人間教育研究会」（2014 年 3 月 23～25 日）

を開催した。この研究会は教育理念の検討、および授業内容や教授方法の改善を目指した

包括的な FD 活動として機能しており、今年度は卒業時アンケートの結果、カリキュラム改

正によって変更が齎された基礎演習Ⅱ（統計）、および基礎演習Ⅳ（グループ研究）、学科

在学生によるコミュニティ活動の現状、「心理師」の国家資格化へ向けての動向等について

の報告をもとに話し合いが行われた（根拠資料 2013 年度心理人間学科教育研究会プログ

ラム）。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

・大学・学部・学科に関する業務が多い中、教育や社会貢献への尽力が認められる。 

・毎年「心理人間教育研究会」を開催し、学科教育の成果を検証している。 

②改善すべき事項 

・「学生による授業評価」において自主的な学習に関する項目（項目 3）が 2.84 と全学

平均 3.26 に比べ低くなっている。 

・研究面での実績が低下している。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

・学科として、また各個人として本年度の活動レベルを維持する。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

・学科必須科目を中心に、学生の自主的な学習を促す方策を試みる。 
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  ・論文刊行、学会発表を意識した研究活動を各自行う。 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明 

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

検証を行っているか。 

 本学科はディプロマ・ポリシーにおいて、「心理学、教育学、人間関係論などを用いて、

多様な観点から自分自身や他者、人間関係、社会を理解する力」など５つの力を列挙し、

それを身につけた者に学位を授与すると明示している。カリキュラム・ポリシーは、「心理

学、教育学、人間関係論を中心」に編成し、「理論学習、体験学習の場」を用意するとして

いる（根拠資料 南山大学 3つのポリシー）。ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリ

シーの理念をより具現化することを目標としたカリキュラムが 2013 度から始動し、新カリ

キュラムにかかわる科目は計画とおり開講された。また、心理人間学科自己点検・評価委

員会（2014 年 3 月 3日開催）において、新カリキュラム 1・2年次の学科必修科目の授業目

的がディプロマ・ポリシーと関連付けて検討され、カリキュラムにおけるその位置づけが

再確認された。 

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

 学科教育の軸となる心理学、教育学、人間関係論といった領域について、ほぼ同数（15

～17）の科目を開講し、理論学習と体験学習の機会を提供している（根拠資料 大学案内

誌）。「多様な観点から自分自身や他者、人間関係、社会を理解する力」を養うべく開講さ

れている「人間関係フィールドワークⅠ・Ⅱ」は、18 の外部受け入れ機関との連携の下、

学内授業と学外授業を連動させ、年 2 回の報告会を実施した（根拠資料 2013 年度人間関

係フィールドワーク 終報告書）。 

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

に結びつけているか。 

  「心理人間学基礎演習Ⅰ～Ⅳ」はティーム・ティーチングで行われており、その教育成

果は各学期終了時に担当者間で検討され、教育内容・方法の改善に活かされている（根拠

資料 『アカデミア』人文・自然科学編第 5号、「大学における初年次教育の実践と考察」）。

学生の学びの集大成となる「研究プロジェクト」においては、題目提出（6 月）、面接指導

用論文提出（11 月末）、論文面接指導（12 月）、論文提出（1月）、研究プロジェクト論文パ

ネル発表会（2月初旬）という手順を踏むことで、複数教員による指導を学生が受けること

を可能とし、同時に学科全体として教育成果を確認する機会となっている（根拠資料 2013

年度研究プロジェクト論文（卒業論文）要項、および人文学部心理人間学科年 2013 度研究

プロジェクト論文発表会プログラム）。 

・教育目標に沿った成果が上がっているか。 

 卒業時カリキュラム調査の結果からは、学生は学科教育を通して、「多様な観点から自分

自身や他者、人間関係、社会を理解する力」、「他者と協働しようとする態度やそれを実践

する力」、「コミュニケーション力」を習得したという実感を得ていることが窺われた（根

拠資料 2013 年度心理人間学科教育研究会報告発表「2013 年度卒業生対象カリキュラム調

査報告」）。 
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 卒業、卒業後の進路等に関しては、卒業者数 105 名、過年度生は 13 名、就職率（就職者

／就職希望者）97.87％、進学者数 6名である（根拠資料 2013 年度学部学科別進路状況）。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

・「心理人間教育研究会」を開催し、カリキュラム改正の効果について検討した。 

・本年度カリキュラム調査の結果、カリキュラム等、学科の教育指導体制に対する満足

度は全体として「満足」のレベルにあった。 

②改善すべき事項 

・2コマ続きで設定されている体験学習の科目等のために、他の科目が履修できないと

いう意見が寄せられた。昨年度同様、時間割作成で留意された。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

・2013 年度から実施された新カリキュラムの教育効果について、更に検証を重ねる。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

・2コマ続きの授業について引き続き時間割作成において他科目との重複について留意

する。 

 

≪学生の受け入れ≫ 

１．現状の説明 

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

れているかについて、定期的に検証を行っているか。 

 本学科はアドミッション・ポリシーで述べられているように、「現代社会において人間が

生きることの意味を考えようとする」等の態度・関心をもつ人を求めている。学生募集は

オープンキャンパス、一日体験入学会、学科作成 Web ページなどで積極的に行ってきた。

オープンキャンパスでは心理学、教育学、人間関係論にかかわる計 7 コマの模擬授業を展

開し、のべ 232 名の参加者を得た。また本学科の特徴である学習共同体づくりを体現した、

学生による自主企画「一日心理人間学科生体験&南山大生と話そう会」も実施された（根拠

資料 2013 年度オープンキャンパスアンケート集計結果）。総合的な学習への対応、模擬授

業（入試広報）としても愛知、岐阜、静岡の高等学校 10 校へ講師派遣を行い、学科教育に

ついて広報を行った。教員免許更新講習等においても、本学科の特徴である体験学習を用

いた講習を展開し、学科教育内容の広報に努めている。 

 本年度の志願者数は、一般入試 668 名、全学統一センター併用型入試 315 名、センター

利用前期 3 教科型入試 311 名、前期 5 教科型入試 98 名、後期 16 名であり、昨年度と比べ

一般入試の志願者が減り、センター利用入試の志願者が増加した。また AO 入学審査 20 名、

カトリック系高等学校等推薦入学審査 10 名、学園内高等学校推薦入学審査 11 名、外国人

留学生入学審査 1名、推薦編入学審査（短期大学部）6名であった。こちらは昨年度とほぼ

同程度である。面接試験を伴う入試については、より公平で公正な選抜のため、2012 年度

より面接試験における担当者を増員し、合否案作成についても学科会議において慎重に審
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議している。 

今年度は AO 入試廃止に伴う入学定員の再配分を検討するとともに、学科が求める学生像

についての検討、およびアドミッション・ポリシーの再確認がなされた。また、推薦入試、

転部転科・編転入等入試、外国人留学生入試の選考基準の検討、確認を行った。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

・推薦入試、転部転科・編転入等入試の選考基準の再検討、AO 入試廃止に伴う定員配

分の見直しを通して、学科が求める学生像が学科内で共有された。 

・オープンキャンパス、学外講師派遣などで積極的な広報を行った結果、全体としては

ほぼ昨年度並の志願者を獲得できている。 

②改善すべき事項 

・本学科の特徴である体験学習について、より戦略的に広報していく必要がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

・上記の諸点を本年度も継続して行う。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

・心理学、教育学、人間関係論のそれぞれの領域において何を学ぶのかと合わせて、体

験学習の特徴を広報していく。 

 

以上 
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2013 年度日本文化学科自己点検・評価報告書 

 

日本文化学科自己点検・評価委員会 

 

《理念・目的》 

1. 現状の説明 

・学科の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

 本学科は日本文化学、日本文学、日本語学、日本語教育の 4 つの異なる専門領域の教員

から構成されており、学生に対する教育指導においてもこの 4 分野ごとにまとまりを形成

して、お互いの専門性を尊重しながら学科としての教育研究を進めている。学科会議に限

定されることなく、各分野内において科目の開講、内容、担当者の配置などを定期的に点

検し、学科の教育が適切に行われているよう配慮している。とりわけ毎学年度の中盤頃に

は次年度の開講科目についての議論を学科会議において行い、学科の理念が科目の開講に

生かされていることを確認すると同時に、その機会に学科の理念・目的の妥当性について

議論を行っている。本年度は 1年次生向けの「日本文化学基礎演習 I, II」の開講形態の見

直しについて具体的な議論を行い、来年度から担当教員全員のチーム・ティーチングによ

る体系的な授業を開始することとなった。 

  

2. 点検・評価  

 ①効果が上がっている事項 

 学科の理念と目的は、日本を内側・外側の両方から見据える力を養い、日本文化学・日

本文学・日本語学・日本語教育の四つの領域において「日本」を探求し、日本文化への幅

広い教養と理論的思考を身につけさせることであるが、四つの領域の科目をバランスよく

配置することで、教育理念に沿った形で、学生が学修を行うことができている。 

 

3. 将来に向けた発展方策 

 ①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

 「日本」という一つの視座を取り巻く四つの領域が相互補完的に、日本文化に対する知

識の向上と、問題設定・調査・分析の訓練を通じて養う問題解決能力の向上を、継続的に

行っていくが、同時に常に学科の理念を問い直す姿勢を保持していく。具体的にはディプ

ロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーを定期的に見直すことを長期的なサイクルの中

に位置づけ、それらの検討に基づいて更に必要に応じてアドミッション・ポリシーの見直

しを行っていく。 

 

《教員・教員組織》 

1. 現状の説明 

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

を講じているか 

 毎年 3月に、学科教員対象の「学科教員 FD 企画」を立案・実行して、教員の資質の向上

を図る努力を継続的に行っている。本年度は来年度からはじまる新しい形での基礎演習に

ついてシンポジウムを開催し、初年次教育のあり方、来年度以降の基礎演習で予想される
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諸問題について議論を行った。年度末には教員が各自の研究活動に関する報告を学部事務

室に提出することになっているが、学科長が後日これらの資料に目を通して一人一人の教

員が研究活動を継続的かつ精力的に行っているかどうかの確認をしている。また、新任教

員に対しては学科長を通じて学科の理念や現状を伝える機会を赴任後まもなくに設けてい

る。 

 

2. 点検・評価 

 ①効果が上がっている事項 

授業運営に直ちに活用できる IT技術の研修会、マルチメディア技術の授業への導入方法、 

留学生教育から見える日本文化教育の新たな可能性の掘り下げ、障がいを持った学生のケ

アに関する理解、初年次教育についての議論などが、教員の日々の授業運営改善のきっか

けとして役立っている。 

 また、今年度いっぱいで退職する教員の後任を公募により募集し、多くの応募者のなか

から優秀な人材を採用することができた。 

 ②改善すべき事項 

 初年次教育の授業（基礎演習）において、担当教員間の連携と授業の体系性が不足して

いる。来年度から新しいカリキュラムの授業が開始されるが、どのような問題が生じるか、

まだ未知数の部分がある。 

 今回の人事においては、関係諸会議体に対する学科の対応に問題があった。 

 

3. 将来に向けた発展方策 

 ①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

 学科教員 FD 企画は継続して行っていく。 

 ②上記 2.②の改善すべき事項について 

 学科会議、学科ＦＤ企画シンポジウム等で議論を重ね、2014 年度より新しいカリキュラ

ムによる基礎演習の授業をスタートさせる。今後も教育効果の点検と改善を重ね、あるべ

き初年次教育のあり方を追求していく。 

今後の人事案件に際しては、今回の問題点について充分に総括し、関係各部署との意思

疎通を充分にはかるよう慎重な注意を払う。 

 

《教育内容・方法・成果》 

1.現状の説明 

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

証を行っているか。 

 各領域における教育目標、関講科目数、内容に関する科目間の調整・点検、各科目の実

施方法について、学科会議においてだけでなく、領域別、科目別に関連教員が日常的にも

把握、点検を行っている。 

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

 1 年次、2年次の基礎演習を土台に学科の４分野の学修に繋がるカリキュラムを備えてい

る。基礎演習の段階での導入を経て、4つの分野でそれぞれ基礎科目、中核的講義科目、演

習および研究プロジェクトという段階を踏む履修カリキュラムになっており、学生がこの
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流れに沿って学修していることを、それぞれの演習科目および研究プロジェクトの担当教

員が日常的な指導の中で確認している。 

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

結びつけているか。 

 卒業の直前の学期に履修される「研究プロジェクト」において、4年開の教育の結実とし

ての成果物が作成される。この意味で科目としての「研究プロジェクト」はキャップスト

ーンコース的性格を帯びている。各指導教員は、研究発表会、口頭試間、 終プレゼンテ

ーションなどの機会を通じて、教育成果が上がっているかどうかの検証を行っている。教

育成果が上がっていない事例が散発的に生じた場合には学生指導の局面で対応し、システ

ムとしての間題が見つかった場合には、履修指導方針の見直し、カリキュラムの改革へ繋

げていくことが可能になっている。 

・教育目標に沿った成果が上がっているか。 

 学科の 4 分野はそれぞれ独立した教育内容を持つだけでなく、他の分野と綿密な連携を

取っており、学生の側では複数の分野にまたがった幅広い学習が行われている。これは分

野の垣根を低くし、超分野的な履修ができるように設計された多面的なカリキュラム構成

が機能していることの証であろう。カリキュラム策定の意図が学生に伝わり、履修に関し

ての学生の履修計画作りがこのような学科の方針に沿ってなされていることが窺える。 

 上述の研究プロジェクトの成果物を通して、学生が学科の意図する教育目標に沿った成

果が上がっているかどうかを確認しているが、学科 4 分野における教育の成果といえる内

容と質を備えた成果物が提出されており、成果の上がっていることが確認できる。 

 学生の就職先を見ても、中学校・高等学校の教員（主に国語科、社会科）、日本語教師、

学校職員、公務員、公益団体、民間企業では金融・保険業、製造業、運輸・通信関係、マ

スコミ関係など多岐に渡っている。大学院進学者も過去数年の平均では毎年 3 名ほど出て

いる。こうした実績からも成果が上がっていると言える。 

  

2. 点検・評価 

 ①効果が上がっている事項 

 研究プロジェクトの成果物には、学科 4 分野において選択されたトピックで執筆された

卒業論文の他、当該分野に関連するテ一マにおける実体験的活動とその記録などから構成

される統合的研究が存在する。こうした成果物の内容と質は、本学科のカリキュラムにお

けるキャップストーンコースに相応しいレベルのものになっている。 

 ②改善すべき事項 

 教員側の都合で 2012 年度、2013 年度と２年続けて不開講となった科目が存在した。 

 

3. 将来に向けた発展方策 

 ①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

 研究プロジェクトまでの道程において学生を適切に導くことができるように、基礎科目、

中核コア科目、演習および研究プロジェクトの流れを継続的に監視し、それらが有機的に

機能するように見守る。 

 継続的に、年度始めに行われる新入生ガイダンス、学科別学び方講座、4月中旬ごろに行

われる学外オリエンテーション、夏休み前後に開催される 2 年生対象のゼミ説明会の機会
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を通して、学科の教育方針を伝え、学生の科目履修に対する意識の向上を図っている。 

 ②上記 2.②の改善すべき事項について 

研究休暇中の教員の復帰などにより、2014 年度においては当該科目を開講できることと

なった。 

 

《学生の受け入れ》 

1. 現状の説明 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

 入学試験における学生選抜については、毎年、翌年度の学生定員の入試毎の配分、入試 

教科・配点の適切性などを学科会議で審議し、検討を行っている。入学者選抜は大学全体

の会議体である入学試験合否判定資料作成委員会での原案作り、学科での原案の検討、更

に前述の合否判定資料作成委員会での審議、という緻密で透明性の高いブロセスを経て、

厳格に行われている。 

 学科会議においては毎年、学園内、指定校、カトリック系高等学校等からの推薦入学審

査における応募状況、審査状況、入学状況などをレビューしつつ、次年度以降の各種推薦

入学者の定員の割り振りなどを検討している。同時に本学一般入試、全学統一入試（セン

ター併用試験型）とセンター利用入試（前期 3 教科型、前期５教科型、後期）の定員の割

り振りなどを検討し、入学定員をきちんと確保する努力を恒常的に行っている。 

 

2. 点検・評価 

 ①効果が上がっている事項 

入学者選抜において、設定した方針に沿っており、目標が達成されている。 

 

3. 将来に向けた発展方策 

 ①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

 学生募集および入学者選抜は、社会のニ一ズや学科独自の教育理念の策定に大きくかか

わっており、こうした要因の変化が見られた場合には、速やかに学生募集のあり方を再検

討することが求められる。学科会議において、定期的に学科の教育理念・目的を問い直す

ことを継続することで、学生募集および入学者選抜の内容を検討するプロセスを発動する。 

 上述のような優秀な留学生の確保を増やすためにも、Web での広報活動にも力を入れるよ

うにする。 

 

以上
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2013 年度外国語学部自己点検・評価報告書 

 

外国語学部自己点検・評価委員会 

 

≪理念・目的≫ 

１．現状の説明 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

 外国語学部は、「外国語の運用能力を身につけ、それに加えてその外国語の学問的研究、

および、その言語が話される国や地域の文化と国際関係について、基本的知識と学問的訓

練とを身につけた広い視野の人物の育成をすること（根拠資料 本学 Web ページ）」を学部

の基本理念とし、「英米学科、スペイン・ラテンアメリカ学科、フランス学科、ドイツ学科、

アジア学科という 5学科を備え、各学科の専攻言語の習熟とともにそれらの言語が使われ

ている地域についての体系的で包括的な知識を有し、今日のグローバルな社会において活

躍できる人材の養成」をその目的と定め（根拠資料 「南山大学の目的に関する規程」）、

言語の修得と地域研究の双方を重視したカリキュラムに基づく教育を展開している。 

 学部・学科の理念・目的の適切性についての定期的な検証は、学部長、学科長、評議員

から成る「外国語学部自己点検・評価委員会」が、3つのポリシー（「アドミッション・ポ

リシー」、「カリキュラム・ポリシー」、「ディプロマ・ポリシー」）を踏まえて行っている。

また入学時のオリエンテーション等のガイダンスや 5月に行う学部長表彰式における各学

科の成績優秀者からの意見聴取の際にも教育理念・目的について再確認しており、良い検

証の機会となっている。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

2012 年度にスタートした「南山大学国際化推進事業（第 2期）」「双方向的循環型海外実

習を軸とする発信型国際交流の多角的展開」は、学部の教育理念の実現に向けて全学科で

海外短期研修を行った。同じく 2012 年度にスタートしたスペイン・ラテンアメリカ学科の

サラマンカ大学からの学生招聘も発信型国際交流の多角的展開に寄与した。「キャリアデ

ザイン」（学部共通科目）と「国際社会で活躍するキャリアを考える特別プログラム」も

継続し、学部理念を踏まえた上での学生の就職に対する意識を高めることができた。 

 2013 年度は、「国際化推進事業」、「キャリアデザイン」、「国際社会で活躍するキャリ

アを考える特別プログラム」に加えて、シンポジウム、語劇、講演会、暗唱・弁論大会、

スピーチコンテスト、フレンチポップコンクール等の学部創設 50 周年記念事業を展開し、

年間を通して学部の教育理念実現のための活動を継続した。本学部生の高い留学率ならび

に外国語検定試験、各種コンテストでの上位の成績は、これらの活動の成果の一部である

と考えられる。また、学部創設 50 周年事業のシンポジウム「日本で暮らす外国とつながる

子どもたち-教育現場で求められていること-」では、従来とは異なる国際化の視点を提示

することができた。これらの活動を通して、これまで検討段階で留まっていた「組織的な

学部広報」の面で一歩前進することができたと考えている。（根拠資料 外国語学部創設 50

周年記念 Web サイト） 
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②改善すべき事項 

昨年度に比べ、理念・目的の周知にかかわる組織的な学部広報は学部創設 50 周年記念事

業を通じてある程度行うことができたと考えるが、未だ十分とは言えない。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

「国際化推進事業」、「キャリアデザイン」、「国際社会で活躍するキャリアを考える特

別プログラム」については継続し、Web サイトを充実させ、引き続き外国語学部の特色を内

外に強くアピールしていくこととする。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 学部の教育の理念・目的の周知については、Web ページのより一層の活用はもとより、高

校訪問を組織的・計画的に行う等により、積極的な学部広報を行っていく。 

 

≪教員・教員組織≫ 

１．現状の説明 

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

を講じているか。 

 外国語学部のカリキュラムは、言語の修得と地域研究の双方を重視している。カリキュ

ラム実行のため、言語の専門家ならびに地域研究の諸分野の専門家が学部に所属し、それ

ぞれ外国語教育と地域研究の双方に携わっている。 

 学部長・各学科長・評議員から成る「外国語学部教員評価委員会」が「教員評価のため

の業績申告書」の提出を全教員に義務づけ、毎年、各教員の「研究」「教育」「大学運営」「社

会貢献」の 4項目について検証を行っている。加えて学部の FD 委員会が中心となって FD

について教員の意識の向上を目指している。学部ならびに各学科は、年度始めに FD 活動方

針・活動計画を策定し、年度末には活動報告をまとめている。（根拠資料 2012 年度外国語

学部 FD 活動報告、2013 年度外国語学部 FD 活動方針・活動計画） 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

2012 年度も学部、各学科ともに、全体としては活発な教育研究活動が行われ、大学運営

に対しても、質・量の両面で積極的な貢献が行われている。（根拠資料 『南山大学研究活

動報告 2012 年度』）また、人事については、「外国語学部教員評価規程」ならびに「外国語

学部教員評価実施要項」に基づき、外国語学部教員評価委員会が学部、学科のカリキュラ

ムならびにその教育理念を十分踏まえて、能力・資質について慎重に検討している。 

②改善すべき事項 

教員個人のレベルに視点を向けると、研究業績の面で著しい個人差が認められると同時

に、一部の教員に大学運営にかかわる仕事が集中する傾向が依然として続いている。 

 今年度は、新任用人事 2件、昇格人事 3件、再任用 2件、期間を定めない任用 2件、客

員教育職員任用 3件、留学 2件、研究休暇 2件の人事が成立したが、英米学科で定年退職

した教員の後任人事が不成立となる事例が 1件あった。学科の提案が教授会で承認されな
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かったものであるが、外国語学部教員評価委員会での結論と齟齬を来す結果となった。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

科研費等外部資金への応募を積極的に勧めるとともに、研究以外の仕事量の平均化、ス

リム化によって、引き続き各教員が十分研究時間を確保できる環境を整える。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 研究が活発ではない教員に対しては学部の自己点検・評価委員会が適宜発奮を促す。大

学運営に関して仕事が集中している教員については、授業負担や学部の仕事を軽減するな

どの配慮をして、研究時間の確保に努める。 

 英米学科の後任人事の問題については、外国語学部教員評価委員会での議論を更に慎重

かつ厳密にすることによって人事を成立させることとする。 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明 

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

証を行っているか。 

 学部の自己点検・評価委員会が、学部の 3つのポリシーの内容を踏まえて毎年自己点検・

評価の作業を行っている。学科科目については、各学科における教員の構成と学生の要望

に応じたカリキュラムの点検を行っている。学部共通科目についても、学部の自己点検・

評価委員会おいて継続的に改革について検討を重ねている。 

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

各学科とも、学部の基本理念を踏まえて、語学教育と地域研究の双方に重きを置く教育

内容を提供している。3・4年次の専門科目の履修に備え、1・2年次には集中的に語学訓練

科目を配置するカリキュラムを編成している。 

グローバル時代の国際化推進を目指す学部の目的の達成に向けて、学科、言語の垣根を

越えた教育内容を提供する科目として学部共通科目を設け、1・2年次用の基礎科目、3・4

年次用の専門科目を開講している。（根拠資料 「南山大学の目的に関する規程」）。また、

実体験に基づく異文化理解および発信力の育成のために全学科が海外実習の科目を設置し

ている。加えて、「国際社会で活躍するキャリアを考える特別プログラム」と学部共通基

礎科目の「キャリアデザイン」を提供することによって、将来のキャリア形成の面でも特

色ある学部教育を行っている。 

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

結びつけているか。 

 「学生による授業評価アンケート」の結果や学部長表彰式における成績優秀者からの意

見聴取によって検証を行い、学部、学科の教育内容・方法の改善に結びつけている。 

・教育目標に沿った成果が上がっているか。 

 「学生による授業評価アンケート」における外国語学部の授業評価は毎年高い評価を受

けており、2013 年度春学期では、項目 4〜18 の評定平均値が英米学科 4.57（4.48）、スペ

イン・ラテンアメリカ学科 4.36（4.38）、フランス学科 4.45（4.45）、ドイツ学科 4.52（4.40）、
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アジア学科 4.67（4.67）、学部共通科目 4.35（4.48）となっている。（括弧内は昨年度の評

価）多少の変動はあるものの、いずれも安定して高い評価を受けている。（根拠資料 「学

生による授業評価アンケート」（2013 年度春学期））。 

 2013 年度学部長表彰式における成績優秀者のコメントによっても、本学部における教育

に対する満足度が非常に高いことが確認できた。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

2010 年度からすべての学科が実施している海外実習は、外国語学部の魅力のひとつとし

て定着している。「海外事情実習・語学実習」は、「南山大学国際化推進事業（第 2期）」の

柱となっており、参加希望者も年々増加傾向である。（2013 年度の参加者は、「アメリカ

事情実習」25 名、「スペイン語実習」35 名、「フランス語実習」34 名、「ドイツ語実習」

25 名、「アジア言語実習」22 名であった。）2013 年度は、「スペイン語実習」、「フラン

ス語実習」、「アジア言語実習」が日本学生支援機構（JASSO）の留学生交流支援制度（シ

ョートビジット）に採択され、参加学生に奨学金が支給された。（各 20 名） 

海外実習の充実も含めた本学部の高い国際性は、高い留学率を見てみると一目瞭然であ

る。「内向き」といわれて留学する学生が減少している現在の日本の状況の中で、本学部は

継続して安定した高い留学率を維持している。（2013 年度の派遣留学は、全学で 93 名（交

換留学 58 名、推薦留学 11 名、認定留学 24 名）で、そのうち外国語学部生が 70 名を占め

（交換留学 51 名、推薦留学 1名、認定留学 18 名）、全体の派遣留学生に占める外国語学部

生の割合は約 75.3％となっている。（根拠資料 国際教育センター統計）。なお、この他に

も休学して留学している学生が相当数存在する。 

②改善すべき事項 

 昨年の報告書にも書いた留学と就職活動の両立についての問題は、依然として課題であ

る。経済状況がやや好転してきたとはいえ、就職活動のために卒業延期の道を選択する学

生が多い。また、帰国留学生に限らず、就職活動が長引くことによって卒業論文の作成に

支障が出ている学生が少なからずいる。この点についても組織的な対策を講じる必要があ

る。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

2014 年度は「南山大学国際化推進事業（第 2期）」の 終年度であり、海外実習を中心に

より一層、国際交流の魅力を学生に伝え、更に留学希望者を増やしていきたい。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 就職活動に対する支援については、2013 年度は十分対応することができなかった。キャ

リア支援室と連携するなどして、留学する学生に対して、留学前、留学中に就職活動に関

する有益な情報を提供するシステム作りを検討したい。卒業論文作成の支援については、

e-leaning 等を活用して、遠隔地で就職活動を行っている場合でも就職活動と卒業論文作成

が両立できるような方策を検討したい。 
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≪学生の受け入れ≫ 

１．現状の説明 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

 学部の自己点検・評価委員会が、アドミッション・ポリシーを踏まえて、一般入学試験

（一般入試、全学統一入試、センター利用入試）、推薦入学審査（学園内高等学校推薦、指

定校推薦、カトリック系高等学校等推薦）、およびそれ以外の入学枠（外国高等学校卒業者

等入学試験、外国人留学生入学審査、帰国生徒推薦入学審査など）の志願者数ならびに入

学者数の検証、学生募集、入学者選抜の方法の適切性についての検証を行い、次年度入試

における募集人数・合格者数を決定する際の参考としている。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

2009 年度〜2013 年度の過去 5年間の入学定員超過率の平均は、英米学科 1.05、スペイン・

ラテンアメリカ学科 1.07、フランス学科 1.05、ドイツ学科 1.10、アジア学科 1.07、学部

平均 1.06 となっており（根拠資料 2014 年度第 7回入学試験委員会資料）、年ごとに多少

の変動はあるものの、概ね安定した傾向が続いている。 

②改善すべき事項 

2013 年度入試は、本学部志願者総数（各種推薦入試等を除く）が 4,345 名で、前年比 12．

5％の志願者の増加であった。（一般入試 1,860 名、全学統一入試（センター併用型）1,297

名、センター利用入試（前期 3教科型）733 名、センター利用入試（前期 5教科型）296 名、

センター利用入試（後期）159 名 根拠資料 本学 Web ページ）しかしながら、2013 年 5

月 1日現在の 1年生の在籍者数は、ドイツ学科を除いて定員を満たしていない。（根拠資料 

本学 Web ページ）合否判定について、より慎重な対応が必要である。一方、2014 年度入試

の本学部志願者総数（各種推薦入試等を除く）は、3,958 名であった。（一般入試 1,739 名、

全学統一入試（センター併用型）1,114 名、センター利用入試（前期 3教科型）691 名、セ

ンター利用入試（前期 5教科型）326 名、センター利用入試（後期）88 名）全体で前年比 9％

の志願者の減少となっている。（根拠資料 本学 Web ページ）昨年は志願者数が増加したが、

今年度は再び減少に転じた。安定した志願者数の確保のための方策が必要である。 

推薦入試においては、依然として学園内推薦を中心に推薦枠が満たされない傾向がある。 

なお、在籍者数について慎重に検討を重ねた結果、スペイン・ラテンアメリカ学科とド

イツ学科に追加合格を出した。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

キャンパス統合に伴い、本学部も改組に向けた検討を重ねている。今後の少子化の進行

を見据えて、将来にわたって魅力溢れる学部、学科とすることで、安定的かつ確実に志願

者を増やしていく必要がある。今後も入試課等とも情報を共有しつつ、学部の自己点検・

評価委員会等において分析を行い、組織的な広報活動を含めた施策を継続していく。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 
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 2015 年度入試の合否判定では、定員を満たすように、より慎重にデータを分析して合否

案を作成することとする。推薦入試を含む志願者の減少に対しては、今後も Web での広報、

模擬授業等で、引き続き学部・学科の魅力を伝える努力をしていくこととする。 

 

以上
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2013 年度英米学科自己点検・評価報告書 

 

英米学科自己点検・評価委員会 

 

≪理念・目的≫ 

１．現状の説明 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

The Department of British & American Studies has as its mission providing our students 

with the highest possible quality education in the English language; in the histories, 

cultures, and societies of the English-speaking world; in international relations; 

and in the fields of linguistic science and language teaching. These objectives are 

clearly stated in the Diploma, Curriculum and Admissions Policies publicly posted 

on our department Web page and are subject to annual review. 

  

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

Both our Diploma and Admissions policies stress the importance of developing 

language skills for the purpose of fostering communicative competence in intellectual 

and academic forums. To this end, beginning in 2007 and continuing to the present 

we established our American Studies Practicum program. Participants in this program 

spend four weeks in the United States, two at Dickinson College in Pennsylvania and 

two in Washington D.C. and New York City. During this period the participants are 

provided the opportunity to challenge themselves and their linguistic abilities in 

academic and social situations not possible to recreate at Nanzan.  

As an extension of this program, this year in May our students hosted a group of 

16 students from Dickinson College during their three-week Japanese Studies Practicum. 

This occasion provided both groups an opportunity to engage in intellectual, academic 

and social interaction and exchange in which English was the primary means of 

communication. While this is not a regularly scheduled event, it represents a next 

step in encouraging our students to further challenge themselves. 

②改善すべき事項 

The department's “Three Policies” stress the importance of the development of 

effective language skills. Unfortunately, currently there is no mechanism in place 

to effectively measure the skills development of our students over the course of their 

matriculation. We therefore need to investigate the availability of such testing 

programs and then integrate such a regimen through which we can subsequently monitor 

the effectiveness of our language program. 
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３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

The American Studies Practicum grew in part out of recognition for the need to 

encourage among the students more use of English as the medium for intellectual and 

academic activities. The success of the program is an encouraging indication of 

student desire for such a challenge and suggests a need to increase opportunities 

for even more active use of English. We therefore need to consider such options as 

offering more and more department courses taught in English; opening such courses 

to participation by the foreign students at the Center for Japanese Studies; 

encouraging greater participation in already established study abroad programs; and 

considering the possibility of implementing some sort of study abroad requirement. 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

Over the course of the coming year we need to look closely at the availability of 

evaluation mechanisms, explore their suitability to our needs and the feasibility 

of implementation, and move towards adoption of a testing and evaluation program. 

 

≪教員・教員組織≫ 

１．現状の説明 

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

を講じているか。 

The department normally has a full complement of 23 members; 21 in tenure-track 

positions and 2 in limited-term positions. In the 2013 academic year we had 19 staff 

members: 10 professors, 5 associate professors, and 4 assistant professors. Due to 

retirements and resignations at the end of the 2012 academic year, four seats are 

currently vacant. 

Of the 19 members in the 2013 academic year, three are new members; one associate 

professor and two assistant professors. Two of these positions (the assistant 

professors) are limited term, two-year contract positions. In addition, two members 

(one professor and one associate professor) went on academic leave beginning in the 

fall semester. 

In the course of the year two of the vacant positions were successfully filled for 

the 2014 academic year. One position was filled by a specialist in communication 

studies to replace the member who resigned at the end of the 2012 academic year. The 

department decided to address the clear lack of a specialist in British studies by 

filling the second position with a specialist in British Imperial history. Further, 

during this academic year one member reached retirement age and was subsequently 

extended for three years. Finally, there are two positions that remain to be filled. 

Department members are expected to possess a very high level of English language 

skills in addition to profound knowledge in their individual fields of expertise. 

Presently we have experts in the fields of literature, cultural studies, history, 
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international relations, political science, economics, sociology, literature, 

cultural studies, linguistics, language education, and communications. It is further 

expected that each member is capable of teaching his or her field in English and that 

each is willing and able to contribute to the department’s language teaching program.  

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

Records for the 2013 academic year at this point are incomplete. However, to date 

members have reported publication of three books, two book chapters, five papers in 

refereed journals, and five in university journals. In addition, at least 16 

presentations at national and international conferences have been reported. One 

member reports the publication of a book review, another publication of two 

encyclopedia articles, and a third the inclusion of a previously published article 

in an annual series. 

②改善すべき事項 

There is, of course, a great deal of personal difference in publication output. 

However, generally speaking more needs to be done to encourage the membership to be 

academically productive, in particular to publish in refereed forums, and to create 

an environment that facilitates such productivity.  

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

It is necessary for the department to work towards improving the atmosphere that 

encourages greater academic output and developing a system that finds a proper balance 

among educational and administrative responsibilities that will facilitate greater 

academic output on the part of the membership. 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

Currently the teaching and administrative load for department members is rather heavy. 

It is therefore necessary to ensure that such responsibilities are evenly distributed 

so that all members will have sufficient time to pursue research. As we revisit 

curricular issues we also need to maximize use of permanent staff members in such 

a way as to create more time for research. 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明 

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

証を行っているか。 

The department's educational objectives and goals for graduation are outlined in 

the 3 policies as published on our department Web site. These aims and objectives 

are subject to periodic review at department meetings. Content of such departmental 
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required courses as Writing in English I~IV, Communication in English I~II and Reading 

in English III~IV are coordinated and subject to annual review by the teachers assigned 

to teach them. In addition we have established a working group to consider curriculum 

revision and reform. 

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

The department's curriculum offers a wide variety of courses in the various fields 

of expertise covered by our members. Our members contribute to the university-wide 

and faculty-wide program by offering courses of an introductory and general nature 

in areas of theoretical linguistics, cultural and literary studies, and the social 

sciences. Further, our members contribute a large number of the courses taught in 

English for the International Education Program (国際科目群).  

The main focus of our educational activities is with the department program. Our 

staff offers students courses in various academic disciplines at both the general 

and introductory levels and at specialized levels. The first two years of the program 

concentrate on developing language skills and deepening the students’ linguistic 

sophistication for pursing academic studies in English. In the third and fourth years 

the focus of the curriculum then shifts to explorations of the various disciplines 

we cover.  

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

結びつけているか。 

This year the department established a working group charged with discussing the 

current curriculum and suggesting possible directions for revision and improvement. 

・教育目標に沿った成果が上がっているか。 

Information gleaned from the semiannual student course evaluations seems to indicate 

an overall satisfaction with the content of the current course offerings. 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

The American Studies Practicum attracted 25 participants this year. In addition, 

during the 2013 school year 67 students went abroad to study. Of these, 28 went as 

exchange students, 1 participated in a university-recognized program and 38 took a 

leave of absence to participate in privately arranged programs. Compared to the 

previous year this marks an increase of 14. 

②改善すべき事項 

Fewer students took advantage of the exchange programs offered by the university, 

while the number of students participating in self-arranged programs increased 

dramatically. We need to look into the reasons for this shift. 
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３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

Study abroad should be a mainstay of our department’s program. As one of its topics, 

the department's curriculum working group is considering the feasibility of making 

some sort of study abroad a requirement for the program. While it may not be possible 

to make study abroad an absolute requirement, the working group is looking into what 

may be feasible options and/or alternatives. 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

Insofar as the American Studies Practicum is becoming a central piece of the 

curriculum, we need to get all department members more actively involved. This should 

not remain a project of just a certain few. 

In addition, we need to look every year at how our departmental program, particular 

in the first two years, can more effectively encourage and prepare students to 

participate in the various study-abroad options. 

 

≪学生の受け入れ≫ 

１．現状の説明 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

As stated in the Admissions policy published on our home page, as a department we 

are seeking students with a firm foundation in the English and Japanese languages 

who also have strong interest in the histories and cultures of the English speaking 

world. We make these interests clear our advertising and during such public relations 

events as Open Campus and high school visitations. Further, particularly in the case 

of recommended candidates and candidates for the several special entrance 

examinations strong weight is given the results of the various English tests, 

English-based interviews, and academic interests expressed in the interviews.  

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

There were 1790 applicants for the 2014 entrance examination, which is a 305 decrease 

from the 2013 examination. Nevertheless this is an increase of 139 over 2012. There 

were, as well, 63 students accepted through the various recommendation systems. 

Seventeen students were recommended by designated high schools, two from Nanzan 

Kokusai, five from Seirei, four from Nanzan Boys’ and three from Nanzan Girls’. 

There were, in addition, 26 applicants for the Catholic high school special 

examination, 22 of whom were accepted. 

This year there were nine recommended students from Nanzan Junior College division 

and three from designated junior colleges. 
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②改善すべき事項 

Again this year there were fewer recommended students from Nanzan Girls’ High 

School and Nanzan Boys’ High School than our allotted quota. We need to reevaluate 

the department's position regarding these schools. 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

There was a marked increase this year in the number of recommended students from 

designated high schools. The department should chart the progress of the students 

coming from these schools and, to the extent that they are sending students of high 

quality, the relationship with these schools should be further nurtured. 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

The numbers of students being recommended from Nanzan Boys’ and Nanzan Girls’ 

Schools has long been in decline. Conversely, Seirei and Nanzan Kokusai have 

continually recommended good students. The department should consider adjusting the 

allotment of internal recommendations to better suit the mutual benefit of our 

department and these Nanzan schools. 

 

以上 
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2013 年度スペイン・ラテンアメリカ学科自己点検・評価報告書 

 

スペイン・ラテンアメリカ学科自己点検・評価委員会 

 

≪理念・目的≫ 

１．現状の説明 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

南山大学 Web ページや『大学案内誌』等に掲げた 3つのポリシー（「ディプロマ・ポリシ

ー」「カリキュラム・ポリシー」「アドミッション・ポリシー」）において、学科の理念・目

的を周知している。それらの適切性については、毎年度初頭に学科会議で確認を行ってい

るほか、外国語学部内に設置された自己点検・評価委員会においても定期的に検証してい

る。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

入学後 4年間で学生が学ぶべき事柄をまとめた学科特製冊子『Un, dos, tres al español』

（約 110 頁）を作成・改訂して新入生全員に毎年配付し、ガイダンスを実施して理念・目

的の周知徹底を行っている。「異文化への理解を深め、広い視野を持って文化の多様性を尊

重する態度を学び、国際社会に貢献できるような教養を身につけた人を養成する」という

教育理念については、日々の授業やサラマンカ大学でのスペイン語実習、国際化推進事業

による同大からの学生招聘等の活動を通じ具現化されている。また、学科の Web ページや

オープンキャンパスでの学科説明会などを通じ、外部に向けた発信にも積極的に取り組ん

でいる。 

②改善すべき事項 

学科の教育理念に基づき、国際社会に貢献できる人材の養成を目標としながらも、学科

で学んだことが直接活かされるような職に直ちに就ける卒業生は必ずしも多くない。将来

を見据え、学科でどう学ぶかということへの学生たちの関心を一層高めるとともに、学科

としてより幅広い進路・就職先についての情報提供を行っていくことが必要であろう。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

2014 年度においても、双方向型の国際交流を目指し、サラマンカ大学から学生を招聘

する予定である。個別の交流協定についても、メキシコ・チリ・ペルーなどラテンアメリ

カ諸国の大学との関係強化を図っていく。国際交流の更なる推進を通じ、学科の理念・目

的の深化につなげていきたいと考えている。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 「世界で活躍する卒業生シリーズ」による講演会や外交講座等を通じ、学生たちが国際

社会に貢献するためのより具体的な方法について学ぶ機会を、これまで以上に増やしてい
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きたい。 

 

≪教員・教員組織≫ 

１．現状の説明 

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

を講じているか。 

教員に求める能力・資質等については、過去の公募要領や、学科の将来展望における人

事関連文書において、明確かつ詳細に示されている。教員の資質の向上を図るための方策

としては、専任教員の専門分野以外の研究者・専門家を招聘しての講演会開催のほか、非

常勤講師を含む語学担当教員間の日常的連携（教材の検討・授業内容の報告・新たな教授

法に関する情報共有等）に力を入れている。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

2013 年度の人事関連の成果としては、2014 年 4 月からの再任用、留学、教授昇格がそれ

ぞれ承認されたことが挙げられる（計 3件）。学科主催・共催企画としては、シンポジウム

1回、講演会 5回、外交講座 1回、FD 活動を兼ねた体感型授業実践１回の計 8件を実施し

た。教員による研究活動も活発に行われ、外部資金については 2名が研究代表者として、1

名が研究分担者（2件）として科学研究費補助金の助成を受けたほか、日本学術振興会の

招聘プログラムにより、ペルーから第三種客員教育職員を短期で受け入れることができた。 

②改善すべき事項 

専任教員 9名で学科運営を円滑に行うには、教員間のいっそうの協力・連携が不可欠で

ある。学内行政等における負担にも配慮しつつ、より均等かつ公平な学科内業務分担を実

現していく必要がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

外部資金の獲得をはじめ、より積極的な研究活動を展開できるよう促すとともに、学科

主催講演会についても、更に充実した内容となるよう企画・運営を進めていく。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 学科運営上の分担を明確にし、学科会議や学科内メイリングリストにおける日常的な連

絡・報告の励行を通じ、協力体制を強化していきたい。 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明 

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

証を行っているか。 

 教育目標・学位授与方針については 3つのポリシーに、また教育課程の編成・実施方
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針については前出の学科特製冊子『Un, dos, tres al español』に半期ごとの学習概要を

明示し勉学の便宜をはかっている。教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施

方針の適切性については、「学生による授業評価アンケート」の結果等も参考にしつつ、時

間割編成時や上記冊子編集時等を機に学科会議で検証している。 

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

スペイン・ラテンアメリカ学科では、基礎的な内容からより高度な内容へとスムーズに

移行できるような段階的カリキュラムが組まれている。具体的には、広い教養を身につけ

る「共通教育科目」、専門地域について高度な地域研究を行う「学科科目」、専門地域の枠

を超えて人文科学・社会科学に関する知識を身につける「学部共通科目」から構成される

が、2013 年度からは専門科目の一部において 2年次生の履修も認め、より早い段階で専門

的知識に触れられるようカリキュラムの改編を行った。 

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

結びつけているか。 

語学については、学年ごとの学習内容の均質化を図るとともに、定期試験の設問に実力

問題を組み込んだり、科目ごとの統一試験を実施するなどして、すべての学生の客観的な

語学力を把握し、教育成果の定期的な検証を行っている。その結果に基づき、学科の語学

教育コーディネーターを中心に授業の難易度を調整し、教授法等にも改善を加えている。 

・教育目標に沿った成果が上がっているか。 

『「学生による授業評価」のまとめ』によると、学科が開講主体となっている科目の全体

的な満足度は平均して高水準（項目 4～18 の評定平均値が春学期 4.36／秋学期 4.53）にあ

り、学生からの一定の評価を得ていると判断できる。スペイン語実習も順調に遂行された

上、留学先についても、スペイン・メキシコ・チリ・アルゼンチン・ペルー・アメリカ合

衆国・カナダなど、学生の関心に一層の拡がりが見られた。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

近年、卒業後の就職先で、即戦力としてスペイン語圏へ派遣される学科卒業生が目立つ

ようになってきた。2013 年度は、スペイン語運用能力の高い学生を求める大手企業から、

大学推薦の依頼があった。学科の教育内容および教育成果が社会からも認められているこ

との表れであると言える。更に、これまでに引き続き今年度もまた、卒業生（大学院進学

者）がメキシコへの国費留学を果たしている。 

②改善すべき事項 

導入 2年目となった TA による学習支援だが、昨年度に比べ利用者が少なかった。定期試

験で必修語学科目が不合格となった学生には、今後いっそう積極的にその活用を働きかけ

ていく必要があろう。また、学科全体のカリキュラムについては、専門科目間の有機的つ

ながりという点で更なる検討が望まれる。 
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３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

海外の交流協定締結先を増やして派遣留学をますます奨励するとともに、検定試験の受

験や弁論大会など各種コンクールへの参加等についても引き続き支援を行っていく。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

TA による学習支援については、教員が必要とみなした場合は、これまで以上に学生に

強く勧めるなどして積極的な利用を促したい。また、学科カリキュラムの改善については、

開講科目のバランスに配慮しつつ、学科会議において引き続き検討を進めていく。 

 

≪学生の受け入れ≫ 

１．現状の説明 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

 学科のアドミッション・ポリシーにしたがい、入試による公正な手続きを通じ、学生募

集および入学者選抜は行われている。入試種別ごとに選抜基準を学科で協議のうえ決定し、

学内の合否判定会議を経て適正に学生の受け入れを実施している。学生の受け入れ方針に

ついては毎年定期的に学科および学部で協議・検証を行ったうえで、指定校の選定や募集

人員の配分などを確定している。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

在学生が帰郷する際、母校を訪問するなどして積極的に学科の紹介をしてくれている。

南山大学の知名度が低い遠方地域においてはとりわけ、そうした場合の広報的成果は高ま

る。2013 年 11 月に実施された推薦入試で北海道からやってきた受験生もまた、大学生活

についての先輩からの情報が受験の決め手になったとのことであった。 

②改善すべき事項 

学園内および指定校推薦については、志願者 0名の続く高校がある。意欲的な受験生の

獲得に向け、今後も高校側と協議・連携を深めていく必要がある。また、一般入試・セン

ター利用入試については、受験者数を増やすための方策を引き続き検討しなければならな

い。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

在学生の満足度を上げることこそ、もっとも大きな広報成果につながる。出身校訪問時に

学生たちが自信を持って学科の魅力を語れるよう、今後も様々な取り組みを行っていきたい。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

受験生の心に響く、より効果的な働きかけができるよう、模擬授業や入試広報活動を通

じ、学科の特色や魅力をいっそう強くアピールしていきたい。 

以上 
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2013 年度フランス学科自己点検・評価報告書 

 

フランス学科自己点検・評価委員会 

 

≪理念・目的≫ 

１．現状の説明 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

 フランス学科では外国語学部の 3つのポリシーとは別に学科独自の 3つのポリシーを定

めている。そこでは、グローバル社会で活躍するために十分なフランス語運用能力を持ち、

フランス語圏地域の文化や社会について深い理解を備えた、真に国際的な人材を育成する

という教育理念が示されている。3つのポリシーの適切性については学科会議で毎年検証を

行っている。更に学部レベルにおいても、学部長・学科長・評議員からなる「外国語学部

自己点検・評価委員会」において毎年学部・学科のポリシーの適切性について検証を行っ

ている。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

大学の公式 Web ページとは別に、学科独自の Web ページを運営しているが、今年度はそ

れを全面的にリニューアルした。そこには学科や教員の紹介、留学、さまざまな文化活動、

フランス語学習の手引きなどが置かれている。 

②改善すべき事項 

学科の理念・目的については、今のところ基本的に改善の必要はないと考えている。し

かし広報の面において、理念・目的が学生や受験生に対して十分に伝わっているかどうか、

また他の大学との差別化に成功しているかどうかは検討の余地がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

学科の Web ページについては、全体にまだ情報量が少ないので、今後更に情報を追加し

ていく。特に留学情報については、学生からの多様な質問に対処できるように充実させる

必要がある。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

学生や受験生に対して学科の理念・目的を更にわかりやすく伝えるべく、Web ページを

改善する。またそれを実現するためのカリキュラムについても改善の余地がないか検討す

る。 

 

≪教員・教員組織≫ 

１．現状の説明 

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

を講じているか。 

フランス学科ではフランス語教育とフランス語圏地域研究を教育の二本の柱にしており、
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教員の構成もそのバランスに配慮したものになっている。2012 年度末にフランス語学を専

門とする教員 1 名が退職したが、その後任として今年度春よりフランス語学・フランス語

教育を専門とする新任教員 1名が着任した。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

フランス学科は 2013 年には退職教員の後任として 1名の優秀な若手の新任教員を迎えた。

2012 年秋に着任した客員教授 1 名も引き続き教鞭をとっている。これによって授業の内容

もよりバラエティに富み、学生の指導に幅広く対応できるようになった。外部資金につい

ては、2013 年度は 2 名が文科省の科学研究費を研究代表者として獲得しており、教員によ

る研究活動は活発に行われていると言える。 

②改善すべき事項 

教員の教育や大学運営における負担は年々増加する傾向にあるが、2013 年度は教員 1 名

が研究休暇から復帰したため、十分に余裕ある体制で学科運営にあたることができた。と

はいえ 2014 年度は教員 1名がふたたび研究休暇を取得するため、他の教員間で負担を適切

に分担するよう配慮する必要がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

2012 年度～13 年度に計 3名の教員の入れ替わりがあり、教員の世代交代がひととおり進

んだので、近いうちに学科カリキュラムの改正を行いたいと考えている。科学研究費等の

外部資金の獲得についても、学科として引き続き積極的に奨励してゆく。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

留学・研究休暇制度は学科教員が充実した研究を行ううえで非常に重要であるので、学

科としてはこれらの制度を今後も積極的に推進するとともに、大学全体でそれを支えるよ

うな体制を作るよう協議を続けてゆく。 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明 

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

証を行っているか。 

 フランス学科の教育目標ならびに学位授与方針は、学科の 3 つのポリシーに表明されて

いる。それらの適切性については毎年学科会議で検討を行っており、その際には学期ごと

の「学生による授業評価アンケート」の結果も参考にしている。 

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

フランス学科のカリキュラムは、広い教養を学ぶ「共通教育科目」、専門地域について学

習する「学科科目」、人文・社会科学の一般知識を学ぶ「学部共通科目」から構成され、基

礎的な内容から専門的な内容へと進む段階的なカリキュラム編成となっている。 

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

結びつけているか。 
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 語学教育に関しては、「欧州共通語学能力基準」に準拠した TCF 試験、ならびにフランス

語教育振興協会主催の実用フランス語技能検定試験の集団受験を実施し、学生の学習レベ

ルの把握につとめている。 

・教育目標に沿った成果が上がっているか。 

授業に関しては、フランス学科の学科科目の満足度は高水準にあり、学生から一定の評

価を得ていると考えられる。「学生による授業評価アンケート」2013 年度春学期によれば、

フランス学科科目の項目 4〜18 の評定平均値が 4.45 となっており、高い評価を受けている

ことが分かる（根拠資料 「学生による授業評価」のまとめ（2013 年度春学期））。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

「フランス語実習」については学生の評判もよく、2013 年度の参加希望者は学年のほぼ

全員にあたる 39 名にのぼり、春学期の成績により 34 名を選抜した。また、2013 年度のフ

ランス語実習は日本学生支援機構（JASSO）の 2013 年度留学生交流支援制度事業（短期派

遣）プログラムによる奨学金を受けた。 

留学については、2012 年度の派遣留学生は 2 年次生 7 名、3 年次生 13 名の計 20 名にの

ぼった。これは例年に比べてやや高い数字である。また、これは正規の派遣留学の数字で

あり、この他に休学して留学する学生も少なくない。フランス語実習を開始して以来、留

学生数の増加と留学の早期化が確実に認められる。 

フランス語実習の 後におこなわれた TCF 受験（2014 年 3 月）の結果はまだ出ていない

が、前年度（2013 年 3 月）の結果は、受験者 34 名のうち 17 名が A2 を、17 名が B1 を取得

した（根拠資料 TCF 試験結果）。これはフランス語学習歴 1 年の段階としては満足すべき

結果であり、フランス語実習の効果の表れと考えられる。 

学生の課外活動については、ここ数年活発な状態が続いている。2013 年度は 1 名の学生

が京都外国語大学の主催する全日本学生フランス語弁論大会で二位に入賞した。また初め

ての試みとして、アリアンスフランセーズ愛知フランス協会と共催で「フレンチポップコ

ンクール」を開催し、フランス学科生が優勝した。また昨年に引き続き学生有志によるフ

ランス語劇が企画され、ラビッシュ『ペリションの旅』上演が行われた。また、上記のフ

レンチポップコンクールとフランス語劇上演は「外国語学部創設 50 周年記念行事」の一環

として行われた。 

②改善すべき事項 

共通教育科目については、数年前より学部レベルでカリキュラム改正の必要が指摘され

ているが、計画は進展しておらず、改正は緊急の課題といえる。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

「フランス語実習」については、2013年度に引き続き2014年度も日本学生支援機構（JASSO）

の留学生交流支援制度事業（短期派遣）プログラムによる奨学金を受けることが決定して

いる。また、2014 年度も「南山大学国際化推進事業」の一環として交流活動を実践する。

なお、また、学生の各種コンクールへの参加やフランス語劇の上演、フレンチポップコン
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クールについても支援を続ける。派遣留学の奨励、ならびに各種検定試験の集団受験につ

いても継続する。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

上記のように学部共通科目の改正が企画されているが、それと同時期に、学科科目のカ

リキュラムについても改正を行いたいと考えている。 

 

≪学生の受け入れ≫ 

１．現状の説明 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

フランス学科では学生募集および入学者選抜は学科の 3 つのポリシーに従い正式な手続

きのもとに行われている。一般入試においても推薦入試においても、学科は選抜の基準を

明らかにしたうえで受け入れ案を作成し、更に学部教授会において審議が行われる。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

フランス学科の合格偏差値についてはここ数年安定しており、英米学科、スペイン・ラ

テンアメリカ学科に次ぐ高さを維持している。とはいえ、次に述べるように入学志願者が

漸減傾向にあることには注意する必要がある。 

②改善すべき事項 

2014 年度の 11 月試験の志願者は 13 名であり（2013 年度は 19 名）、前年度よりやや減少

した（根拠資料 「2014 年度入学手続日計表」）。2014 年度の一般入試志願者は 222 名であ

り（2013 年度は 263 名）、こちらも前年度に比べやや減少した（根拠資料 「2014 年度入

学志願者数」）。また、学園内推薦のうち南山高等学校（男子部・女子部）については、2012

年度入試より被推薦者資格を見直したにもかかわらず依然として志願者が少ない状態が続

いており、2年連続して志願者がゼロであった。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

フランス学科が今後も優秀な受験生を集めるためには、カリキュラムを改革して更に魅

力的なものにすることが必要であろう。また、広報活動を更に活発にしてさまざまなイベ

ントを紹介することも必要である。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

志願者数については、今後も少子化の進行にともない、更に減少するおそれがある。そ

れゆえ入試広報に一層努力するとともに、カリキュラムの見直しが必要であろう。また、

南山高等学校（男子部・女子部）からの志願者が減少している件については、引き続き該

当高校との連携をはかりつつ志願者確保のための協議を続けてゆく。 

 

以上 
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2013 年度ドイツ学科自己点検・評価報告書 

 

ドイツ学科自己点検・評価委員会 

 

≪理念・目的≫ 

１．現状の説明 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

 学科の理念・目的については、「ディプロマ・ポリシー」「カリキュラム・ポリシー」「ア

ドミッション・ポリシー」の 3つのポリシーを定め、南山大学 Web サイトを通して社会へ、

またとりわけ受験生に対しては入試要項別冊子に掲載して、周知を図っている（根拠資料  

南山大学 Web ページ(外国語学部ドイツ学科)http://www.nanzan-u.ac.jp/Dept/fg/ 

policy.html）。 

 3 つのポリシーの妥当性、またそれらが適切に実現されているかどうかについては、学

科会議で毎年検証を行っている。また学部レベルでは、学部長・学科長・評議員によって

構成される「外国語学部自己点検・評価委員会」において各学科のポリシーの適切性や、

学部ポリシーとの整合性について検証している。 

 

２．点検・評価 

 ①効果が上がっている事項 

 学科では、ドイツ語の高い運用能力を身につけ、ドイツ語圏の社会・文化に関する多面

的な知識を修得し、その両者に基づいて異文化理解を深め、文化の多様性を尊重する態度

をもった国際人を養成することを、教育理念に掲げている（「ディプロマ・ポリシー」）。 

これを実現するために 2008 年度に設けた「ドイツ語実習」も今年で 6年目を迎える。今年

度は円安など為替の影響により、学生の応募数は昨年度には及ばなかったが、定員 25 名の

枠を満たし、円滑に実習のための手続きを進めることができた。 

 ②改善すべき事項 

 本年度は、国際化推進事業の一環として、デュッセルドルフのハインリッヒ・ハイネ大

学ドイツ学科の学生 2名の招聘を予定していた。しかし、そのうちドイツ人学生 1名につ

いては、本学科での「招聘学生の受け入れに関する運用細則」の作成が遅れたため、来日

を見合わせることとなった。またもう 1名については、ハインリッヒ・ハイネ大学日本学

科の正規学生ではあったが、招聘手続きを進める過程で、国籍が日本人であることが判明

した。日本人学生の招聘が国際化推進事業の趣旨に十分に沿うものか検討した結果、残念

ながら本学科ではこの学生の招聘を見送るという結論に至った。以上の経緯により、本年

度は学生の招聘を実現することができなかった。 

 

３．将来に向けた発展方策 

 ①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

 「ドイツ語実習」ではデュッセルドルフの語学機関における語学研修とともに、現地の

ハインリッヒ・ハイネ大学日本学科との交流活動を行っている。こうした双方向的な交流
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活動について、招聘学生の受け入れを充実させていくことで、今後も継続して取り組む。 

 ②上記 2.②の改善すべき事項について 

 2014 年度は、招聘学生 2名の受け入れを実現させるよう努めたい。  

 

≪教員・教員組織≫ 

１．現状の説明 

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

を講じているか。 

 教員に求められる能力・資質に関する学科独自の基準は作成していない。しかし、外国

語学部教員として、外国語教育と地域研究に携わる必要があることから、そのための能力・

資質を有することを、学科所属全教員が共通認識としている。 

 教員の教育面での資質の向上を図るための方策としては、基礎ドイツ語科目を担当する

教員が、非常勤講師をも招いて、ほぼ毎週、授業の内容や進め方などについて話し合う機

会をもち、教育の質の向上と維持に努めた。また教員各人が各種 FD 活動・講演会に参加し、

その知見を学科所属教員にフィードバックさせた。教員の研究面での資質の向上に関して

は、研究成果を上げるために有効と考えられる研究休暇を 1名が春学期の半年間取り、ま

た 1名が秋学期から 1年間の予定で留学した。教員の研究活動、教育活動については、大

学に提出する「研究活動報告」のほかに外国語学部に提出する「業績申告書」に基づき、

学科長が委員を務める外国語学部教員評価委員会において検証されている。また学科単位

では「学生による授業評価」結果を参照し、教育活動の検証の一助としている。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

ほぼ毎週開かれる基礎ドイツ語科目の検討会は、授業内容や学生の理解度について教員

に共通の認識をもたせることができ、非常に有用である。また、各種 FD 活動への参加を通

して、授業の進め方、問題点などの認識を新たにし、授業改善につなげることができた。 

②改善すべき事項 

FD 活動のための学科独自の取り組みに欠けた。 

数年来、大学・学部・学科運営において一部の教員に仕事が集中し、研究活動が圧迫さ

れる状況が指摘されてきたが、改善されなかった。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

上記の取り組みが維持・発展できるよう、会合場所の提供、人員補助、あるいは情報提

供など、環境整備に努める。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 学科 FD 研究会を立ち上げ、教育・研究一般に対する不断の研究・検証の場を設ける。 

 大学・学部・学科運営上の各種任務については、来年度は、留学教員が帰国し、また新

任用の教員 1名が着任することから、改善が期待できる。しかしこの問題は学科内だけで
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は解決できない面があるため、学部レベルでの協議をとおして解決をめざす。 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明 

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

証を行っているか。 

 学科の教育目標、学位授与方針、およびに教育課程の編成・実施方針に関しては、上述

の 3つのポリシーにおいて表明されているが、これら 3つのポリシーが適切であるかどう

か、またそれらが適切に実現されているかどうかについて学科会議で検討を行っている。 

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

 学科のカリキュラムは、カリキュラム・ポリシーに基づき、1・2年次では教養教育とド

イツ語教育に重点を置き、3・4年次では専門教育に重点を置いて、前者から後者へとスム

ーズに移行できるように工夫している。このカリキュラムのもとでの教育内容の適切性に関

しては、毎年、次年度の時間割編成時に検討している。2013 年度は、新たに教員 1名が着

任し、教育課程の方針に沿うかたちで学科専門科目に内容的多様性を付加することができた。 

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

結びつけているか。 

 ドイツ語教育に関しては、ゲーテ・インスティトゥートのドイツ語能力検定試験への集

団受験を行い、本学科の学生がどのレベルに達しているかを客観的に把握するよう努めた。 

・教育目標に沿った成果が上がっているか。 

 学科開講の授業に関しては、「『学生による授業評価』のまとめ」によるならば、教員の

授業運営や授業全体に関する 15 の設問項目の 5段階評価の平均値が、2012 年度秋学期は

4.47、2013 年度春学期は 4.52、また全体満足度を問う設問の平均値が、2012 年度秋学期

は 4.50、2013 年度春学期は 4.47 であり、総じて学生から高い評価を得ていると判断でき

る。（根拠資料 「『学生による授業評価』のまとめ」の集計資料） 

 

２．点検・評価 

 ①効果が上がっている事項 

 2013 年度、「ドイツ語実習」は 6年目を迎え、提携機関である IIK（「社団法人国際コミ

ュニケーション研究所」）との交流も深まり、事業として安定した段階に入った。学生は、

実習先の現地で調査する社会・文化事情の事前調査に係る半年にわたる事前授業への取り

組みにも積極的で、本実習はドイツ語・ドイツ事情の勉学の動機づけにもなっている。 

学内で実施したゲーテ・インスティトゥートによるヨーロッパ統一基準に基づくドイツ語

能力検定試験において、本学科の受験者の多くが良好な結果を示した。この試験は、4つ

のモジュール（リーディング、リスニング、ライティング、コミュニケーション）から構

成されるが、A2 レベルで受験者 29 名中 14 名、B1 レベルで 30 名中 11 名が合格し、その他

19 名の B1 受験者もいずれかのモジュールには合格しており、本学科生の到達度レベルの

高いことが示された。また DAAD（ドイツ学術交流会）への奨学金応募も学科で積極的にサ

ポートした結果、2名の奨学金受給者に選ばれた。 
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 ドイツ総領事館や DAAD 等の協力のもとで全国の高校・大学生を対象に例年開催している

「ドイツ語弁論大会」「ドイツ語暗誦大会」では、ともに本学科生が好成績をおさめた。「第

32 回ゲーテの詩朗読コンテスト」では本学科学生が優勝した。学生の勉学への動機づけに

もなるこうしたコンテストへの参加は、これからも積極的に支援していきたい。 

 ②改善すべき事項 

 上記の様々な取り組みは、教員による学生への授業外のサポートの占める割合が高い。

成果の反面、教員の負担はますます高いものになっている。教育成果を出すためにも、教

員の側に、余裕ある体制が構築される必要がある。 

 また、現在本学科では、ドイツ語教育のあり方や具体的な方法について適宜意見交換を

おこなっているものの、本学以外の取り組み、具体的には国内および国外の他の大学でど

のようなドイツ語教育が行われているかを知る機会が比較的乏しく、他の教育機関の実践

を参照することで、より知見を広げることが求められる。 

 

≪学生の受け入れ≫ 

１．現状の説明 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

 学生募集および入学者選抜は、アドミッション・ポリシーに基づき、大学が定める手続

きに則って実施されている。一般入試においても推薦入試においても、選考基準を学科で

協議し、大学の合否判定委員会に諮った上で、入試委員会、教授会の承認を得ている。 

 

２．点検・評価 

 ①効果が上がっている事項 

 本年度、入学定員超過率に大きな問題はなかった。志願者数は、2014 年度は昨年度に比

べ微増し（後述）、指定校推薦などの推薦入試に関しては数年来比較的安定している。 

 ②改善すべき事項 

 ドイツ学科の志願者数は上述のとおり、2014 年度、昨年度とほぼ同じであった。昨年度

148 名であった全国統一入試が 149 名とほぼ同数であり、一般入試では昨年度 158 名の志

願者が、2014 年度は 164 名であった。総体的な傾向としては、依然志願者数は他学科に比

して低い水準を示しており、原因の解明と今後の対策を考えていくことが必要である。 

 

３．将来に向けた発展方策 

 ①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

 指定校推薦などの推薦入試は志願者数が安定しているが、今後もそれが維持できるよう

に指定校との信頼関係を維持する一方、新たな指定校の発掘を行う。 

 ②上記 2.②の改善すべき事項について 

 一般入試の志願者数の減少がとりわけ本学科固有の原因に根ざすものであるなら、広報

活動の見直しなど、早急に改善のための努力をする。 

以上
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2013 年度アジア学科自己点検・評価報告書 

 

アジア学科自己点検・評価委員会 

 

≪理念・目的≫ 

１．現状の説明 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

アジア学科では外国語学部の 3つのポリシーとは別に、学科独自の「ディプロマ・ポリ

シー」「カリキュラム・ポリシー」「アドミッション・ポリシー」の 3つのポリシーを定め、

それが適切に実現されているかについて、随時、学科会議で検証を行っている。また大学

の教育モットーである「人間の尊厳のために」を学科の教育に適切に反映させているかを、

学科の方針を決定すべきそれぞれの局面において、学科の 3つのポリシーに照らし合わせ

ながら行っている。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

アジア学科は、1年次からアジアの２つの外国語の同時学習を義務づけている。中国語と

インドネシア語の双方、あるいはどちらかの高い運用能力を持ち、複眼的思考でアジアを

理解し、その文化の多様性を尊重する国際人を養成することを教育理念としている。2010

年度に「アジア言語実習」を設置し、台湾とインドネシアで一年おきに実施することとし、

語学力向上、実習地の文化・社会への理解を目標としてすでに 4回の実習を実施した。4年

目となる 2013 年度においては、22 名の履修者のうち 8名の 2年生の参加者のほとんどが 1

年次に台湾での実習に参加しており両言語の修得に対する強い意欲が感じられ、学科の教

育理念が実現されていることが確認された。実習参加者は、実習地での長期の留学を志し

たり卒業論文のテーマに実習地の社会に関する問題を選択したりする学生が多く出るなど、

その後の大学での学習への意欲を高めている。 

2013 年春学期には中国への長期留学者は 19 名（国費 8名、交換 1名、私費 10 名）、イン

ドネシアへは国費留学者 2名、台湾 1名、韓国 1名、カナダ 1名であり、秋学期からは中

国への国費留学者 5 名、インドネシア 8 名（国費 5 名、交換 1 名、私費 2 名）、香港 2 名、

韓国 1名が長期留学している。 

本年度は外国語学部創設 50 周年の年にあたり、アジア学科でも 12 月に「みんなでアジ

ア」と題した学科イベントを開催した。初めての中国語劇の上演、学科生による中国語と

インドネシア語の歌唱、インドネシア語のスピーチと詩の朗唱を行い、学科生に対するア

ジア理解とインドネシア語と中国語の学習の更なる動機付けに役立った。また、卒業生の

協力を得て、学科 Web ページに「今インドネシアで」と題して在校生（および受験生）に

向けた現地事情の紹介を連載した。 

②改善すべき事項 

日本とアジア諸国の関係がより緊密になる中、摩擦も生じているせいか、特に中国への

留学希望者が減少している。様々な問題があるがゆえに、中国や東南アジアの人々と交流

し、日本との架け橋になることを折に触れて考えさせる教育を行うことが必要である。 
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３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

「アジア言語実習」については、現在の実施形態（3週間、３単位付与）を維持していく。

2014 年度のアジア言語実習（台湾）は、日本学生支援機構（JASSO）の留学生交流支援制度

（短期派遣）プログラムに採用され、参加学生に奨学金が給付されることが決定している。

また、サナタ・ダルマ大学の教員と輔仁大学の教員を招聘して講演会を計画している。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

中国への留学を奨励するために、より深い中国理解を促す授業や、講演会、学科主催の

イベントを通じてアジア諸地域への関心を高める取組を行う。 

 

≪教員・教員組織≫ 

１．現状の説明 

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

を講じているか。 

 本年度のアジア学科専任教員は 8名（教授 6名、講師 2名）であるが、うち教授 1名が

半年間の研究休暇を取得した。毎回の学科会議（昨年度は 16 回開催）を通じて、教員の教

育資質の向上を目指して、演習（1年次～4年次）などの授業運営について意見交換、語学

科目・講義科目について報告し合い、議論している。研究面でもそれぞれが努力しており、

2名の教員がそれぞれ論文を 1編、1名の教員が論文 2編と注釈 2編、1名の教員が論文１

編と注釈２編、1名の教員が著書の改訂版１冊と論文１編を公刊した。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

本学科の教員は、自らの能力と資質を活かして教育と研究、および大学の運営とのバラ

ンスをとりながら各自が努力をしている。特に、教育においては少人数の学科であるので、

学生一人一人に丁寧な指導を行っている。大学運営については、2名の教員が全学的な役職

について貢献した。 

②改善すべき事項 

今年度の研究業績は出版が遅れているという事情に起因しているものもあるが、例年よ

り少なかった。各教員が研究に対する高い意識を持ち続けることが求められる。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

今後も、学科内のコミュニケーションを円滑にし、学科の教育、研究、運営に関して自

由にかつ建設的に議論をできる環境作りに取り組み、各教員に対して資質の向上を図るよ

う奨励していく。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 研究業績をあげていくためには、教員の留学・研究休暇は貴重である。公平に機会が与

えられるように、数年後まで見越して希望を募り、仕事の分担を割り当てるなどの工夫を

今後も継続していく。一方、研究休暇を取得した教員に対しては、当初の計画に従って研

究成果を形にしていくように促していく。研究成果が数年間出ていない教員については、
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学科長と FD 委員が当該教員に対してアドバイスを行う。 

≪教育内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明 

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

証を行っているか。 

アジア学科の教育目標については、学科の３つのポリシーに従い、学科会議で随時検討

を行っているが、体系的な検証を行っているとは言えない。 

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

東アジアと東南アジアについての地域研究を行う「学科科目」、専門地域の枠を越えて人

文科学・社会科学に関する知識を身につける「学部共通科目」を提供している。「学科科目」

においては、1年次に「アジア学入門」とも言える科目、2年次にアジアに関する基礎知識

修得をめざす科目、3・4年次に専門的知識を修得できるように組まれており、修得した知

識を有機的に接合し、理解を深め、思考力を発展させるように編成されており、各課程に

ふさわしい教育内容を提供している。 

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

結びつけているか。 

語学教育については、中国語検定、HSK（中国政府公認の中国語資格試験）の受験を推奨

している。また、「アジア言語実習」に関しては、過去 4回ともに、実習の前と後で学生の

作文能力、スピーチ能力を測っているが、その結果を教育課程や教育内容・方法の改善に

結びつけることは具体的には行っていない。 

・教育目標に沿った成果が上がっているか。 

学科ではすべての卒業論文をゼミ担当者全員で判定している。論文の執筆に際しては、

中国語もしくはインドネシア語、あるいは韓国語やタイ語などのアジアの言語で書かれた

資料を使うことを義務づけており、今年度もすべての卒業論文はその条件を満たした。ま

た、外国語教育だけでなく、概ねアジアの諸問題に対する理解ができていることが伺える

レベルの卒業論文となっており、学科の教育目標に沿った成果が上がっていると言える。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

本年度も「アジア言語実習」は円滑に、また大きな成果をあげて実施することができた。

語学力向上に加えて異文化理解・国際交流が達成されていると言える。インドネシア語の

スピーチコンテストにおいては、本年度はスピーチの部門で昨年度にインドネシアでの言

語実習に参加した 3年生の学生が優勝し、詩の朗唱の部門では言語実習に参加した学生に

刺激を受けて自費で短期留学した学生が優勝した。初めて実施した中国語劇では、中国に

長期留学した 3名を中心にして高いレベルの中国語の運用能力を示す上演が行われた。そ

の上演を鑑賞したアジア学科生に大きな感銘を与えた様子であった。中国政府奨学金の申

請については、例年とおり指導教員と中国語ネイティヴ教員の多大なサポートの下で学生

の留学を支援し、5名が採用された。 

②改善すべき事項 

すべての学生の語学力が学科の教育目標に到達しているとは言えない。またアジアの歴

史や現在の社会政治に対する理解も不足している学生がいる。 
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３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

語学教育と、その言語を話す人々と社会への理解を高める地域研究を二つの柱として、

学生の学習意欲を高めるとともに、広い世界に目を向けるように今後も継続して行う。「ア

ジア言語実習」は学科の教育のなかで重要な役割を担うものになっており、2014 年度で終

了する第二期の「南山大学国際化推進事業」の後に、より安定的な実施が可能になる制度

設計を行う必要がある。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

学科が目標としている語学レベルに達していない学生に対して、より具体的な方法で指

導を行う必要がある。またアジア理解が不足している学生に対しても、ゼミを中心にした

より丁寧な指導を行っていく必要がある。そのように学力が不足していたり、やる気を失

っている学生に対してこれまでとおり学科会議で情報を共有し学科全体で指導する。 

 

≪学生の受け入れ≫ 

１．現状の説明 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

 学生募集および入学者選抜は、学科のアドミッション・ポリシーに従い、公正な手続き

のもとに行っている。入試種目別に選考基準を学科で慎重に協議のうえ決定している。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

志願者は、他学科に比べて増減の幅が大きく、アジア（特に日中関係）の動向が影響す

る傾向にある。それを考慮して、適切な人数が入学できるように取り組んだ結果、本年度

は、予定した入学者を確保することができた。今年度は指定校を２つのグループに分けて

募集し、ある程度の効果が上がった。 

②改善すべき事項 

学園内推薦入試の志願者が推薦枠を下回ることが常態化しており、2012 年度入試より被

推薦者資格を見直したが、特に効果が現れたとは言えない。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

入学者数の安定した獲得のために、アジア学科の特色やそのメリットが伝わるような広

報活動を展開したい。学科の Web ページのみならず、オープンキャンパスや高校教員を対

象とした説明会を通じて、変動の激しいアジア情勢については、起きるでき事が日本と密

接にかかわり、それを積極的に理解することが将来につながることを訴えたい。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

学園内の高校については、連携および交流を深めて、より効果的な働きかけができるよ

うに努めたい。この数年は日本の経済界ではインドネシアの経済発展が大きな関心を引い

ているが、まだ一般的な認識とはなっていない。インドネシア語を学ぶ意義を強調して志

願者の獲得を目指す。 

以上 
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2013 年度経済学部自己点検・評価報告書 

 

経済学部自己点検・評価委員会 

 

≪理念・目的≫ 

１．現状の説明 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

経済学部の理念・目的は、「3つのポリシー」(ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポ

リシー、アドミッション・ポリシー)としてまとめられている。また、理念・目的の適切性

は、今年度 3回開催した経済学部自己点検・評価委員会と、毎年学外で開催している学部

研修会(参考資料:2013 年度経済学部研修会のアジェンダ)において検証している。今年度の

研修会では、カリキュラム・ポリシーとアドミッション・ポリシーについて、重点的に議

論した。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

 ディプロマ・ポリシーやカリキュラム・ポリシーでは、1年次からの経済演習で参加型の

学習と個別指導を行い、課題発見能力やプレゼン能力を磨いている。更に、4年次生には卒

業論文を課しているので、学生は自己表現力と問題解決能力が身についていると考えられ

る。また、1年次から 4年次までの経済演習は、とても良い取り組みとして、学内の他学部

からも評価されている。4 年次生を対象にした「学生生活とその成果に関するアンケート」

(以下「学生アンケート」と呼ぶ)は、教育目標の成果をはかる上で効果を挙げている(参考

資料:2013 年度「学生生活とその成果に関するアンケート」)。 

②改善すべき事項 

学部の理念・目的は、Web 上での公開、高校での模擬授業、入試広報目的の高校訪問、推

薦入学試験用の冊子(参考資料:2013 年度「南山大学経済学部の特色と推薦入学制度」）、父

母の集いの際の学科説明会、オープンキャンパス等、様々な機会を捉えて社会に公表して

いる。今年度の学部研修会では、カリキュラム・ポリシーについての歴史的検証を行い、

2015 年のカリキュラム改正に向けて、学部構成員の合意形成がなされた。アドミッション・

ポリシーについても、検討中である。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

これからも、経済学部自己点検・評価委員会と学部研修会において、学部の理念・目的

の適切性について積極的に取り上げていく。また、1年次から 4年次までの経済演習や「学

生アンケート」は、効果が上がっていると考えられるので、これからも継続していく。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 経済学部では、学部研修会で議論したカリキュラム・ポリシーに基づき、2015 年のカリ

キュラム改正に向けてワーキング・グループを立ち上げ、その中間報告が 1月 29 日に提出

された(参考資料：経済学部 2015 年度カリキュラム改正に関するワーキング・グループ(WG)
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中間報告書（１）)。そこでは、世界基準での教育の質保証と授業運営をいかに実現するか

が論じられており、2014 年の夏までにはその 終案が提出される予定である。アドミッシ

ョン・ポリシーについては、2014 年度の学部研修会で再度取り上げることとしている。 

 

≪教員・教員組織≫ 

１．現状の説明 

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

を講じているか。 

 教員に求める能力・資質については、全学的な規程に加え、「経済学部における教員評価

の基準と実施体制にかかる内規」で定めている。なお、2013 年度より、「経済学部における

教員評価の基準と実施体制にかかる内規」で定められた教員の研究業績基準は「5年間に３

編以上」となっている（2012 年 9 月 26 日の教授会で決定）。また、各教員には、教育・研

究・大学運営等の各方面における当概年度の活動状況を確認するために、年に一度、「教員

評価シート」(参考資料：2013 年度経済学部「教員評価シート」)の提出を義務付けている。 

 一方、各教員の教育・研究活動の充実を図る方策として、全学的な教員の留学・研究休

暇の制度を、学部として有効に活用するように努めている。また 2012 年度より、学部共通

費に「特別配分枠」を設け、必要度の高い教員に対して、年度途中で追加的に支給する制

度を開始した。更に、各教員の資質の向上に向けては、毎年、１泊 2日の学部研修会を開

催し、また外部講師を招く FD 研修会を実施するとともに、学内教員の研究交流組織である

経済学会主催の研究会を、年に数回開催している。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

2013 年度は、留学（１名）と研究休暇（１名）の枠が有効に活用された。また、学部共

通費の「特別配分枠」は有効に活用されている。2013 年 8 月 19 日から 20 日の学部研修会

では、ほぼ全員が参加する形で真摯な議論が行われた。11月 28日開催のFD研修会では、(株)

リクルートマーケティングパートナーズの小林浩氏による、「大学入試改革と大学改革の動

向」というテーマでの講演が行われ、本学部教員のほか、他学部の教員の参加もあり、活

発な質疑応答が行われた。 

②改善すべき事項 

一部の教員においては、「経済学部における教員評価の基準と実施体制にかかる内規」で

定められた教員の研究業績基準が満たされていない傾向がある。また、経済学会主催の研

究会は、学部研修会や FD 研修会とは異なり、出席者数が毎回数名程度という状況にとどま

っている。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

上記の成果が引き続き実現されるよう、今後とも教員全体で、学部研修会などの場を利

用して、現状および問題点の確認や改善策の立案・実施に取り組んでいく。 
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②上記 2.②の改善すべき事項について 

 研究業績基準を満たさない教員に対しては、学部評価委員会が面談を行い、研究の進捗

状況を確認し、その上で必要な助言を行った。今後も、各教員が置かれた状況を理解しつ

つ、きめ細かく有効な助言の実施に努めていく。経済学会主催の研究会の問題は、学部研

修会の議題となったが、各教員の時間的な制約が厳しくなる中で、全教員に毎回の参加を

求めることが難しくなっている現状が明らかになった。また、研究会と各種委員会が同時

間帯に開催される傾向も指摘され、研究会の日程および時間帯を再検討することが提案さ

れた。 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明 

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

証を行っているか。 

2013 年度には、2015 年のカリキュラム改正の準備として、「2015 年度カリキュラム改正

に関するワーキング・グループ」を設置した。そこでは、どういった学生を受け入れ、ど

ういった人材を送り出したいかの検討、現行のカリキュラムと他大学のカリキュラムとの

比較が行われ、中間報告として、新しいカリキュラム案が提出された。 

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

昨年度に引き続き、2013 年度も 1 年次生の必須科目である「経済学のための数学」につ

いて、登録後に基礎学力テストを実施した。入門、初級、中級、それぞれのクラスの平均

点(カッコ内は標準偏差)は、25 点満点で、9.9(4.7)、17.0(3.4)、20.2(2.0)であり、各ク

ラスの中央値は平均とほぼ一致していた。入門クラスは、平均点が低くばらつきが大きい

が、受講生の数は他のクラスよりも少ない。このことから、受講者が適切にクラス選択を

したことが確認された。 

また、2013 年度には、英語コーディネータ担当教員の採用人事が行われ、次年度からの

赴任が決まった。来年度からは、経済英語、時事英語、ビジネス英語、更に外書講読を含

む経済学部英語教育が充実するものと期待される。 

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

結びつけているか。 

 前年度に引き続き、4年次生を対象にして、12 月に、教育成果などを検証するための「学

生アンケート」を実施した。昨年度のアンケートの結果、卒業論文への取り組みの時期が

遅いことが判明したため、今年度は 8月の学部研修会で、卒業論文の草稿を 11 月末までに

一とおり書かせる方向で進めることが合意された。しかし、合意に基づく具体的な指導が

秋学期以降となったため，今年度のアンケート結果では，昨年と同様，9月以降の取り組み

という回答が約半数を占めた。来年度からは、年度初めから各ゼミナールでの指導を行う

取り組みがなされることになる。 

・教育目標に沿った成果が上がっているか。 

 「学生アンケート」の回答から、経済学部の教育目標を身につけたと感じている学生が

昨年度と同様に 60％を超えている。また、経済学部全体の教育指導については、自由記述

で、入学前から期待していたとおりである，あるいは評価が高くなったというコメントが
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多く、結果として、入学以前と同じ、あるいは評価が上がったと 80％の学生が回答してい

る。更に、4 年間のゼミナール制は 90％以上、能力別クラス編成については 85％の学生が

評価している。また、男女ともに社会人となることに強い意気込みをもっており（男：81％、

女：85％）、学部の教育指導が積極的な就職活動に結びついている様子が窺われる。これら

の結果から，教育目標に沿った成果を上げていると考えられる。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

 上述したように、60％以上の学生が、卒業時には経済学部の教育方針を身につけ、ゼミ

ナール制や能力別クラス編成を高く評価している。その結果、25％以上の学生が、経済学

部の教育指導について、入学時よりも高い評価を与えている。 

②改善すべき事項 

昨年度の報告書に、経済外国語科目の受講者数の適正化についての対策が必要であると

記述があったが、今年度は十分な議論がなされなかった。また、ビジネス英語と時事英語

については能力別クラス編成を行ってきたが、その成果についてのレビューがなされてい

ない。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

 教育目標達成率の上昇を考えると、入学時の学外オリエンテーションやゼミナールでの

教育目標の周知徹底をしていきたい。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 来年度赴任する英語コーディネータ担当教員には、経済外国語科目の受講者数の適正化

の問題、および能力別クラス編成の成果について、検討を進めてもらう。 

 

≪学生の受け入れ≫ 

１．現状の説明 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

 配点や合格基準等の運用方針については、入試のたびに教授会・学科会議の席で検証を

行っている。また 2013 年度においては、それ以外に次のような議論・確認をした。 

 (1) 学部研修会で経済学部のアドミッション・ポリシーについて再確認の上，議論した。 

 (2) FD 研修会で大学入試改革と大学改革の動向について聴講・議論した。 

 (3) 2014 年 2 月 19 日の学部教授会で、2015 年度入試における定員配分の見直し（A方式

の定員 10 名減、B方式と全学統一入試（個別）の定員各 5名増）を行った。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

2014 年度入試における指定校推薦の志願者数は 49 名で、これは 2013 年度入試の 65 名に

比べると少ないものの、2012 年度入試の 34 名よりは増加している。経済学部では 2013 年
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度入試から被推薦者の資格と指定校枠の基準を変更しており、その成果がこのような数字

となって現れていると思われる。 

② 改善すべき事項 

 2 月入試の志願者数は 3423 名で、2013 年度入試の 3478 名から約 1.6%減少した。18 歳人

口の減少や全国的な社会科学系学部の不振を前提とすれば健闘したとも言えるが，主力入

試である一般入試の減少（約 8.6%減）に関しては注意が必要であろう。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

 今年度入試では、昨年度に行った推薦入試改善策の効果が一時的なものかどうかが一つ

の注目点であったが、少なくとも 2012 年度入試との比較では志願者数は増加している。よ

って、推薦入試に関しては現行の方針を継続していけば良いと思われる。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 本学部は東海地方に強い基盤を持っているが、今後の少子化の進展を考えると、この地

方の学生を対象とするだけでは限界がある。そこで、例えば北陸地方の有力な高校に推薦

を依頼するなどして、その地での知名度を高めながら対象エリアを広げていくことを考え

ている。 

【参考資料】 

1.2013 年度経済学部研修会のアジェンダ 

2.2013 年度「学生生活とその成果に関するアンケート」 

3.2013 年度「南山大学経済学部の特色と推薦入学制度」 

4.経済学部 2015 年度カリキュラム改正に関するワーキング・グループ(WG)中間報告書（１）  

5.2013 年度経済学部「教員評価シート」 

 

以上 
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2013 年度経営学部自己点検・評価報告書 

 

経営学部自己点検・評価委員会 

 

≪理念・目的≫ 

１．現状の説明 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

 経営学部の目的は学則「南山大学の目的に関する規程」で定められており、2010 年 7 月

の学部教授会においてディプロマ・ポリシー等 3つのポリシーが制定された。これらポリ

シーは、入試要項、新入生ガイダンス、経営演習Ⅰ・Ⅱ、学部教授会で開示され、受験生、

学部学生、教員スタッフに周知を図っている。2013 年度も前年度に引き続き、教授会審議

事項として自己点検・評価報告書を取り上げることによって、検証を行った。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

就職率で健闘している本学の中にあって、2012 年度までの過去数年にわたって経営学部

は大学平均を上回る実績を残してきた。2013 年度は、前年度に比べればやや下がったもの

の、94%を超える就職内定率を記録し、卒業者から進学者を除いた者に占める就職者の割合

は 90%近くに達した（男子 83.8%、女子 95.8%）。履修状況はほぼ満足できる水準にあり、卒

業率も年々改善された結果 90%近くまで到達した。このように、理念・目的は概ね達成され

ているといってよい。2013 年度は大学基準協会による大学評価が実施され、経営学部は大

学評価分科会報告書においてすべての評価項目で A評価を受けることができた。このこと

からも、先のように自負してよいと考える。 

②改善すべき事項 

3 つのポリシーが制定され 3年以上経過した。上述したとおり、学生を含めた構成員には

周知を図っているが、どのように認知されているかをチェックし、次に改善すべき学部独

自の仕組みづくりを、学部自己点検・評価委員会を中心に学部 FD 活動の一環として検討を

始めることにした。これによって、大学基準協会の大学評価（認証評価）結果に努力課題

とされた学部の「教育内容・方法等の改善を図ることを目的とした、組織的な FD 活動」の

実施に関する具体的対策とする方針である。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

理念・目的の説明を学生指導・ガイダンス時に継続的に実施することによって、学生の

意識を高める一助としている。基礎演習・経営演習においても指導教員による説明の機会

を持つようにしたが、今後もこれを継続的に行う。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

学部教授会において、学部自己点検・評価委員会ならびに学部 FD 活動を中心として、具

体的なプランの立案と実行を図る方針を明確に打ち出した。具体的な検討課題としては、

第一に後述する≪学生の受け入れ≫である。第二は、学科科目のカリキュラム検討とそれ
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に伴う学則の改正である。従来の 2年次配属の 4コア制科目に本来の経営学科目（経営史、

経営組織論、等）を追加することによって、体系的学習を促進し受講生の学習意欲を高め

るとともに、選択の幅を拡大することによってドロップアウトする学生を未然に防止する

ことを検討している。 

 

≪教員・教員組織≫ 

１．現状の説明 

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

を講じているか。 

 教員組織については、毎年、人事委員会・懇談会での意見聴取ならびに専門分野ごとの

教員枠の確認をおこなったうえで、教授会の議を経て人事計画（任用・昇格）が作成され

ている。2013 年度は予期しない専任教員の死亡退職が 2件、予定される依願退職が 1件あ

ったが、直ちに後任人事を進めることにした（うち 2件は既に内交渉・業績審査に入って

いる）。また、数年間未充足であった情報処理・OR 分野の 1枠については、U枠から一般教

員枠への移籍人事が承認され、2014 年度には充足できる見通しとなった。教員の資質向上

のため、2012 年に改正した「経営学部における教員評価の基準と運営体制に係る内規」に

基づき研究業績のレビューを実施し、結果を教授会で報告している。前年度に若干名の教

員が「過去 5年間に 低 3編の業績があること」という基準を満たさなかったため、2013

年度の研究業績のレビューにおいて 2箇年連続で基準に抵触することになった 2名の教員

に対しては「学術研究業績改善計画書」を提出させ研究計画の改善を促した。ただし、前

年度に比べ、先基準に抵触する教員数は大幅に減少した。競争的外部研究資金獲得を促進

するため、「経営学部における学部共通研究費の配分方針」に従って、外部研究資金を獲得

した教員には学部共通費の傾斜配分を実施している。研究業績入力システムによる研究業

績の Web 公開はもちろんであるが、過年度と同様、自己申告制によって教員全員の前年度

研究業績リストを、『南山経営研究』第 28 巻第 1号誌上で公開している。 

 毎年実施されている学部長表彰・ゼミ長会議で経営学部に対する学生の意見・要望を聴

き、その結果を教授会で報告している。個々の教員は、「学生による授業評価」に対する点

検・評価報告書を作成することにより、学生の声に耳を傾け授業改善に反映させる意識を

高めている。基礎演習をはじめ複数教員が担当する基本科目では、教員相互の情報共有と

評価基準の統一を図る機会が設けられている。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

数年間未充足であった情報処理・OR 分野の 1枠については、U枠から一般教員枠への移

籍人事が承認され、2014 年度には充足できる見通しとなった。2014 年度にはマーケティン

グ分野の教員が着任する予定である。このように、これまで未充足であった学部の原則教

員枠は順調に充足されつつある。 

②改善すべき事項 

経営学部にとって残念なことに、病気療養中であった教員 2名を 2013 年度中に亡くした。

また、2014 年度末で教員 1名が退職することになった。彼ら退職教員は経営学の中心的部
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分を担う教員であるため、経営学部には大きな痛手であった。しかし、上記のとおり、速

やかに後任人事を進めた結果、2015 年度・2016 年度にそれぞれ 1名ずつの補充ができる見

通しが立った。この 2件の任用人事手続きに目途がついた段階で、残り 1枠の後任人事に

も着手する方針である。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

任用・昇格を含め、策定された人事計画に従って、更に教員の人事を進めていきたい。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 教員の退職・在外研究・研究休暇に関しては、これまでのように、人事委員会と学部自

己点検・評価委員会が計画的に対応できるようにする。また、人事委員会ならびに役職者

相互の連絡を密にすることによって、休職・退職等の理由で教員が不在となるような不測

の事態にも機敏に対応する方針である。上述のとおり、在外研究・研究休暇をはじめ中・

長期的な展望が必要な事項については、学部自己点検・評価委員会をより有効に機能させ

る方針である。 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明 

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

証を行っているか。 

 経営学部は、3つのポリシーで謳われているように、国際ビジネス社会で活躍できる「人

間の尊厳のために」を体現した人材の育成を目標に掲げている。3つのポリシーは、教育職

員には年度初めの教授会において、在学生には、新入生に対する入学前ガイダンス・基礎

演習Ⅰ担当教員による説明をはじめ、各年度はじめの授業登録ガイダンス時に周知を図っ

ている。現在のところ、変更・修正の必要性は指摘されていない。 

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

経営学の 4つのコア領域を中心とする選択必修科目である基本科目は、とりわけ重要な

学科科目として継続的に開講し、原則として専任教員が担当している。指導教員クラスで

ある「基礎演習Ⅰ~Ⅳ」は、3・4年次の必修「経営演習Ⅰ・Ⅱ」（卒業論文作成指導）へ繋

げるための専任教員による初年次教育として位置づけ、開講クラス数を一定数以上確保す

ることでクラスサイズを抑えることによって、僅かずつではあるが教育効果を高めつつあ

る。更に、専任教員がコーディネーターとしてカリキュラムとクラス運営に責任を持つビ

ジネス英語科目をはじめ、経営英語科目が毎年継続的に開講されている。また、

International Finance をはじめ学科目のいくつかは「国際教育科目群」に指定され、学部

学生と全学学生の国際教育に貢献している。このように、学部の教育方針に相応しい教育

内容を提供している。 

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

結びつけているか。 

 学部教育に対する学生の意見・要望を聞くために毎年 5月中旬には 3・4年生のゼミ長を

招集して「ゼミ長会議」を開催し、学部カリキュラムと授業の教育効果に関する検証を行
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っている。当該会議での意見・質疑応答内容は学部教授会で披露し、学部対応を検討する

素材として活用している。キャリア支援を目的とした学部学生を対象とする講演会も毎年

開催しており、学生の就職・資格取得に対する意識向上の一助としている。2013 年度はア

イシン精機（11 月）、名古屋国税局（11 月）による講演会が実施された。恒例となってい

る公認会計士協会東海会・本学部卒業生試験合格者による公演は 6月に実施された。 

・教育目標に沿った成果が上がっているか。 

 卒業生は全員卒業論文を提出しており、2013 年度も、ほぼ全員の卒論要旨を掲載した

『2013 年度卒業論文要旨集』と、優秀な学生論文を全文掲載する『経営学生論集第 28 集』

を刊行した。 

 会計簿記検定試験を受験する学生数も年々増加しており、これに伴って、会計科目単位

認定制度による単位認定を受ける学生は、商業高校出身者ばかりではなく、普通科高校出

身者にも拡大している。この事実からも、会計科目単位認定制度は有効に機能していると

いえる。2013 年度については残念ながら朗報は聞かれないが、2011 年度・2012 年度は公認

会計士試験に複数の現役学部学生合格者を出した。 

 学内で実施された 2013 年度 TOEIC-IP テストの学部受験者数は計 121 名と、前年度 165

名・前前年度 209 名に比べ減少しており、外国語学部に次ぐ受験者数を保っているものの

他学部との差は徐々に縮まっている。もっともこれは、他学部生にも TOEIC-IP テストへの

関心が高まるとともに、ビジネス英語科目を通じて比較的早期に、経営学部学生に実用英

語に対する興味・関心を喚起できており、学年の若い段階で受験する学生が増加したため

だと推察される。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

2013 年度は、卒業判定対象者 279 名に対して 248 名（再試験卒業者は含まず）の卒業者

を社会に送り出した。ここ数年就職活動を継続するために留年する学生が少なくなかった

が、在学期間が不足する学生を含めても留年率は 11.1%（2012 年度 16.7%）と、再試験合格

者 4名も含めると卒業率は 9割を超え、卒業率は更に改善された。 

②改善すべき事項 

 学生から直接意見・要望を聴取する上記の機会では、早急に改善すべき点は特に指摘が

なかった。また、学長表彰や学部長表彰の席上では、成績優秀者は概ね学部教育に満足し

ているように見受けられる。しかし、2011 年度の自己点検・評価報告書で指摘があった「ど

のような学生を育てたいのかが解りにくい」という学生の指摘は真摯に受け止め、3つのポ

リシー（特にディプロマ・ポリシー）の説明を通して学生へ一層の周知を図り、更なる改

善に努めたい。 

 ビジネス英語科目は経営学部の特色であり、学長表彰に選ばれるような優秀な卒業生か

らもとりわけ高い評価を受けている学科科目である。それにもかかわらず、近年、EP テス

トによってビジネス英語科目の履修を許可された学生のなかで、科目履修の事前取り止め

を申し出るものが少なからず現れるようになった。上述の TOEIC-IP テストの学部受験者数

の減少を考え合わせると、これは学長方針にそぐわない気に掛かる傾向といえる。コーデ

ィネーター教員と学部自己点検・評価委員会を中心にこの傾向の原因を突き止め、しかる
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べき対策を講じたい。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

卒業率・就職内定率・就職率はおおむね満足すべき水準にある。キャリア支援を含む学

生向け講演会の開催をより一層充実させたい。特に、経営学部キャリアサポートプログラ

ムは、2009 年度の金融・銀行、2010 年度のメーカー、2011 年度の商社・流通、2012 年度

の小売業、2013 年度のメーカーと、ほぼ全業界を一巡した感がある。経営学部では多くの

卒業生がメーカーに就職するという特徴があるので、学生にとって更に魅力的な業界に講

演依頼ができるよう、2014 年度以降も関係教員と連携・調整したい。また 2013 年度は、学

部でも複数（名古屋銀行、山崎製パン+JTB、DHC）の産学連携コラボ事業が立ち上がったた

め、産学連携を進める手順について学部 FD 研修を実施した。南山大学経営学部を PR する

絶好の機会でもあるので、機会があれば今後も、こうしたコラボ事業には積極的に取り組

みたい。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 複数担当教員が担当する学科科目は、科目コーディネーターの専任教員を通じて担当者

間の相互連携を図りたい。また、指導教員クラスを通じて、3つのポリシーの説明を継続し

ていきたい。 

 

≪学生の受け入れ≫ 

１．現状の説明 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

 多方面で活躍が期待できる多様な学生を受け入れるため、本学独自の科目試験を課す一

般入試・全学統一入試をはじめ、学園内推薦入学審査、普通科・商業科・英語科に対する

指定校推薦入学審査、カトリック系高校等推薦入学審査、外国人留学生入学審査など多様

な入試を実施している。毎年、教授会で、次年度入試に関する募集人員・入試科目・配点

案を審議決定している。入学者選抜についても、合否資料作成委員会、入試委員会、学部

教授会において合否判定基準を明確にし、科目試験・面接試験の結果から公正かつ適切に

合否を決定している。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

2013 年 11 月に実施された推薦入試等において、53 名の募集に対し 59 名が入学手続きを

行った。2014 年度入試では、一般入試・全学統一入試、センター利用前期・後期を合わせ

た志願者数は 2,913 名であり、昨年度大幅に増加した志願者数 3,517 名からは減少したも

のの、一昨年度 2,437 名の水準を上回った（募集人員総数 245 名には変更なし）。4月 1日

時点で 293 名（うち 2名は編入学生であるので、1年次生は募集定員 245 名の 1.188 倍の

291 名。ちなみに昨年度は新入生 302 名のうち、編転入学等を除いた 1年次生は募集定員の

1.216 倍の 298 名）が入学し、大学の財政には貢献した。 
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②改善すべき事項 

2013 年度学部入学志願者数は一千人を超す大幅な増加に直面し、本学 6方式（5方式）

の歩留予測よりもはるかに多くの定員×1.2 倍のリミットを超える入学者数を見た。2014

年度には学部入学志願者数自体はかなり減少したものの、前年度に引き続き、本学 6方式

（5方式）の歩留予測より多くの前年度にほぼ匹敵する入学手続者・入学者数に直面するこ

とになった。経営学部に関する限り、本学 6方式（5方式）の予測がうまく当てはまらなく

なっているように思われる。適正な学生‐教員比率を実現することは教育効果の観点から

も重要であるので、入学者への進学先決定の意識調査を実施するなどしてこうした事態発

生の原因を探り、事態改善のための方策を早急に実施する必要があると認識している。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

入学手続き者から見て、推薦入学審査における指定校見直しは前年度に続き奏功したと

いってよい。2013年度入試では一般入試等の志願者数が増加したが、2014年度入試では2012

年度水準近くまで戻り、全国的な志願者数の減少傾向は経営学部に関しても継続している

ものと考えられる。したがって、入試広報やオープンキャンパスなどで経営学部の魅力を

丁寧にアピールしつつ、志願者増につながる努力を今度も継続的に実施していきたい。前

年度には 60 名を超える推薦入試等の入学手続き者を見たが、今年度は 60 名を突破するこ

とはなかった。推薦入試の募集定員は次年度も引き続き 53 名としたい。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 受験生の減少傾向はしばらく続くことが予想されるため、入学者の潜在的学習能力を維

持するためにも、志願者増につながる地道な努力を今度も継続的に実施する必要があろう。

また上述したように、経営学部に関する限り、本学 6方式（5方式）の予測がうまく当ては

まらなくなっているように思われる。入学者への意識調査を実施するなどしてこうした事

態発生の原因を探り、事態改善のための方策を早急に実施する必要があると認識している。

学部自己点検・評価委員会で議論し、必要に応じて、学部入試検討委員会を立ち上げるな

ど、学部内で十分議論を尽くしたうえで、必要な対策を講じたい。 

 

以上 
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2013年度法学部自己点検・評価報告書 

 

法学部自己点検・評価委員会 

 

≪理念・目的≫ 

１．現状の説明 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

 学部の理念・目的の適切性について、認証評価準備に際し、法学部の理念および目的を整理

確認し、明確にした。すなわち、「人間の尊厳のためにという倫理観・世界観をベースにしな

がら、学生に法律学の基礎的素養を習得させ、現代社会において生じる様々な問題を的確に理

解・把握し、これを整理・分析し、それらの問題に適切に対応し解決する能力を身につけさせ

る」ことである。ここに設定された理念・目的に関し、毎年、学部自己点検評価委員会におい

て、定期的な確認および検証を実施している。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

 理念・目的の出発点である「人間の尊厳のために」という教育モットーは2年次から共通教

育科目である「人間の尊厳」において学ぶ。その前段階として法学部では、1 年次から、基礎

的な科目である「憲法」(全 6 単位)「民法総論」(4 単位)「刑法総論」(4 単位)を修得させ、

かつ、基礎的な学習のためのスキルを学ぶことができるように、少人数の「ベーシック演習」

を配置している。これによって4年間の学生生活の基礎をなす学習姿勢や技術および人間関係

を構築することが可能になっている。また、前掲の現代社会における諸問題に対する理解、分

析、解決のための能力の養成の一助として、現場を知るため裁判所見学・刑務所参観等を実施

しており、毎回、定員一杯となっている。その結果、一般企業への就職ばかりでなく、公務員・

大学院進学など多様な卒業生を輩出しており、理念・目的の効果が実証されている。 

②改善すべき事項 

 「現代社会において生じる様々な問題を的確に理解・把握し、これを整理・分析し、それら

の問題に適切に対応し解決する能力」を培うためには、上記、継続的に実施している裁判所見

学等以外にも、現代社会におけるフィールドワークなどを通じて、そのような眼や感覚を要請

しなければならない。インターンシップ研修など、そのような要請に応える全学的プログラム

があるが、法学部生の参加率は学内 低レベルで、その参加を促す必要がある。また、別途、

現代社会の様相を体験できるようなプログラムを準備することが必要だとの認識を教員間で

共有している。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記２．①の効果が上がっている事項について 

上記理念・目的を学生個人に具体化させる作業を継続する。「大学案内」や入試説明会での

説明の仕方について統一的な意識を教員間で醸成し、特に、新入生の導入教育の充実化の過程

で、学生に対しても上記理念・目的の徹底を図るために、2013年度ベーシック演習における共

通テキスト『テキスト＆マテリアルズ』の冒頭に3つのポリシーを掲載し、各学生が意識的に
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学習するようにした。今後、同演習において教員が指導を徹底するような方法を考察していく。 

②上記２．②の改善すべき事項について 

 多元的・複眼的視点については、単なる座学だけではなく、より能動的、主体的な教育を通

じて、理念・目的の徹底を図る教育方法の試みを検証し、より横断的な体制を構築するために、

法学部として特徴のある教育カリキュラムの充実のために自己点委員会で継続的に検討する。 

 

≪教員・教員組織≫ 

１．現状の説明 

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

じているか。 

全学的な規程である「南山大学教育職員選考規程」(3条「キリスト教的世界観に基づく本学

設立の目的ならびに使命に協力し、人格、識見、経歴、教育研究上の能力および業績、学会活

動等において、大学教育職員として十分な素質をそなえる者」であることを要する) に基づき、

法学部では現在20名の教員を配置して教育を行っている。また、教員に求める能力・資質等

を明確にし、教員の資質の向上を図るために、FD活動の一環として、研修会等を開催している。

更に「法学部・法務研究科「教員評価」に関する内規」(2008.7.2法学部教授会決定)によって、

3年に1回の研究活動等の報告を実施し、能力・資質等に関する理解を深める機会を設定して

いる (今回は2010～2012年度に関する教育研究実績報告)。また教員の教育の能力向上に関し

て、学生による授業評価を実施するとともに、各授業の成績分布につき教授会で明確にしてい

る。その上で、授業評価が一定基準未満の教員に対して指導・サポートをしている。 

教員組織に関しては、20名の内3名は、法務研究科所属教員であり、2013年度末で学部教

員数に算入できなくなり、新規任用を含めて18名となる。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

 近年、全国的に実定科目法の教員の任用が困難な中、民事訴訟法分野について即戦力となる

人材を確保できた。また、FD活動の継続的実施によって、学生による授業評価において、2013

年度科目に関し、一定基準未満に該当する法学部教員はいなかった。更に、教員評価委員会に

よる教員評価の2回目を本年度実施した。 

②改善すべき事項 

法学分野における研究者不足の状態は継続しており、任用が進まない状況にある。また、未

補充のポストにつき、どの科目に充てていくかの議論が必要なものもある。近々予想される退

職者ポストの利用の仕方をも踏まえながら、必要な科目を決定の上、順次任用していかなけれ

ばならない。また、憲法および刑事訴訟法分野については、任用のための努力を重ねていたが、

2013年度において適合する人材を見出すことができなかったため、手続を継続して、任用に向

けて努める。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記２．①の効果が上がっている事項について 

 教員・教員組織について、本学法学部の使命・課題等、および、その教員としての能力・資
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質等について、更に共通の理解を得ることができるよう、継続的な FD 活動を通じて、実現を

図っていくことが重要であると認識している。2013年度は学生のキャリア教育および就職活動

に関する有機的な関連の構築に関する議論が行われ、一定の効果があったため、そのような機

会を継続的に設け、更に広げていくよう努める。教員評価は2回目の実施となったが、各教員

の更なる業績の向上を具体的に図るべく、環境整備などの努力を継続したい。 

②上記２．②の改善すべき事項について 

 教員の任用については、上述の科目を含め、今後、必要な科目を検討の上決定し、順次手続

を進めていかなければならない。 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明 

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

行っているか。 

「大学の目的に関する規程」第６条（キリスト教的世界観に基づく建学の精神に立脚して人

間性の涵養につとめるとともに、広い教養と関連諸科学の理解に基礎づけられた法的思考の育

成を目標とし、法を中心とした社会的諸現象の体系的研究と実践的教育を実施して、法の基礎

的理論と応用に通ずる人材を養成し、これに期待する地域社会の強い要請にこたえ、もってわ

が国の文化の進展と福祉に寄与することを目的とする）、および、「法学部３つのポリシー」を

基準に、教育課程の編成・実施方針を作成し、その適切性については、毎年、学部自己点検評

価委員会において検証を行っている。 

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

上記編成・実施方針に従い、講義と演習による少人数指導という二本柱によって、実践して

いる。 

① 体系的、系統的、かつ多面的に「法と法律」を学び、確かな法的スキル（法知識・法

技術）を習得させるために、開講年次に配慮をしながら、基本的な科目だけでなく、発展的な

科目をも多数配置するとともに、1～4 年次の各学年に演習を設けている。 

②「人間の尊厳」に裏打ちされた人権センスを涵養するために、「人間の尊厳」科目の履

修を選択必修（4 単位以上）とし、学部開講科目においてもそれを意識した授業が設けられて

いる。また、「環境法」「少年法」「社会保障法」「ジェンダーと法」などの「人間の尊厳」に密

接に関連する発展的な講義科目を提供している。 

③ 多元的、複眼的な視点から問題状況を把握できるバランス感覚を身につけさせるため

に、各科目においてそれを意識した授業がなされることは同様であるが、各学年で開講される

演習への参加を保証し、きめ細かい双方向指導の中で、これらの能力を習得できるようにして

いる。 

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

付けているか。 

成果の指標として、法学検定試験、資格試験の合格者数、進学者数の把握などがあり、毎年

継続的に受験者・合格者・進学者を輩出している。また、成績優秀者を表彰する「学部長表彰」

で懇談会を開催し、学生の意見・要望を聞き、それら意見・要望に関して定期的に検証し、教

育課程、教育内容・方法の改善のための参考としている。 
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・教育目標に沿った成果が上がっているか。 

以上の点検評価作業を総合し、法曹など各種法律職、民間企業、資格取得者等多様な人材を

毎年輩出しており、成果は上がっていると考える。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

教育内容について教育目標・方針に沿って構成されており、特に伝統的な学問を学ぶ法学部

としては十分な内容を構成している。演習の履修率は高く、1年次から4年次までほぼすべて

の学生がゼミに所属し、近年では4年次の専門演習の履修率も高まっている。また、1年次の

演習の内容は共通教材『テキスト＆マテリアルズ』の利用により統一的になり、4年間の各演

習（ミドル演習、アドバンスト演習および法学演習A～F）の位置づけについても、その冒頭部

分で明示し、学生が各段階における目的・方法などを意識できるようにした。法律学の基礎的

な事項についての理解は、各種資格試験受験の奨励や、企業への就職に向けた基礎的科目につ

いての学習を奨励でき、合格者も多数輩出し、効果があった。また、法学検定試験では、昨年

度同様、本年度も団体として優秀賞を獲得した。更に、2年次演習のミドル演習においても全

体講義の手法でキャリア教育を各学期実施することができ、就職活動開始年次前に、将来に向

けた自己分析を実施し自己のキャリアについて考える機会となった。 

②改善すべき事項 

主体的な参加を促す教育方法については、演習を通じて行っているが、更に積極性を引き出

す教育方法、また、キャリアを意識した学習意欲の向上について、将来の自己のキャリア形成

に向けた、より主体的な姿勢を引き出す教育方法を模索したい。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記２．①の効果が上がっている事項について 

 演習の履修率を継続的に維持し、1 年次演習の共通教材『テキスト＆マテリアルズ』のアッ

プツーデートのための作業も継続していく。 

②上記２．②の改善すべき事項について 

キャリア教育について、1年次から意識的に教育方法に検証を加え、継続的に2年次のキャ

リア教育でも、参加度および学習効果の検証が重要と思われる。また、講義科目については、

新しい分野の発展、社会のニーズとともに、開講年次、関連科目の設定・廃止を再度、自己点

委員会で検証・検討していく。 

 

≪学生の受け入れ≫ 

１．現状の説明 

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

るかについて、定期的に検証を行っているか。 

 学生募集および入学者選抜について、学部自己点検評価委員会および学部委員会において、

毎年、受け入れ方針の確認および入学者数などの状況を確認・検証し、各種入試における受け

入れ方針、および、それぞれの受け入れ予定者数(定員とは異なる)の決定を行っている。その

上で、入試種別ごとに開催される全学合否判定資料作成員会後、学部委員会を開催し、公正か
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つ適切に、合格者数の検討を行い、学科選考会議原案を作成している。 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

学部委員会および自己点検評価委員会を定期継続的に開催し、公正さおよび適切さを確保し

ている。 

②改善すべき事項 

 2013年度入試において、志願者数は十分だったが、入学者数が受け入れ予定者数を達成する

ことができなかった。前年度よりも更に辞退者数が増えたことも要因の一つであるが、より綿

密な検討により適切な入学者数を確保するための方策を考察しなければならない。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記２．①の効果が上がっている事項について 

11月入試での指定校推薦による入学者比率を、現在の2割程度から2.5割程度まで安定的に

引き上げ、かつ、十分な学力のある学生を選抜できるよう入学後の成績を検証することも重要

となる。推入制度検討委員会における継続的な情報収集および検討が必要となる。 

②上記２．②の改善すべき事項について 

全体の受入予定者数を減少させることなく2月の各入試種別のそれを減少させてこれまでと

おりのレベルを維持するためには、11月入試での入学比率を上昇させることが必要になる。11

月入試で安定的入学者数確保が重要かつ急務であることの認識を学部構成員の間で共有し、現

実的・具体的方法を検討しなければならない。 

 

以上 
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2013 年度総合政策学部自己点検・評価報告書 

 

総合政策学部自己点検・評価委員会 

 

≪理念・目的≫ 

１．現状の説明 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

 2008 年 4 月に制定された「南山大学の目的に関する規程」では、本学部の理念を、「社会

科学の諸学問領域の成果を積極的に取り入れつつ、世界の構造転換に伴う新たな問題の発

見を試み、発見した問題を文明論的な視座のもとに、既存の社会科学の手法を総合して問

題解決の方向を見出すことを教育研究上の目的とする」と定義している。この理念・目的

について、毎年作成する「自己点検・評価報告書」を教授会における報告事項とし、学部

全教員により検証を行っている。とりわけ、「文明論的視座を踏まえた政策科学の展開」と

いう学部独自の理念を具現化すべく、文明論科目担当者と政策系科目担当者とが互いの領

域の接点や連携を意識しながら授業展開を工夫するよう機会あるごとに呼びかけている。

その他、学科説明会や学部紹介リーフレット作成の際にも、理念・目的の説明を盛り込ん

でおり、その都度、内容の適切性が吟味されている。本年度は特に、2017 年度のキャンパ

ス統合に向けた学部改組のために学部内将来構想委員会を組織して定期的に会合を開き、

学部の理念・目的の見直しやカリキュラム改正案を検討してきた。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

本年度も、ゼミ単位による地域活性化プロジェクト、NAP や学外体験プログラム等のフィ

ールド系科目、外部実務者による総合政策連続講義 Aや外交講座、更には他大学とのイン

ターゼミ活動や環境・防災をテーマとする学部内共同研究等が企画・運営され、本学部・

学科ならではの理念・目的に則した教育活動が展開された。これら学部学科独自の科目・

ゼミ活動自体が学部の理念・目的の検証に基づく対外的広報活動を兼ねるものでもあり、

本年度は更に、学部紹介リーフレットをリニューアルし、高校生や保護者に対して視覚的

により効果的に訴える広報活動を展開させ、一定の成果を上げることができた。 

②改善すべき事項 

 2017 年度のキャンパス統合に向けたカリキュラム改正のために、学部学科の理念・目的

を新たに見直し、その見直された理念に基づく新しいカリキュラムの再構成を検討中であ

る。その具体的理由は、学部開設時点での設置趣意書にある「問題発見・問題解決型の学

部」との理念・目的が、開設後 14 年目を迎える現在では、社会科学系の他学部他大学が総

じて同様の理念・目的を掲げるようになり、本学部独自の理念としての意義が失われたた

めである。本年度、学部内将来構想委員会ならびに学部教授会では、新たな理念・目的と

して「文明論的価値の具現と持続可能社会の実現」という基本コンセプトを掲げ、目下、

この新理念の下に新たなカリキュラムを組み直す作業を続けている。改正案の基本方針や

大枠は既に確認されており、新しい学部理念を十全に実現・具体化可能なカリキュラム構

成と科目内容を更に詳細に吟味することが検討課題となっている。 
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３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

2.①に挙げられた学部独自の企画は、一部を除いて既に 10 年以上継続されてきたもので

あり、これらを更に継続展開させつつも、内容を一層魅力あるものへと深化させるべく、

個々の企画同士の連携やコラボレーションなど、学部学科全体の統合的な企画として再検

討することが可能であろう。他方、連携による内容の充実のみならず、これら全体を学部

独自の所産として積極的に外部へ発信していけるよう、対外的な広報戦略を睨んで組織

的・有機的に統合管理することが求められる。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 2.①に挙げられた従来の個別的な企画に留まらず、学部学科全体で取り組む、より規模

の大きな、かつ先進的な内容のプログラムやカリキュラムを積極的に打ち出すことが可能

となるよう、いわば学部学科の「体質改善」と「体力強化」が求められている。そのため

には、カリキュラム改正の中身を、それらの改善要請に実質的に応えられるよう現時点か

ら練り直し、確実に理念・目的を具現する魅力的な科目内容・構成へと再編成する必要が

ある。その上で、独自科目の立ち上げや教員による論集出版、タイムリーなテーマに則し

たシンポジウムの開催等の学部企画について、教員負担には十分に配慮しつつ段階的に準

備し、3年後のキャンパス統合時での実現をめざしたい。 

 

≪教員・教員組織≫ 

１．現状の説明 

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

を講じているか。 

 本学部には、総合政策学部教育職員の研究、教育、大学運営、社会貢献の各活動につい

て評価を行うために総合政策学部教育職員評価委員会（以下、学部評価委員会）が設置さ

れており、その構成員は、学部内人事選定委員会を構成する役職者となっている。今年度

は、学部内人事選定委員会を人事案件が立ち上がる毎に開催して、その方向性を吟味し、

更に、学部内評価委員会を開催して、学部教員に求められる能力・資質などの検証作業に

ついての学部の方針確認を行った。任用・昇格については、「総合政策学部における教育職

員評価の基準と実施体制に係る内規」に従って、業績審査委員会を通して厳正かつ公平な

審査・判定がなされている。昨年度は 3名の新規任用をすべて公募で行い、また、1名の教

授昇格人事、更に 2名の外国人教員の任期を定めない任用のための業績審査・判定を行っ

た。新規任用人事については、公開の模擬授業を課すことにより、候補者が期待される水

準の能力・資質を備えているかについて、より公平で客観的な評価を行うようになってい

る。教員の資質向上のために、昨年度は 10 月に、総合政策学部 FD 企画として、教職セン

ター教員による「当日ブリーフレポート方式（BRD）を用いた講義の進め方」と題する講演

会を行って、学生を授業内容に集中させるためのより効果的な講義方法について研修する

機会が設けられた。また、3年前から学部共通研究費の一部を原資とするプロジェクト型研

究費制度を導入し、分野の異なる教員からなる学部内共同研究の機会が、教員の自発的な

呼びかけにより設けられており、昨年度は、「大震災に対する減災と復興に関する総合政策

学的研究」と題するテーマの下、研究会が催された。 



 

- 76 - 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

本年度も、新規任用人事に際して 3件の模擬授業を行ったが、これらは、同時に学部主

催の授業改善のための FD 活動として位置づけられており、教員の能力・資質向上のための

有効な機会として機能している。また、外務省首席事務官を招いて学部主催の外交講座を

開催し、多数の学生、教員が聴講したが、政策の現場で要職を担う外部講師の講演会等を

催すことも、教員の能力・資質向上に繋がる貴重な機会となった。 

②改善すべき事項 

今後、キャンパス統合や学部改組を踏まえ、学部評価委員会を中心に教員評価の基準を

見直す必要があると同時に、見直された基準に則して、より多角的かつ精緻に評価を行い、

基準を満たしていない教員に対しては有効な助言や指導を具体的に行っていく必要がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

教員の能力・資質向上のためには、模擬授業や講演会といった受動的な FD 企画のみなら

ず、学部内共同研究や各種研修活動の中で実際に作業に参加することで新たな知見を獲得

していくという能動型のプロジェクトが求められる。学部主催の共同プロジェクトの機会

を増やし、オープンキャンパス等での対外的な広報活動やインターゼミなどの活性化を通

して他大学との共同企画に参加する機会も増やすことができれば、能力・資質開発のため

の更に有効な環境を整えることができるだろう。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 学部評価委員会の活動頻度を高め、教員の能力・資質についてより公平かつ客観的な評

価ができるよう基準やその適用方法自体の見直しが求められる。業績や活動面で不足が認

められる教員に対して、学部内役職者が一方的に改善を通告するというばかりでなく、実

際に改善が具体的に実現できるように、教員同士が互いに検証し助言し合うといったグル

ープによるサポート体制の構築も検討の余地があるだろう。 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明 

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

証を行っているか。 

 教育目標や学位授与方針については「３つのポリシー」を公にし、本学 Web サイトによ

り公表し、かつ入試要項別冊紙等にも掲載して広く周知させている。教育課程の編成・実

施方針の適切性については、本年度は特にキャンパス移転に伴う学科カリキュラム改正に

むけて、学部内将来構想委員会等を組織して定期的に会合を開き、教育課程の見直しと実

施方針の適切性に関する検証を行った。 

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

本年度は、従来の方針に基づいた教育内容を踏襲しつつ、各種ガイダンスの内容を充実

させるなど科目履修上の学生への配慮を強化した。それと平行して、キャンパス統合後の

新たな学科教育課程の編成・実施方針を再検討するところから開始し、どのような教育内
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容をいかなる構成で展開させるのが妥当であるのか検討を重ねている。 

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

結びつけているか。 

 学生による授業評価や、その評価に対する教員自らの評価報告に従って、全科目の教育

内容・方法・成果に関する検証・改善策の検討を行っている。NAP や学外体験プログラムな

どフィールド系科目については、NAP 報告会や担当者会議を設けて反省意見や改善案を次の

プログラム実施にフィードバックできる体勢が整えられている。総合政策連続講義 Aや学

外体験プログラムにはそれぞれ審査・評価委員会が設けられており、成績評価や内容の適

切さ、運営の方法等について検証を行っているが、審査・評価委員会のあり方や評価方法

についてより適切なあり方へと見直しを検討する必要性が指摘されている。 

・教育目標に沿った成果が上がっているか。 

 学生による授業評価や、その評価に対する教員自らの評価報告の内容を見れば、ごく僅

かに評価点が低いケースも見受けられるものの、概ね科目ごとの教育目標は達成されてい

る。本年度、日本政策学生会議の政策フォーラムにおいて、本学部のゼミ（プロジェクト

研究）の一つの発表が国際分科会にて分科会賞を受賞したことは、本学部の教育目標に沿

った成果が上がっていることを示す証拠に他ならない。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

NAP や学外体験プログラムの実施・運営とその成果ならびに運営プロセスにおける PDCA

サイクルが有効に機能している点が、本年度実施された認証評価において高く評価された。

また、さまざまな問題を抱えた留学生に対する学部学科全体での配慮やサポートの取り組

みが、少しずつではあるが改善に向けて有効に働きつつある。 

②改善すべき事項 

 NAP を希望する学生が、政治情勢などの影響もあって国によっては集まらないケースが生

じており、引率教員の確保も含めて NAP の魅力を学生に訴える方法や、安全で安定した実

施・運営が可能な体制を構築・維持していく必要がある。留学生の受け入れ枠について、

長年に亘り留学生を送ってこない海外機関があり、優秀かつ将来性のある留学生を毎年確

実に確保するためにも、送り出し機関や受け入れ枠の見直しを図る必要がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

NAP と留学生の受け入れとをより緊密に連携させ、NAP 受け入れ機関と留学生の送出し元

とが旨くタイアップできるような仕組みを構築したり、あるいは、受け入れた留学生が NAP

の事前学習や帰国後のフォローアップなどでもサポートに入るような仕組みを強化できる

ならば、両方のプログラムの相乗効果が期待できるだろう。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 キャンパス統合を見据えて、NAP を科目上どのように位置づけるか慎重に検討中である。

引率教員の負担軽減のためにも、一部の教員のみに業務が集中せざるを得ないという状況

を解消し、本学部の教員であれば誰でも担当できるという内容にするか、あるいはフィー
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ルドワーク中心の内容として、特定の教員が半ば専属で一つのプログラムを担当し続ける

といった内容に転換するなどの抜本的な見直しを検討する必要があろう。 

 

≪学生の受け入れ≫ 

１．現状の説明 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

 本学部では、学部内入試検討委員会を設けて、一般入試の募集人数や推薦入試枠の見直し

などについて定期的な検証を行っている。留学生の受け入れについては、国際教育センタ

ーと緊密に連携を取りながら、成績優秀かつ志望動機が明確な留学生を受け入れられるよ

う、選考過程の透明性、公平性が十分に確保される制度への見直しを検討している。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

受け入れ人数の検討から合否判定に至るまでの過程に、学部長、学科長、合否判定委員

のみならず、学部内入試検討委員会を構成する複数の教員が加わるようになったことで、

より公平かつ正確な判断が可能となった。本年度は特に合否判定と入学者数確保に苦慮し

たが、 終的に目標としていた人数に近い結果を出せたことは、学部内入試検討委員会が

十分に機能を発揮し、その成果が現れているものと評価できる。 

②改善すべき事項 

本年度は、留学生の人数も含めて、推薦入試による入学者数が例年より少なかった分、

一般入試での受け入れ者数確保に留意したが、他方、一定水準の偏差値を維持する必要に

も迫られ、合否判定の際に厳しい判断を迫られた。次年度は、推薦入試について確実に枠

を満たすべく入学者確保に努める必要がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

学部内入試検討委員会での分析・判断結果を重視し、それを、例えば推薦入試での入学

者確保へと実際に結びつける方策立案とその着実な実現が求められる。また、キャンパス

統合の公表が学生募集に与える効果を考慮して、広報戦略と連携した学生リクルートの工

夫や、併願した合格者の動向を適格に予測すべく、より緻密な合否判定作業が求められる。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 次年度は、指定校推薦の推薦枠について更に検討を加えるとともに、可能な限り多くの

高校が推薦者を送ってくれるよう、推薦枠のある高校に対する訪問や出前授業、各種ＰＲ

活動を強化する必要がある。とりわけ、学園内単位校からは可能な限り指定枠数を満たす

推薦者が確保できるよう、進路指導教員などとの協議を重ねる必要がある。留学生につい

ても、優秀な学生を確実に確保すべく、推薦基準を柔軟に見直すとともに、教職員が必要

に応じて直接候補者と面接するなど積極的なリクルート活動が必要とされる。 

 

以上 
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2013 年度情報理工学部自己点検・評価報告書 

 

情報理工学部自己点検・評価委員会 

 

≪理念・目的≫ 

１．現状の説明 

学部の理念は、高度情報社会での現代的な課題を取り扱う研究教育を行うことである。

学部の目的は、このような高度情報通信社会の中にあって、情報処理と通信ネットワーク

技術、数理的思考力・問題解決能力、ならびにそれらの技術を用いるにあたっての倫理観

を身に付け、多様な価値観を理解できる国際感覚豊かなソフト系技術者を養成することで

ある。この理念・目的は 2008 年に制定された「南山大学の目的に関する規程」に明記され

ており、それを更に具体的に表現しなおしたものが大学 Web ページに掲載されている。 

南山大学では高度情報化社会の変化に対応し、2000 年度（平成 12 年度）に設置した数理

情報学部を 2009 年度（平成 21 年度）に情報理工学部と名称変更し、ソフトウェア工学科、

システム創成工学科、情報システム数理学科の 3学科体制とした。更に 2014 年度（平成 26

年度）からはシステム数理学科、機械電子制御工学科、ソフトウェア工学科の３学科から

なる理工学部に改組した。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

既に述べたように、本学部の理念と目標は明確に設定され公開されている。この理念と

目標に基づいた教育の効果については、求職者の 80%以上が各種製造業、情報処理産業なら

びに教職に就いていることから見て取れる。求職者のほぼ全員が内定している(2013 年卒業

生)ことからも本学部の理念と目的は社会の要請に応えているといえる。 

②改善すべき事項 

近年の技術の進歩は著しく、その技術の進歩に対応できる技術者の養成が社会から求め

られている。情報理工学部では、そのような人材を輩出するような教育を行っているが、

社会情勢に敏感になり、卒業生の社会での評価を継続的に見て、教育の目的に沿った人材

育成をおこなっているかどうか点検する仕組みが必要である。現在は学部の外部評価委員

会を年間 2回開催しているが、そのほかにも企業からの要請を教育に取り入れ、学術とそ

の応用のバランスをとることを考えるべきである。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

上述のように内定率が高く、また就職する業界も学部の目標とするところであり、卒業

生も産業界で活躍していることから、現在のところ本学部の理念・目的が社会の求める要

請に応えていると考えられる。更に、社会からの変化に対応するために平成 26 年度から情

報理工学部を理工学部に名称変更した。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

現状では、JABEE 外部評価委員会で産業界の方から評価を聞いているが、これを更に発展



 

- 80 - 

 

充実させるとともに、今後は、学会活動ならびに産業界との共同研究を通じて本学部の教

育および卒業生に対する社会からの評価を広く集めて、その結果を理念・目標の具体化で

ある教育プログラムに反映させていく。今年度は企業からの委託研究が増加した。これは

われわれの研究に関する社会からの関心が高まっていることのあらわれと考えることがで

きる。これを更に発展させる。 

 

≪教員・教員組織≫ 

１．現状の説明 

教員に求める能力・資質等の明確化については、全学的な規程である「南山大学教育職

員選考規程」に依っている。更に、学部では独自の任用・昇格基準を定めている。研究活

動が不活発な教員に対する学部長からの指導についても学部内で合意がとれており、年間

に数回面談が行われている。 

本学部は ３学科からなり、各学科は専門科目としてそれぞれ 以下の領域の教育・研究

を行っている。ソフトウェア工学科では、ソフトウェア工学領域、情報科学領域、応用技

術領域、システム創成工学科では、システム工学領域、通信工学領域、応用技術領域、情

報システム数理学科では、情報数学領域、OR 領域、統計学領域である。学部が開設する科

目は、これらの領域の専門科目に加えて、学部共通科目がある。主要な科目は学生の学び

に大きく影響し、専任教員が責任をもって担当する必要があり、したがって、教員組織は、

３学科 ９ 領域のバランスと学部共通科目の教育をふまえて構成している。 

教育・研究活動は、若年教員層の新たな発想・視点の提言と実年教員層の教育経験が有

効に関連しあって成果が生まれるという認識にたち、組織の年齢構成も 30 歳前後から 60 

歳台までの幅広い人材で構成されている。実習・演習科目での少人数教育を徹底するとい

う本学部の教育目標を達成するためにおおむね適切な教員数を配置している。 

教授会が、学部の教育研究分野での意思決定機関であり、情報共有、課題の洗い出し、

改善策の審議などを行っている。また、学部として全員参加の FD 講習会を開催し、特に基

礎教育である数学、プログラミング、物理学の講義内容、達成度、課題、今後の進め方、

専門科目との連携について議論している。複数の教員が分担する科目、とりわけ数学演習、

プログラミング実習、物理学などでは適宜、教員間の連絡会を開催し、講義内容や評価方

法の統一、課題の解決を行っている。これらについては記録を残している。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

本学部は、任用・昇格基準において、他の有力大学理工系学部と比較して同等以上の水

準を維持するため、開設当初から、本学部独自の任用・昇格基準の内規を作成する必要が

あると認識して遂行してきた。長年にわたって研究業績がない教員に対しては、学部長が

該当教員に事情を聴取するなどして、改善を働きかけている。また今年度は、大学院の改

組に伴って、研究成果を特に入念に点検した。その際に、研究成果があがらない教員に対

しては、研究計画書の提出を求め、学部長が継続的に研究計画の遂行状況を観察すること

とした。この結果、大半の教員が理工学部にふさわしい研究成果をあげている。また、教

育能力については 2年前から教育表彰制度を設けており、2013 年度についても 2014 年 4 月
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以降、表彰を行う予定である。 

本学部は以下の領域の教育・研究を行っている。すなわち、ソフトウェア工学領域、情

報科学領域、システム工学領域、通信工学領域、情報数学領域、OR 領域、統計学領域であ

る。教員の年齢構成は、60 歳代、50 歳代、40 歳代 、30 歳代 のバランスが取れている。 

②改善すべき事項 

教員の研究活動は活発であるが、質・量ともにより一層の飛躍が課題である。また、現

在の体制を基盤に更なる分野拡大も長期的な課題である。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

学部として全員参加の FD 講習会を開催し、特に基礎教育である数学、プログラミング、

物理学の講義内容、達成度、課題、今後の進め方、専門科目との連携などについて議論し

ている。更に、複数の教員が分担する科目、とりわけ数学演習、プログラミング実習、物

理学などでは適宜、教員間の連絡会を開催し、講義内容や評価方法の統一、課題の解決を

行っている。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

教員の研究活動は活発であるが、より一層の飛躍を遂げるため教員が連携したプロジェ

クト型の研究、外部機関との共同研究などを推進する。また、現在の体制を基盤に更なる

分野拡大も視野に入れ、幅広い分野からの任用計画を策定する。また、研究業績のない教

員については、10 年間学部長の面談を続けても改善が見られない教員もあり、実効性のあ

る何らかの対策が必要である。 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明 

・情報理工学部においては JABEE に基づく明確な教育目標を設定しており、カリキュラム・

ポリシーおよびディプロマ・ポリシーはそれにそって設定されている。JABEE の認証を

受ける際にそれらの適切性は検証される。 

・情報理工学部の各科目は JABEE に基づいて学修目標を定めており、全体として均整のと

れた内容となっている。更に、卒業研究は学科の集大成として位置づけ重視している。 

・先に述べたように FD 報告会で教員間の意見交換を行っており、改善に結びつけている。 

・JABEE コースは 5年目であるが、前身の数理情報学部のコース修了生は少数であるが、毎

年着実に出ており、一定の成果はあげているといえる。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

情報理工学部では JABEE コースを設置しているため、学生に対して明示的にカリキュラ

ムが示しており、教育目標と科目の対応がはっきりしている。また、そういった状況の周

知や記録の保存を行っている。 

②改善すべき事項 

情報理工学部のカリキュラム体制は教職との関連部分で未整備の部分があり、順次整備
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していく必要がある。また、学部初年次教育、特に高校の指導要領への対応を強化すべき

である。更に、評価の視点では卒業後の評価が欠けている。更に JABEE による教育改革は

一定の成果をあげたが、それを更に効率的で実質的なものにする方策を考える必要がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

JABEE の導入により教育方針の徹底と評価の厳格化が行えるようになった。その上で

JABEE の新たな指針に対応するコースの更なら整備に着手する。また、周知や記録の保存の

体制をより実質的なものにし、新たな教育改革の方策を考える。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

教職にかかわるカリキュラム区分の見直しなどを検討する。高校の新指導要領に備えて

科目内容の見直しを行う。JABEE コースの効果の判定、卒業後の評価をどのように行うか議

論する。JABEE コースの登録者の増加も課題である。 

 

≪学生の受け入れ≫ 

１．現状の説明 

情報理工学部としてアドミッション・ポリシーを示し、Web ページで公開している。 

アドミッション・ポリシーには、高等学校における数学の基礎学力、物理あるいは化学、

ならびに英語の基礎学力を有することを求めている。これは、入学者選抜試験の出題範囲

に明示されている。2015 年度から名古屋キャンパスに移転することが決まり、また学科別

の入試を行ったことで、志願者が増加した。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

本学部では日頃の教育研究に加えて、本学部への進学者の多い高等学校には年に 2回、

教員が分担して訪問し、進路指導の先生に指定校推薦の趣旨や本学の特徴を説明して、意

欲ある高校生に対する働きかけを依頼している。更に、要請のあった高校には、教員自が

出向いて模擬授業を行うなど、高等学校の生徒に対し積極的な広報活動を行っており、一

般入試および指定校推薦では毎年一定の志願者を確保している。 

②改善すべき事項 

上記のような努力にもかかわらず、本学部への志願者数総数が減少する年度もある。こ

の理由として、情報理工学という学問分野の内容や社会へのインパクトを高等学校の生徒

に十分に伝えきれていないことが考えられる。また、学園内系列高等学校からの入学者が

少ないという状況が続いている。これらの課題を解決するため、広報活動の強化だけでな

く、カリキュラムそのものの見直しを定常的に進める。具体的には、中部地区は製造業が

集積された地域であることから、このような産業界に人材を送り出せるよう学生の設計能

力向上に資するカリキュラムを強化する。 
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３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

高等学校の教員ならびに生徒に対する広報活動や出張授業、オープンキャンパスにおけ

る実験室見学を継続する。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

平成 26 年度からの理工学部への名称変更を周知するために、高等学校の教員ならびに生

徒に対する広報活動や出張授業におけるツール（パンフレット、説明資料など）を整理・

体系化して、これまで以上に組織的なアピールに取り組む。また、学園内系列高等学校の

教員との連携強化に向けて、定期的な話し合いの場を設けるとともに、生徒に対しても本

学部の教育・研究の特徴と魅力を訴え、更にこれらの高等学校出身の学生から率直な意見

を語ってもらう場を設けていく。更に、広報活動の強化だけでなく、教育プログラムその

ものの見直しを定常的に進める。具体的には、中部地区は製造業が集積された地域である

ことから、このような産業界に人材を送り出せるよう学生の設計能力向上に資する教育プ

ログラムを強化する。 

 

以上 
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2013 年度ソフトウェア工学科自己点検・評価報告書 

 

ソフトウェア工学科自己点検・評価委員会 

 

≪理念・目的≫ 

１．現状の説明 

・学部・研究科等の理念・目的の適合性について定期的に検証を行っているか 

情報理工学部ソフトウェア工学科は 2009 年度に学部名称が変更されて開設された。その

理念・目的は、情報化社会の深化と技術の進化に対応したソフトウェア工学専門技術者を

育成することである。 

この適合性の確認は、卒業者の進路の把握、外部評価委員会(9 月,1 月の各 1回)での検

討、学部長表彰時の学生からの意見聴取によって、定期的に行っている（根拠資料 学科

長から学科構成員宛のメイル(7 月 17 日発信,12 月 13 日発信)、第 17 回理工学研究科委員

会記録(報告 1)、2013 年度外部評価委員会記録(第 1回、第 2回)、第 4回情報理工学部教

授会報告資料 3）。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

ソフトウェア工学科の就職は、本学科の趣旨にあった選択がされている（根拠資料 

南山ブレティン 188 号）。また、就職状況は良好で、卒業者数 70 名のうち、就職者 57、

進学者 7である。就職率(就職者／就職希望者)は 57/59=96.61%、(就職者／(卒業者-進

学者))は 57/63=90.48%で、いずれも 90%を超え、進路把握率は 100%であった(根拠資料 

2013 年度学科学部別進路状況【確定版】)。 

②改善すべき事項 

 大学院進学率は 7/70=10%であり、改善が必要と考える。 

卒業生の社会的評価を検証するため、外部評価委員会において企業へのアンケートを

実施しているが、総じて良い評価を得ている。前身の数理情報学部を含めても卒業生を

送りだして日が浅いためか、企業内での担当者レベルとしての評価と考えられる。今後、

管理職という立場になった段階での活躍度を確認する必要がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

 卒業後の進路については、より多くの情報が学部・学科内で共有できれば、適切な進

路指導につながると考える。また、他大学との比較により、学生募集に有効な情報は活

かしていきたい。 

外部評価委員会を中心として外部から見た評価を随時取り入れ、適切な人材につい

て常に考慮し、学部のカリキュラム改善を含めて様々な方策を検討していく。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 2013年度からの理工学研究科は、学部の3学科に対応した3専攻をもつ研究科である。 

本学科の目的をより高度に達成できる専攻として、大学院進学を勧めていきたい。 
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JABEE 外部評価委員会において入社して数年の社員一般に対する評価を、また企業ア

ンケートにより本学部卒業生に対する評価を得ているので、それらを継続する。 

 

≪教員・教員組織≫ 

１．現状の説明 

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

を講じているか 

 教員に求める能力・資質等は、「南山大学教育職員選考規程」に加え、学部として、「情

報理工学部における教員評価の基準と実施体制に係る内規」を定めることで明確化してい

る（根拠資料 「南山大学教育職員選考規程」、「情報理工学部における教員評価の基準と

実施体制に係る内規」）。  

 教員の資質の向上を図るための方策として、全学で行う「学生による授業評価」、学部で

行う FD・自己点検報告会、FD 講演会、教育業績の表彰制度がある(根拠資料 2013 年（平

成 25 年）度 FD・自己点検報告会資料)。更に、研究活動が不活発な教員に対する学部長

からの指導を行っている。 

  

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

学部としての選考・昇格基準の内規を設けたことは、教員の能力に応じた教員配置に

つながっていると考える。教員の研究活動については、 1 年間で全く業績のない教員

の比率は低く抑えられている (根拠資料 南山大学研究業績システム)。 

FD・自己点検報告会は、全員参加で、授業の実践例などが紹介される。2013 年度は、

学部で共通して教育する科目のうち、「情報数学」、「基礎演習」の実践例が紹介され、

他の科目との関連の視点などから意見が交換された。学部全体の教育の改善につながる

と考える。 

②改善すべき事項  

研究業績について学部長からの助言が継続している教員もおり、研究活動の活発化が

必要である。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

今後も、学部としての選考・昇格の内規を厳格に適用する。FD・自己点検報告会、FD

講演会，教育業績の表彰制度も継続し、その報告会での議論を中心として、教育におけ

る教員の資質向上につなげる。  

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 学部として、研究活動が不活発な教員へ助言するシステムを検討中である。  

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明 

・教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に検
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証を行っているか 

情報理工学部においては JABEE に基づく明確な教育目標を設定しており、カリキュラ

ム・ポリシーおよびディプロマ・ポリシーはそれにそって設定されている。JABEE の認証を

受ける際にそれらの適切性は検証される。 

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

各科目においても JABEE に基づいて学修目標を定めており、全体として均整のとれた内

容となっている。更に、卒業研究を、学部での勉学の集大成と位置づけ重視している。 

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

結びつけているか 

先に述べたように FD・自己点検報告会において教員間で意見交換を行っており、改善に

結びつけている。一方、2013 年度は、初年次の数学教育についても検討している。 

・教育目標に沿った成果が上がっているか 

JABEE コースは 6年目であるが、コース修了生は毎年着実に出ており、一定の成果はあ

げているといえる。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

情報理工学部では JABEE コースを設置しているため、学生に対して明示的にカリキュ

ラムが示せており、教育目標と科目の対応がはっきりしている。また、そういった状況

の周知や記録の保存などもしっかり行っている。また、学生にとって卒業論文作成過程

で得る経験は非常に大きく、今年度も着実に成果をあげたと考える。 

初年次の数学教育について検討し、中間試験を学部として行うしくみを作ることがで

きた。具体的には、応援監督がこのしくみによって決まる。 

②改善すべき事項 

 理工学部としての 2014 年度入試からは学科別募集となり、カリキュラムも学科の独自

性が意識されたものに変わる。これに応じて、研究室の配属方針などの詳細を検討すべ

きである。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

FD・自己点検報告会や外部評価委員会を継続し、教育の評価を続ける。 

初年次の数学教育における中間試験について、その成果を検証する。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

研究室配属や卒業研究指導などの理工学部としてのカリキュラムの詳細を検討する。  

 

≪学生の受け入れ≫ 

 情報理工学部は学部一括入試を行っているため、この項目は学部の報告書に譲る。 

 

以上 
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2013 年度システム創成工学科自己点検・評価報告書 

 

システム創成工学科自己点検・評価委員会 

 

≪理念・目的≫ 

１．現状の説明 

情報理工学部システム創成工学科は 2009 年度に開設され、2014 年度に理工学部機械電

子制御工学科と改称される。本学科は、中部地区が工業生産の中心地であり、この工業に

貢献する技術者を養成すべく、ものづくりに必要な学問を体系的に教育・研究することを

目的として開設された。特に、工学システムにおける企画から設計、開発、運用の各段階

で問題発見とその解決能力を養うため、数学や物理学の基礎を重視した教育・研究を行っ

ている。このような目的の適切性に関し、学部教授会において各学科を横断的に検証して

いる（根拠資料：第 4回情報理工学部教授会記録、第 17 回理工学研究科委員会報告）。ま

た、外部からは、JABEE 外部評価委員会（理工系の教育界と産業界から専門家に来ていただ

き本学部と学科の教育プログラムを評価点検する組織）に検証をいただいている（根拠資

料：2013 年度第 1回および第 2回外部評価委員会記録）。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

今年度は第 2期生が卒業した。実績としては、進路把握率：100%、就職希望者に対す

る就職率：98.15%、卒業生の 30%以上が大学院へ進学、となり成果が上がっていると思

われる。また、就職先の約 80%は各種製造業、情報処理産業であり、学科の理念と合致

していた。 

②改善すべき事項 

卒業生の社会的評価を検証するため、企業へのアンケートを実施しているが、総じて

良い評価を得ている。前身の数理情報学部を含めても卒業生を送りだして日が浅いため

か、企業内での担当者レベルとしての評価と考えられる。今後、管理職という立場にな

った段階での活躍度を確認する必要がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

3,4 年生は研究室に所属しているので、指導教員から大学院進学をアピールする活動

を続ける。また、初年次の学生に対してもキャリアガイダンスの一環で大学院進学の意

義を訴える。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

JABEE 外部評価委員会において入社して数年の社員一般に対する評価を、また企業ア

ンケートにより本学部卒業生に対する評価を得ているので、それらを継続する。 
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≪教員・教員組織≫ 

１．現状の説明 

全学で定めている「南山大学教育職員選考規程」に加え、「情報理工学部における教員

評価の基準と実施体制に係る内規」を定めて、教員に求める能力・資質等を明確化してい

る（根拠資料：「南山大学教育職員選考規程」、「情報理工学部における教員評価の基準と実

施体制に係る内規」）。昇格および任用については、この内規に基づき厳格な審査を行って

いる。 

教員の資質の向上を図るため、全学の「学生による授業評価」に加え、学部として「FD・

自己点検報告会」、「FD 講演会」、教育業績の表彰制度、を実施している。また、研究業績が

不十分な教員に対しては、学科長が同席して学部長からの指導が行われている。 

教員 1名が退職したのち、その欠員が生じている。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

学部としての内規により、教員の能力に応じた適切な教員配置につながっている。ま

た、教員の研究はおおむね活発に行われている（根拠資料：南山大学研究業績システム）。 

教育面では、「FD・自己点検報告会」において初年次の基礎科目の授業内容と達成度

について、「FD 講演会」において学習障害を抱える学生の特徴についての発表と意見交

換がなされ、各教員の教育や指導に反映された。 

 

②改善すべき事項 

研究業績について学部長からの助言が継続している教員もおり、研究活動の活発化が

必要である。 

大学院教員の採用を行う必要がある。特に、大学院の博士前期ならびに後期課程の研

究指導も可能な教員が望まれる。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

学部としての内規を厳格に適用して昇格・任用を行う。また、「FD・自己点検報告会」、

「FD 講演会」、教育業績の表彰制度を継続して、教育に関する資質の向上を図る。 

 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

学部として、長期にわたって研究活動の不活発な教員に対する助言を制度化する方策

を検討している。 

また、教員の新規採用に向けて、在籍している教員が候補者の選定を進めている。 
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≪教育内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明 

情報理工学部において学習教育目標を定め、この目標にしたがってカリキュラム・ポリ

シーならびにディプロマ・ポリシーが設定されている。また情報理工学部は JABEE の認証

を受けて、カリキュラムの国際的な同等性を担保しているが、JABEE の継続的な審査の段階

で学習教育目標の適切性が検証される。 

学部の科目だけでなく、学科科目も上記の学習教育目標を達成するために配置しており、

全体として教育課程の編成・実施方針に則ったものとなっている。また、卒業研究は、そ

れまでに学習した成果をまとめるとともに、その結果をプレゼンテーションする場となっ

ている。 

上述の「FD・自己点検報告会」が教育成果を点検する場となっている。また、卒業研究

において同一の評価項目に基づき複数の教員による評価を行っているとともに、就職率に

関する結果も共有されており、これらの活動を通じて全体としての教育成果を点検してい

る。 

就職率は良好であるとともに、JABEE コース修了生も着実に出ており一定の成果を上げ

ている。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

JABEE 認証との関連もあり、学生にはシラバスの中で学習・教育目標と科目との関連

を明示しており、科目間の関連もわかりやすくなっている。また、卒業研究では上述の

ような評価を行っているため透明性が確保されるとともに、論文作成とプレゼンテーシ

ョンを通じて主体的な行動力も養われている。 

初年次の数学科目において中間試験を行うこととし、これによって日常的な学習を一

層促すことになると期待される。 

 

②改善すべき事項 

理工学部のカリキュラム編成の中で教職関連の科目の整備や科目内容の見直しが行

われた。その一環として 1年次から実験を実施することとなったが、その成果を検証す

る必要がある。また、研究室への配属方針を検討してゆく。 

学部全体にも関連するが、JABEE コース登録者を確保するため、このメリットを学生

に訴えていく。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

「FD・自己点検報告会」や「外部評価委員会」を通じて教育内容の点検を継続する。

また、教育内容の国際的な同一性を担保するため、JABEE 認証の受審を継続する。さら

に、卒業研究を重視した教育と評価を継続する。 
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②上記 2.②の改善すべき事項について 

定期的に新しい実験科目における達成度と妥当性を検証する場を設ける。また、研

究室配属の方針を検討する。 

JABEE については特に関連する講義の中で、その意義を訴えていく。 

 

≪学生の受け入れ≫ 

情報理工学部は学部一括入試を行っているため、この項目は学部の報告書に譲る。 

 

以上 
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2013 年度情報システム数理学科自己点検・評価報告書 

 

情報システム数理学科自己点検・評価委員会 

 

≪理念・目的≫ 

１．現状の説明 

・学部・研究科等の理念・目的の適合性について定期的に検証を行っているか。 

情報理工学部情報システム数理学科は 2009 年度に学部名称が変更されて開設され、2014

年度に理工学部システム数理学科と改称される。その理念・目的は数学とコンピュータを

用いて 3つの分野「OR」「統計学」「情報数学」を学び、現在社会の問題に取り組む情報ア

ナリストを育てることである。 

この適合性の確認は、卒業者の進路の把握、外部評価委員会(9 月,1 月の各 1回)での検

討、学部長表彰時の学生からの意見聴取によって、定期的に行っている（根拠資料 第 17

回理工学研究科委員会記録(報告 1)、2013 年度外部評価委員会記録(第 1回、第 2回)、第 4

回情報理工学部教授会報告資料 3）。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

情報システム数理学科の就職は、本学科の趣旨にあった選択がされている（根拠資料 南

山ブレティン 188 号）。就職状況は良好で、卒業者数 78 名のうち、就職者 60、進学者 14 で

ある。就職率(就職者／就職希望者)は 60/61=98.36%である。進路把握率は 100%(根拠資料 

2013 年度学部学科別進路状況【確定版】)。 

②改善すべき事項 

大学院博士前期課程システム数理の定員は 18 名であり、進学者が 4名足りていない。 

卒業生の社会的評価を検証するため、企業へのアンケートを実施しているが、総じて良い

評価を得ている。前身の数理情報学部を含めても卒業生を送りだして日が浅いためか、企

業内での担当者レベルとしての評価と考えられる。今後、管理職という立場になった段階

での活躍度を確認する必要がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

 卒業後の進路については、就職内定率も高く、就職先は各種製造業、情報処理産業、金

融・保険業、インフラ系ならびに教職など多くは情報システム数理に合致した業種に就職

している(キャリア支援室 2013 年度就職者データの資料)。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 社会に要求される人材も変化していくと思われる。それにともない教育の見直しおよび

いつの時代も必要とされる基礎科目の充実も必要である。2014 年度より 1年生春学期の科

目「理工学概論」にレポートだけでなく期末試験を課すことにした。より高度な技術を身

に着けさせるために 2013 年度に設置された理工学研究科システム数理学科への進学も勧め

る。 
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≪教員・教員組織≫ 

１．現状の説明 

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

を講じているか。 

 教員に求める能力・資質等は、「南山大学教育職員選考規程」に加え、学部として、「情

報理工学部における教員評価の基準と実施体制に係る内規」を定めることで明確化してい

る（根拠資料 「南山大学教育職員選考規程」、「情報理工学部における教員評価の基準と

実施体制に係る内規」）。  

教員の資質の向上を図るための方策として、全学で行う「学生による授業評価」、学部で

行う FD・自己点検報告会、FD 講演会、教育業績の表彰制度がある(根拠資料 2013 年度 FD・

自己点検報告会資料)。更に、毎年、研究活動が不活発な教員に対する学部長からの指導を

行っているが、本年度は指導受ける教員はいなかった。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

学部としての選考・昇格基準の内規を設けたことは、教員の能力に応じた教員配置につ

ながっていると考える。教員の研究活動については、 1 年間で全く業績のない教員の比率

は低く抑えられている (根拠資料 南山大学研究業績システム)。 

教育面では、「FD・自己点検報告会」において初年次の基礎科目の授業内容と達成度につ

いて、「FD 講演会」において学習障がいを抱える学生の特徴についての発表と意見交換がな

され、各教員の教育や指導に反映された。 

②改善すべき事項  

研究業績について学部長から注意をうけた教員はいなかったが、2013 年度に研究発表等

をおこなっていない教員は研究活動の活発化する必要がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

学部としての内規を厳格に適用して昇格・任用を行う。また、「FD・自己点検報告会」、「FD

講演会」、教育業績の表彰制度を継続して、教育における教員の資質の向上を図る。  

②上記 2.②の改善すべき事項について 

学部として、研究活動が不活発な教員へ助言するシステムを検討中である。  

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明 

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

証を行っているか。 

情報理工学部においては JABEE に基づく明確な教育目標を設定しており、カリキュラ

ム・ポリシーおよびディプロマ・ポリシーはそれにそって設定されている。JABEE の認証を

受ける際にそれらの適切性は検証される。 
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・教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。 

各科目においても JABEE に基づいて学修目標を定めており、全体として均整のとれた内

容となっている。更に、卒業研究を、学部での勉学の集大成と位置づけ重視している。 

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

結びつけているか。 

先に述べたように FD・自己点検報告会において教員間で意見交換を行っており、改善に

結びつけている。一方、2014 年度は、1年生の数学教育についても検討している。 

・教育目標に沿った成果が上がっているか。 

就職率は良好である。コース修了生は毎年着実に出ており、一定の成果はあげていると

いえる。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

情報理工学部では JABEE コースを設置しているため、学生に対して明示的にカリキュ

ラムが示せており、教育目標と科目の対応がはっきりしている。また、そういった状況

の周知や記録の保存などもしっかり行っている。また、論文作成とプレゼンテーション

を通じて論理的な文章力の向上と主体的な行動力も養われている。今年度も着実に成果

をあげたと考える。 

初年次の数学科目において中間試験を行うこととした。これにより基礎の学問修得に

必要な地道な学習を日常的におこなう習慣が身につくものと期待される。 

②改善すべき事項 

理工学部としての 2014 年度入試からは学科別募集となり、カリキュラムも学科の独

自性が意識されたものに変わる。これに応じて、研究室の配属方針などの詳細を検討し

てゆく。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

FD・自己点検報告会や外部評価委員会を継続し、教育の評価を続ける。 

初年次の数学教育における中間試験について、その成果を検証する。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

研究室配属や卒業研究指導などの理工学部としてのカリキュラムの詳細を検討する。  

 

≪学生の受け入れ≫ 

 情報理工学部は学部一括入試を行っているため、この項目は学部の報告書に譲る。 

 

以上 
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2013 年度数理情報学部情報通信学科自己点検・評価報告書 

 

情報通信学科自己点検・評価委員会 

 

 2013 年 5 月 1 日に在籍した情報通信学科学生は 10 名である。卒業・退学等で、2014 年 5

月 1日の在籍者は、そのうちの 2名とる見込みである。2013 年度は 10 名全員が研究室に所

属しており、情報理工学部生と同様の体制で指導できたと考える。2014 年度も 4名の学生

が不利にならないよう適切に指導を続けたい。その他の部分は、情報理工学部およびソフ

トウェア工学科の報告書で検討する。 

 

以上 
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2013 年度数理情報学部情報システム数理学科自己点検・評価報告書 

 

情報システム数理学科自己点検・評価委員会 

 

 2013 年 5 月 1 日に在籍した情報システム数理学科学生は 8名である。卒業・退学等を除

き、2014 年 5 月 1日の在籍予定者は、そのうちの 4名となる見込みである。2013 年度は 8

名全員が研究室に所属しており、情報理工学部生と同様の体制で指導できたと考える。卒

業者は 4名で全員が就職し就職率は 100％であった(根拠資料 2013 年度学部学科別進路状

況【確定版】)。2014 年度も 4名の学生が不利にならないよう適切に指導を続けたい。その

他の部分は、情報理工学部および情報システム数理学科の報告書で検討する。 

 

以上 
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2013 年度短期大学部自己点検・評価報告書 

 

短期大学部自己点検・評価委員会 

 

≪理念・目的≫ 

１．現状の説明 

短期大学部は 2013 年度に短期大学基準協会による第三者評価を受審した。その評価基準

においては、「建学の精神が確立している」こと、「教育目的・目標が確立している」こと

が求められているが、いずれも適格と判定された（根拠資料 南山大学短期大学部基準別

評価表）。 

 短期大学部は、南山学園建学の理念である「キリスト教世界観に基づく学校教育」なら

びに教育モットーである「人間の尊厳のために」に基づいて教育目的・目標ならびに三つ

のポリシー（ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシ

ー）を策定し、それらに従って教育を実施している（根拠資料 学部作成 Web ページ 

https://www.nanzan-u.ac.jp/Dept/te/policy.html）。その点で学部の理念・目的は適切で

あると考える。 

 短期大学部ではその建学の理念や教育目標に基づく学習成果を定めており、Web ページを

通して内外に周知するとともに、教員はこの学習成果に基づき、成績評価を行っている（根

拠資料 第 4 回短期大学部 FD 会記録）。この学習成果の査定を基盤とした教育の充実・向

上を行うための PDCA サイクルに基づく体制を整えており、関係する法令のもとに、教育の

質の保証を適切に行っている（根拠資料 2012 年度第 16 回短期大学部教授会記録 2013

年度第 6回 FD 会記録）。 

 その学習成果は、教育モットーに基づく本学部の教育目的・目標に対応したものであり、

かつ社会の要請に合致した実用的なものとして策定されている。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

検証すべきはその教育が理念・目的に基づいて適切に行われているかどうかである。今

年度第三者評価を受審することで学部内の専任教員全員が理念・目的について再確認する

機会をもてた。また、FD 会において、参加した非常勤講師にも伝える機会を設けることが

できた（根拠資料 短期大学部主催「非常勤講師を囲んで」案内）。 

②改善すべき事項 

一方で、その理念、目的について学生に対しては周知する機会が少なく、十分に浸透し

ていない可能性がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

理念・目的に照らしてカリキュラムの適切性を今後も検証する。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

必修科目「キリスト教学 I・II、III」や「ラーニング・コミュニティ I・II、III・IV」
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といった授業で周知するとともに、周知度を測定するアンケートを全学部生向けに実施す

る。 

 

≪教員・教員組織≫ 

１．現状の説明 

短期大学部では、任用と昇任は、「南山大学教育職員選考規程」および「短期大学部にお

ける教員評価の基準と運営体制に係る内規」に基づいて行っている。前者においては、南

山大学の教育職員に求められる能力と資質、後者においては、短期大学の教育職員に求め

られる能力と資質について明示されている（根拠資料 上記規程および内規）。 

 教員の資質の向上を図るための方策として、研究面では学内外の学会誌などへの投稿、

研究奨励金への応募や国内外の学会での発表を奨励している。南山大学では教育研究活動

状況を研究業績システムに入力することをすべての専任教員に義務づけて Web 上で公開し

ているが、上記内規により、3年間学術論文を公刊しなかった教員に対しては学部運営委員

会が面談を行い、事情を聴取した上で助言を行うことになっている（根拠資料 上記シス

テム および内規）。 

 教育面では、FD 活動を積極的に行い、南山大学 FD 委員会での活動に加えて、学部独自の

FD 活動を行っている。学部専任教員全員参加による６回の FD 会（うち１回は非常勤講師も

参加しての実施）、講師を招いての FD 講演会を開催した他、FD ニュースが発行された。更

に、専任教員は同一科目担当者によるミーティングを定期的に開催した他、連携科目担当

者による Web 上での情報交換を行うとともに、それぞれの科目を改善するために、各ワー

キンググループがその自己点検・評価を FD 会の中で行っている（根拠資料 短期大学部 FD

会記録）。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

研究面では、短大部専任教員の 2013 年度研究業績は数の上では 2012 年度とほぼ同じよ

うになっている。研究助成の受託状況では、科研費交付が昨年度は 3件であったのが、本

年度は 4件となっており、数の上では研究が昨年度よりやや活発に行われていることを表

している（根拠資料 別冊短期大学部自己点検・評価報告書）。 

②改善すべき事項 

研究分野や研究の質などによる違いがあるので、一律に論じることはできないが、専任

教員の研究活動に多寡が見られる。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

研究活動を促進することができるように、留学、研究休暇の制度を希望者が利用しやす

い体制を整える。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

「短期大学部における教員評価の基準と運営体制に係る内規」における研究業績基準の

妥当性を検討する。 
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≪教育内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明 

南山短期大学から南山大学短期大学部への名称変更およびキャンパス移転を契機として

教育目標の見直しが行われ、それまで明文化されていなかった三つのポリシーが 2010 年度

から 2011 年度にかけて策定された。本年度はそれらが施行されてから 3年目にあたる。そ

れらの適切性についてはまだ検証を行っていないが、本年度受審した短期大学基準協会に

よる第三者評価において特に問題を指摘されておらず、適切であると判断している（根拠

資料 南山大学短期大学部基準別評価表）。 

 短期大学部英語科では、ディプロマ・ポリシーに基づいてカリキュラム・ポリシーを策

定している。その方針に基づいて、カリキュラムは４種類の科目群――「コアトレーニン

グ科目群」、「基本科目群」、「テーマ科目群」および「キャリアデザイン科目群」から成っ

ている。「自分とは言語文化の異なる他者を理解し尊重する・そのような他者と敬意をもっ

て交流する」ことを通して「人間の尊厳のために」を実践する女性を育成することに繋が

る教育内容となっている（根拠資料 学部作成 Web ページ 三つのポリシー）。 

 短期大学部では、ディプロマ・ポリシーに掲げた５つの能力（キリスト教精神の理解、

女性としての広い視野と自己の確立、英語運用能力の向上、日本文化についての理解、異

文化についての理解）を学習成果に定めている。その検証は、対応する科目の学部内担当

教員が質的・量的データの作成および分析を行い、年度末に自己点検・評価報告書で報告

するという形で本年度より行うことになった（根拠資料 2013 年度第 6回 FD 会記録）。 

 その結果は FD 会で紹介され、短大部版自己点検・評価報告書で報告される。報告書では、

現状が説明され、課題が指摘された後で、将来の具体的な改善計画が述べられている（根

拠資料 別冊短期大学部自己点検・評価報告書）。 

 課題解決に向けて、学習成果の測定を行うためのデータ収集の体制は整ったが、その質

的・量的データの分析についてはまだ始まったばかりで、その測定方法についてはいまだ

精緻化・標準化されておらず、試行錯誤の段階である。数値化が難しいケースもあり、成

果測定の方法については今後の議論が必要である。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

学習成果とは何かについての教員間で共通理解ができ、その測定に向けてデータを収集

する体制が整った（根拠資料 2012 年度第 16 回短期大学部教授会記録 2013 年度第 6回

FD 会記録）。 

②改善すべき事項 

学習成果の測定方法について精緻化・標準化されていない。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

常勤・非常勤を問わず担当者間で共通理解を深め、保てるように FD 活動を続ける。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

ワーキンググループを中心として学習成果の測定方法について検討し、精緻化・標準化
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して行く。 

 

≪学生の受け入れ≫ 

１．現状の説明 

年度内に実施された翌年度の学生募集および入学者選抜がアドミッション・ポリシーに

基づき、公正かつ適切に実施されたかの検証は、短大部内の自己点検・評価活動の一環と

して行っている。入試検討 WG が毎年度入試結果を分析し、その答申に基づいて次年度の入

試に関する方針を学科として決定している（根拠資料 短期大学部入試検討 WG 答申）。特

に 11 月入試については、2011 年度以来毎年度改善を重ねている。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

入試広報活動のうちオープンキャンパスは、アンケート結果が示すように、受験希望者

に対する訴求力の高い広報活動となっている。一般入試の受験者レベルは上昇傾向にある。 

自己推薦入試英語力重視型では審査方法を変更した結果、受験者が倍増した（根拠資料 

第 11 回学科会議資料）。 

②改善すべき事項 

一般入試では難易度が上がったことにより中位層・下位層の受験生に受験を敬遠される

傾向があり、志願者が減少している。 

全学統一入試センター併用型とセンター利用試験前期３教科型では他学部との併願率に

加えて学部内併願率が高く、合格者の確保が困難になっている。 

11 月入試では指定校、カトリック校からの志願者の減少傾向が続いている。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

学部 Web ページに加えて、公式 Facebook ページを立ち上げて、受験希望者が興味をもつ

ような情報をより多く発信し、オープンキャンパスへの参加を促す（根拠資料 短大部公

式 Facebook）。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

受験志願者を増やすには、入試方法を見直す、入試機会を増やす、推薦対象高校を増や

す、などの方策が考えられるが、受験者の学力レベルを落としてはいけないという大学全

体の方針の下では、いずれもよい結果を期待できない対処方法であり、根本的な解決とな

る可能性は低い。今できることは、アドミッション・ポリシーを受け入れ、短大部で学び

たいと希望するような受験生が短大部に興味をもつような広報活動を一層強化することだ

ろう。模擬授業と入試広報を合体させた形で高校訪問を行い、ニーズ調査や受験の現状に

関する情報収集を進めるとともに、短大部のもつ特長を一層アピールする機会を増やして

行く。 

 

以上 



 

- 100 - 

 

2013 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 

 

共通教育委員会自己点検・評価委員会 

 

１．現状の説明 

本委員会は、2005 年度に規程改正が行われ名古屋・瀬戸の両キャンパスにそれぞれ委員

会が置かれるようになって以来、名古屋キャンパス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を管掌し、全学カリキュラム委員会、学部教授会および瀬戸キャ

ンパス共通教育委員会と連携をとりながら運営を行っている。委員会は、教務部長を委員

長に、教務部次長、外国語委員会選出委員、宗教科目委員会選出委員、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出委員、および教務課長からなる。 

本年度は、春学期授業期間中に 3回、秋学期授業期間中に 4回と 2月に 1回の都合 8回

開催した。開催回数は昨年度と同様であった。 

主な審議事項と報告事項は以下のとおりである。 

・名古屋キャンパス共通教育科目の科目編成 

・非常勤講師の委嘱 

・学外授業計画 

・科目等履修生の受け入れ 

・共通教育図書費 

・共通教育科目の登録状況 

・再試験科目 

・キャンパス移転後の共通教育科目 

開講コマ数は、春学期が 579（2012 年度 579）、秋学期が 578（同 582）、通年が 1（同 1）

で、合計は 1158（同 1162）であった。合計数における科目ごとの内訳は以下のとおりであ

る。宗教科目 29（同 33）、人間の尊厳科目 48（同 47）、外国語科目 759（同 761）、体育科

目 108（同 108）、テーマ科目 111（同 106）、分野科目 88（同 90）、健康・スポーツ科目 6

（同 6）、情報科目 8（同 9）、インターンシップ科目 1（同 1）。 

また、非常勤講師の担当比率は、春学期が52.7％（同54.1％）、秋学期が53.8％（同53.6％）

であった。（第 2回委員会報告資料 10）。 

なお、2015 年度から共通教育科目を再試験対象としないことを承認し、それまでの期間

において学生に周知を図ることとした。  

キャンパス移転後の共通教育科目統合についても、2014 年度の早い時期に決定できるよ

う、継続して審議を進めた。 
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２．点検・評価 

 ①効果が上がっている事項 

  非常勤講師の委嘱や学外授業計画の審議等が適切になされ、共通教育科目の運営の点

で十分に機能をはたしている。 

外国語委員会およびテーマ科目等委員会との連携についていえば、委員長をはじめ委

員全員が本委員会の委員になっているため、両委員会での議論を本委員会に反映させ、

本委員会における意見を両委員会にフィードバックする、いわゆる双方向性において機

能的である。 

2012 年度から開講されている国際科目群については、春学期（集中含む）は 9科目で

141 名の登録が、秋学期（集中含む）は 10 科目で 108 名の登録があり、引き続き順調に

運用されている。（第 2回委員会報告資料 11 および第 6回委員会報告資料 3）。 

キャンパス移転後のカリキュラム統合についても順調に議論が進んでいる。 

②改善すべき事項 

何よりも、すべての学部・学科が共通教育を支えるという大前提があるにもかかわら

ず、十分に実行されているとはいえない点を挙げておかなければならない。国際科目群

の開設以降、専任教員の出講が増えたとはいえ、非常勤講師の担当比率を上げないよう

にするため、各コーディネーターが苦労している現状は変わっていない。 

 

３．将来に向けた発展方策 

① 上記 2．①の効果が上がっている事項について 

非常勤講師の委嘱など人事にかかわる案件や、学外授業計画など学生の安全管理にか

かわる案件については、今後とも慎重に審議を行っていく。また、テーマ科目等委員会

との連携を維持するために委員会の同日開催を継続する。非常勤講師の担当比率に対す

るチェックも継続して行う。国際科目群については、共通教育科目として開講するのに

ふさわしい担当者を見出すべく、各委員会のレベルで努力を続ける。 

② 上記 2．②の改善すべき事項について 

専任教員の担当比率が低下しつつある現状に対しては、事実の指摘はできても、本委

員会にはこれを解決するだけの権限は付与されていないので、全学カリキュラム委員会

等の場で、各学部に対して、共通教育への出講数を維持あるいは増加するよう、要請し

ていく。 

その他、中長期的な課題として、キャンパス移転後のカリキュラム統合に向けての検

討を一つの契機として、共通教育科目の配置やこれまで行われてこなかったテーマ科目

の見直し等についても、各コーディネーターをはじめ、学部選出委員の意見を踏まえつ

つ、文科省や中教審等の動向にも注意を払いながら検討し、本学における共通教育のあ

り方を議論する場としての機能を果たせるようにしていく。 

以上 



 

- 102 - 

 

2013 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）自己点検・評価委員会 

 

１．現状の説明 

本委員会は，2005 年度に改正された共通教育委員会規程のもと、瀬戸キャンパスの共通

教育科目の編成、担当者、時間割および履修に関する事項を管掌し、全学カリキュラム委

員会、学部教授会および名古屋キャンパス共通教育委員会と連携を取りながら運営を行っ

ている。委員会は，教務部次長，総合政策学部・情報理工学部各学部選出委員、瀬戸キャ

ンパス科目コーディネーター、および瀬戸キャンパス時間割編成委員から成る。 

本年度は、春学期授業期間中に 2回、秋学期授業期間中に 3回、2月に 1回、計 6回開催

した。昨年度と同じ開催回数である。 

主な審議事項と報告事項は以下のとおりである。 

 非常勤講師の委嘱 

 学外授業計画 

 科目等履修生の受け入れ 

 共通教育科目の登録状況 

 共通教育図書費 

 瀬戸キャンパス・ワールドプラザの運営 

開講クラス数は、春学期が 279(2012 年度 283)、秋学期が 234(2012 年度 238)、集中が

10(2012 年度 10)、通年が 8(2012 年度 8)で、合計は 531(2012 年度 539)であった。非常勤

講師の担当比率は、春学期が 34.8％(2012 年度 34.4％)、秋学期が 38.0％(2012 年度 37.8％)

であった。なおこれらクラス数は、1週間に複数回開講している授業については、それぞれ

数えてある。また、総合政策学部のカリキュラムにある外国語Ⅰ・Ⅱ（ＮＡＰ）は通年授

業と集中講義から構成されているため特別である。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

・名古屋の英語教育センターと連携して、ワールドプラザの利用規程を審議・制定した．

規程の制定によって、2014 年度以降のワールドプラザの運営方針を明確にすること

が期待される。 

・2015 年度以降の共通教育科目について、大学全体の方針に合わせて、再試験を行わ

ないことを審議した。引き続き、厳格な授業運営と成績付与を行っていきたい。 

・2015 年度から始まる、瀬戸キャンパスの名古屋移転に合わせて、共通教育科目の名

古屋キャンパスへの統合の議論を始めた。名古屋キャンパスの各組織との意見交換と

連携は円滑に行われている。 

②改善すべき事項 

・2015 年度から予定されている名古屋・瀬戸キャンパス統合に向けて、共通教育科目

の科目名統合に着手した。2013 年度はさまざまな角度から議論を展開してきたが、

今後は議論の収束とその後の諸規程改正へ向けた作業を行わなければならない。 
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・教員の退職や異動は，共通教育委員会で議論する事項ではないが、そのような教員の

担当科目が共通教育科目であった場合は、後任の選定と委嘱など大きな影響を受ける。

教員の退職や異動への対応を円滑に行うためには、当委員会が総合政策学部および情

報理工学部とよく連携することが必要である。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

・ワールドプラザ利用規程の利用者への周知徹底とより充実した運営を行いたい。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

・キャンパス統合へ向けた準備は、規程の改定のみならず、2015 年度以降の授業運営

体制についても議論を始めなければならない。 

・教員の異動や退職については、なるべく早く情報を取ることができるように、さまざ

まな情報ルートを確保しておく。 

 

以上 
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2013 年度宗教教育委員会自己点検・評価報告書 

 

宗教教育委員会自己点検・評価委員会 

 

１．現状の説明 

本年度の宗教科目は、春学期の名古屋キャンパス（＝NNC）では「宗教論」7クラス（内

未履修・再履修者用１）、「キリスト教概論」10 クラス（内未履修・再履修者用 1、キリス

ト教学科 1 年次生用 1）を開講、瀬戸キャンパス（＝NSC）では「宗教論」4クラス、「キリ

スト教概論」4クラス（内未履修・再履修者用 1）を開講した。秋学期の NNC では「宗教論」

6クラス、「キリスト教概論」6クラスを開講、NSC では「宗教論」5（内未履修・再履修者

用 1）クラス、「キリスト教概論」5クラスを開講した。 

宗教科目は共通の授業概要を掲げるが、具体的な授業展開は担当者に任されており、受

講生はシラバスを参考のうえクラスを自由に選択し、履修する。成績付与の際担当者ごと

に極端な偏りが生じないよう、本年度も科目担当者全員に成績分布表を配布し、公平な成

績付与への協力をお願いした。また、宗教科目担当者 FD 懇談会を秋学期に 1回開催し（2014

年 2 月 22 日）、各クラスの授業運営や教材を紹介し合うなど、問題意識の共有ならびに情

報交換にも努めた。 

「宗教論」受講生対象の講演会は、2009 年度よりミカエル・カルマノ学長を招き、「カト

リック大学の精神とは何か」という演題の下、両キャンパスで実施している。本年度も、

春学期は NNC において 2回（6月 11 日、7月 2日）、NSC において 1回（7月 10 日）、秋学

期も NNC で 2 回（10 月 1 日、10 月 29 日）、NSC で 1 回（10 月 9 日）開催した。 

「キリスト教概論」で用いる新約聖書は、今年度から、教務課の予算で購入できることと

なり、この科目のすべての受講生に 1冊ずつ配布した。 

毎年 12 月に開催される南山大学降誕祭は、第 1部クリスマス聖式を神言神学院大聖堂に

て、第 2部クリスマスパーティは例年とおりロゴスセンターでそれぞれ実施した。第 1部

では、カルマノ学長（主司式）、マルクス理事長、およびアルバ指導司祭が司式を務め、聖

書朗読、学長講話の後、文化会代表、体育会代表、大学祭実行委員会代表、留学生代表お

よび降誕祭実行委員会代表が、それぞれの立場から一年の活動を振り返り、感謝の祈りを

ささげた。式中、キリスト教芸術（典礼音楽）の受講生「コールス・ユビラーテ」、南山大

学スコラ・カントールムの合唱と、ハンドベル・クラブ、南山大学管弦楽団員の奏楽が披

露され、荘厳な聖式となった。続く第 2 部も、野外宗教劇クラブによる寸劇、「コールス・

ユビラーテ」の合唱、ビンゴ大会などの後、静かなキャンドルサーヴィスで会を締めくく

った。なお、これら一連の行事は、メインストリートに飾られるキリスト生誕の装飾「プ

レゼピオ」やクリスマス・イルミネーションも含め、例年、宗教教育委員会をはじめ学生

課、施設課等のサポートを得て、降誕祭実行委員会が中心となり、学生主体で実施されて

いる。 

更に、今年度も NNC 内掲示板を活用し、本委員会が後援する各種学内プロジェクトや、

本委員会の担当委員によって選定されるキリスト教コーナー用の新配架図書を紹介するな

どの広報活動を行った。 

加えて今年度は、南山大学の卒業式・入学式などで演奏される式典音楽（「平和のための

祈り」「南山大学式典歌」「南山大学学生歌」）の楽譜整備事業が、南山学園キリスト教教育
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委員会の 2013 年度キリスト教活動関連事業に採択されたことを受け、このプロジェクトを

実行に移した。春学期に編曲者の清田健一氏に楽譜点検ならびに編曲を依頼し、秋学期に

は学内学外の演奏者・演奏協力者を交えた楽譜整備委員会による検討を経て、楽譜作成の

専門家に楽譜制作をお願いした。完成した楽譜は 2013 年度卒業式から用いるとともに、PDF

ファイルとしても保存することとした。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

「宗教論」受講生対象の講演会は、2010 年度以降は毎学期 NNC2 回、NSC1 回の年間計 6回

開催されており、講演の内容も広く南山生に浸透してきている。「キリスト教概論」で使用

する新約聖書の購入を、関係者の尽力により今年度より予算化することができた。来年度

以降も引き続き大学予算からの聖書購入ならびに聖書配布がなされる予定である。 

学生主体で企画運営される恒例の降誕祭も、本年度で 24 回を重ね、着実に実績を積んで

いる。学生課の支援を得て、体育会ならびに文化会所属クラブへ出席要請を行うことがで

きた。 

長年の懸案であった、卒業式・入学式の際の式典音楽の楽譜整備に着手できた。今回の

見直しにより、これまで種々の版があった楽譜が統一され、同時にデジタル保存も可能に

なった。 

②改善すべき事項 

宗教科目、特に宗教論の開講クラス数が近年低調に推移している。 

これまで式典音楽の演奏にご協力いただいたメイルクワイヤーOB 会、女声コーラス OG 会

も少しずつ高齢化が進行している。南山大学の式典音楽の担い手の育成が必要であろう。 

本学の理念を体現すべく設置されたさまざまな組織（指導司祭、ロゴスセンター、瀬戸

聖霊キャンパスキリスト教センター）の相互の連携に改善の余地なしとしない。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

「宗教論」受講生対象講演会に加え、「キリスト教概論」受講生を対象とした講演会など

の是非についても、引き続き検討してゆきたい。「キリスト教概論」の頒布聖書に和英対照

版を用いる可能性があるか検討したい。 

学生主体で企画運営される降誕祭を本学における宗教教育の一つの柱と位置づけ、これ

を継続発展させるべく、更なる学生支援の可能性を、学生課はじめ既存の関連組織と連携

して引き続き追及してゆきたい。 

式典音楽用の楽譜整備につき、 終版の制作のために引き続き努力する。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 多彩なプログラムからクラスを選択できる点が本学の宗教科目一つの特徴をなすのであ

るから、十分な開講クラス数の確保に努めるべく、関係教員へのいっそうの協力要請が求

められる。少なくとも上限 150 名のクラス規模は維持してゆきたい。 

 南山の伝統ある式典音楽の担い手を育てるために、学内関連組織との連携を深めたい。 

 

以上 
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2013 年度人間の尊厳科目自己点検・評価報告書 

 

人間の尊厳科目委員会自己点検・評価委員会 

 

１． 現状の説明 

 本年度の会議開催数、開講科目数、登録者数、非常勤講師の担当比率は以下のとおり。 

① 委員会開催 2 回（2013 年 6 月 12 日および 2014 年 1 月 8 日） 

② 科目開講： クラス数と内容 （カッコ内は昨年度の数） 

名古屋キャンパス 

 春学期 26（26）： 同      秋学期 22（21）： 1 クラス増 

瀬戸キャンパス 

 春学期 11（11）： 同      秋学期  7 （8）： 1 クラス減 

② 登録者数 （カッコ内は昨年度の人数） 

名古屋キャンパス：   3491 名（3442 名）：  49 名増  

  瀬戸キャンパス ：   1297 名（1441 名）： 144 名減 

  登録者が 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 2 クラス、秋学期に

1 クラスあった。 

初回登録希望者数が多数のため、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 4 クラス、秋学期に 1 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。 

  なお、初回決定率（登録者総数のうち、初回決定者の占める率）は、名古屋キャン

パスでは春学期 67.8％（昨年度 74.1％）、秋学期 83.4%（昨年度 84.1%）、瀬戸キャン

パスでは春学期 100％（昨年度 79.9％）、秋学期 100%（昨年度 99.8%）であった。 

③ 非常勤講師の担当比率 

  名古屋キャンパス： 春学期 30％（34.６％）  秋学期  45％（40.0%） 

  瀬戸キャンパス：  春学期  0％（20.0％）  秋学期 28.6％（25.0%） 

④ 図書予算の消化について 

  例年、割り当てられている図書予算（24 万円）の消化に関しては、 近刊の当該関

連図書のリスト・アップを行い、科目担当者各位の参考に供し、協力を得た。多くの

図書データ・シートが提出されたが、34000 円ほど残した。 

⑤ 本科目の活性化作業について 

  2013 年度 FD 活動方針・活動計画に従って、本年度の 12 月 16 日（月）午後 3 時 15

分から 7 時 15 分まで「『人間の尊厳』科目担当者懇談会」を開催した。今回は、「人間

の尊厳」科目の授業法という統一テーマのもとに、本学人文学部心理人間学科のアッ

セマ庸代先生担当の「教育・文化における人間の尊厳」の授業参観（D43 教室）が行

われた後、D61 教室（心理人間学科合同研究室会議室）にて、同先生により「人間の

尊厳」の授業方法についてスライドとプリントに基づく話題提供があった。これを受

けて、人文学部キリスト教学科の大森正樹先生によりコメントが行われ、引き続き、

参加出席者の担当科目シラバスをもとに各自の授業方法の分かち合いが行われた。 
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２．点検・評価 

① 効果が上がっている事項 

・授業登録における初回決定率は、前年度に比べ、瀬戸キャンパスのほうで著しい高さ

を見せ、100％となった（もっとも、登録者数が 144 名減となっていることを斟酌しな

ければならないが）。 

・委員会構成委員はサブ・コーディネータとして、所属の機関と相談し、退任する担当

者後任の選考にあたり速やかに対処した。 

・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では、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。 

・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周到な協力準

備のもとに、熱意ある報告とコメント、積極的な参加者の質問によって、授業参観を

含め延べ 4 時間にわたる充実した懇談会となった。  

・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 11 科目中非常勤 0 名、秋

学期 7 科目中 2 名であり、低いレベルに抑えられた。 

② 改善すべき事項 

・授業登録における初回決定率が、名古屋キャンパスではやや下降気味である。 

・科目登録に関しては特定のクラスが抽選科目となる傾向にあるのは例年と変わりない。 

・非常勤講師の担当比率については、名古屋キャンパスの春学期が前年度よりほぼ 5％

低く抑えられた反面、秋学期は 5%分上がった。瀬戸キャンパスに比べ、相変わらず比

率は高い。 

・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

満額消化までには今一歩という手前にとどまった。 

 

３．将来に向けた発展方策 

① 上記 2．①の効果が上がっている事項について 

・担当科目の欠員補充、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。 

・ＦＤ活動は充実した取り組みとなっているが、参加者の数が必ずしも多いとは言えな

い。より多くの参加者を得るために、魅力的な企画作りをコア委員に練ってもらう。 

・共通教育委員会ならびに共通教育事務室との間で築かれた連携をもっと密にとってい

く。 

② 上記 2．②の改善すべき事項について 

・名古屋キャンパスと瀬戸キャンパスの統合を機会に、両キャンパスの「人間の尊厳」

科目に関する万端の問題点を改めて拾い上げていく。 

・「人間の尊厳」に関する 近刊の図書を収集してリスト・アップを心がけ、担当者の参

考に供し、本科目蔵書（図書館内にある「コーナー」）の充実に努める。 

・愛知学長懇話会単位互換事業開講科目への参加 

本学は共通教育科目を開放し、加盟大学から多くの特別聴講生を受け入れている。本

「人間の尊厳」科目は南山大学として特徴ある授業であることに鑑み、科目開放の協

力を担当者に求めたい。ちなみに、2014 年度案では開放科目は 1 クラスである。 

 以上 
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2013 年度外国語委員会自己点検・評価報告書 

 

外国語委員会自己点検・評価委員会 

 

１．現状の説明 

本委員会は、外国語教育（「日本語」を含む）に関する重要事項を審議するために 1978

年に設置された。委員会は、教務部長を委員長に、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、日本語担当教員各 1名、学部選出教員各 1名、お

よび学長が指名する委員若干名によって構成されている。 

具体的な管掌事項は以下のとおりである。 

 ・外国語教育に関する基本方針の検討 

 ・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 

 ・その他外国語教育に関する重要事項 

本年度もこれまでと同じく、委員会は春学期授業期間中（5月と 7月）および秋学期授

業期間中（10 月と 11 月）および 2月の計 5回開催した。 

主な審議事項と報告事項は、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、キャンパス統合後の共通教育外国語科目などである。 

外国語科目の開講コマ数は、名古屋キャンパスが英語 421（2012 年度 425）、中国語 112

（2012 年度 112）、スペイン語 56（2012 年度 56）、フランス語 56（2012 年度 54）ドイツ

語 52（2012 年度 52）、韓国朝鮮語 16（2012 年度 16）、インドネシア語 14（2012 年度 14）、

ラテン語 12（2012 年度 14）日本語 12（2012 年度 12）、ポルトガル語・ギリシャ語各 4（2012

年度各 4）の計 759（2012 年度 763）、瀬戸キャンパスが英語 215（2012 年度 216）、日本

語 64（2012 年度 64）、中国語 20（2012 年度 20）、スペイン語 14（2012 年度 14）、フラン

ス語 8（2012 年度 8）、韓国朝鮮語 8（2012 年度 8）、ドイツ語 6（2012 年度 7）の計 335

（2012 年度 337）であった。（第 1回委員会報告資料 6）。 

また、非常勤講師の担当比率は、名古屋キャンパスで、英語 50.8％（2012 年度 54.4％）、

中国語 89.3％（2012 年度 89.3％）、スペイン語 50％（2012 年度 50％）、フランス語 67.9％

（2012 年度 66.7％）、ドイツ語 78.8％（2012 年度 78.8％）、韓国朝鮮語 100％（2012 年

度 100％）、インドネシア語 57.1％（2012 年度 57.1％）、ポルトガル語 100％（2012 年度

100％）、日本語 75％（2012 年度 75％）、ラテン語・ギリシア語各 0％（2012 年度各 0％）、

瀬戸キャンパスでは、英語 45.6％（2012 年度 43.5％）、日本語 25.0％（2012 年度 28.1％）、
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中国語 20％（2012 年度 20％）、スペイン語 57.1％（2012 年度 57.1％）、フランス語 25％

（2012年度25％）、韓国朝鮮語100％（2012年度100％）、ドイツ語100％（2012年度85.7％）

であった。（同上資料）。 

 

２．点検・評価 

  ①効果が上がっている事項 

   外国語科目の開講コマ数は昨年度なみで履修登録上の問題はほぼない。担当者におけ

る非常勤講師の割合についても開講コマ数に見合った数字に落ち着いており、本委員会

が一定のチェック機能を果たしたものと考えられる。 

   視聴覚資料（外国語部門）予算の執行については、本委員会委員を窓口として購入が

進められており、名古屋キャンパスでは順調に予算の消化が行われた。 

   更に、ワールドプラザの英語以外のＴＡの担当可能者についての情報交換や TA に対す

る学科教員の支援要請も行われており、本委員会はワールドプラザの利便性の維持、向

上に些かの貢献を果たしているということもできる。 

   ②改善すべき事項 

   中長期的な課題として、管掌事項にある「外国語教育に関する基本方針の検討」が十

全でないことを引き続き挙げておかねばならない。本年度はこのことについての意見交

換の機会を設けてみたが、活発な議論がなされたとはいえない。 

   視聴覚資料（外国語部門）の整備についていえば、瀬戸キャンパスでは前年度の反省

に立って予算を当初から共通費としてひとくくりにしてみたが、それでも有効に使用す

ることができなかった。また,名古屋・瀬戸両キャンパスで 24 コマ開講されている韓国

朝鮮語の非常勤講師担当率が 100％であることもなお課題として残っているといえる。 

 

３．将来に向けた発展方策 

① 上記 2．①の効果が上がっている事項について 

共通教育外国語科目の科目編成や非常勤比率については、委員会としてのチェックを今

後とも継続していく。また、ワールドプラザの運営をサポートするために、英語教育セン

ターとの連携を今後とも図っていく。 

② 上記 2．②の改善すべき事項について 

本学の外国語教育の一層の充実を図る手掛かりとして、各委員に対して外国語教育の現

状について意見を聴取し、重要な提案がなされればそれをもとにして議論、検討をおこな

うという方法を継続していく。韓国朝鮮語については、瀬戸キャンパスで専任教員の任用

が予定されている。瀬戸キャンパスにおける視聴覚資料の一括購入の方式は次年度も継続

し、関係教員に対して予算の有効利用を促していく。 

以上 
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2013 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自己点検・評価委員会 

 

１．現状の説明 

本委員会は、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ために、共通教育委員会の下

に置かれている委員会である。委員会は、共通教育委員会委員長（教務部長）を委員長に、

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」）と分野科目（「人文分野」、「社会分野」、「自然分野」）、体育科目および情報科目のコ

ーディネーターの都合 11 名で構成されている。2013 年度は春学期授業期間中および秋学期

授業期間中にそれぞれ 3 回と 2 月に 1 回の都合７回開催した。いずれも共通教育委員会と

同日の開催であった。 

2013 年度の開講コマ数は、「異文化との出会い」が 28（2012 年度から 1 コマ増）、「生命

と環境」が 26（同 1コマ増）、「知識・言語と情報社会」が 31（同 3コマ増）、「モダンの系

譜」が 26（同増減なし）、「人文分野」が 33（同 1コマ減）、「社会分野」が 27（同 1コマ減）、

「自然分野」が 28（同 1コマ増）、健康・スポーツ科目（体育実技を除く）が 6（同増減な

し）、情報科目が 8（同 1コマ減）であった。 

 また履修者数は多い順に、テーマ科目は「異文化との出会い」4750 名（2012 年度 4481

名）、「知識・言語と情報社会」3192 名（同 3379 名）、「モダンの系譜」2895 名（同 3224 名）、

「生命と環境」1669 名（同 2138 名）、分野科目は「人文分野」3206 名（同 3527 名）、「社

会分野」1648 名（同 2095 名）、「自然分野」1588 名（同 1571 名）、健康・スポーツ科目は

355 名（同 549 名）、情報科目は 176 名（同 232 名）であった。（第 4回委員会報告資料 1－

4「テーマ・分野・情報科目のクラス平均登録者数」）。 

なお、本年度においては、2015 年度の理工学部移転に向けての名古屋・瀬戸両キャン

パスの共通教育カリキュラムの統合につき、関係する科目について検討を加えた。 

 

２．点検・評価 

 ①効果が上がっている事項 

  2012 年度と比べて、2013 年度の開講数がテーマ科目で計 5コマ増えているが、これは

専任教員の開講数が増えたことによるものである。上述した履修者数との関係からいっ

て、履修登録に制約をほぼ生じないコマ数を提供できているといえる。 

非常勤講師担当コマ比率は、テーマ科目は 35.1％で 2012 年度の 37.7％より下がってい

るが、これは上述の理由による。分野科目では 36.2％と 2012 年度の 35.4％よりやや上が

った。これは、専任教員の開講数が 2 コマ減ったことによっている。（第 2 回委員会報告

資料 2「テーマ・分野・情報科目の非常勤担当コマ比率」）。非常勤講師担当科目の総数は
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前年度より 1コマ減っている。本委員会における調整が、有効に機能しているということ

ができる。なお、健康・スポーツ科目では 6コマのうちの 2コマをかつて専任であった非

常勤講師が担当している。また、情報科目はすべて専任教員が担当している。 

②改善すべき事項 

履修者数の推移をみてみると、テーマ科目では「異文化との出会い」269 名増、「知識・

言語と情報社会」187 名減、「モダンの系譜」329 名減、「生命と環境」469 名減、分野科

目では「人文分野」321 名減、「社会分野」447 名減、「自然分野」17 名増、健康・スポー

ツ科目は 194 名減、情報科目は 56 名減である。（第 4 回委員会報告資料 1－4「テーマ・

分野・情報科目のクラス平均登録者数」）これらの原因としては、GPA 制度の学生への浸

透や時限配置の重なり、特定科目の受講者減少などが考えられる。 

委員構成についていえば、本委員会の前身は、1995 年度の教養教育改編の際に新たに

開設されたテーマ科目・全学自由科目（現在の分野科目）の運営にあたるために、全学共

通科目委員会（現在の共通教育委員会）のもとに設置されたテーマ科目・全学自由科目委

員会であり、委員会規程をもっておらず、委員の交代がスムーズに運ばない、委員が特定

の学科に偏ってしまうなどの問題を常に抱えている。 

 

３．将来に向けた発展方策 

① 上記 2．①効果が上がっている事項について 

科目開講数および非常勤講師担当コマ比率については、今後も本委員会で引き続きチェ

ックをしていくとともに、全学カリキュラム委員会等の場において、専任教員の共通教育

への出講を各学部・学科に要請して、共通教育科目の維持・発展を図っていく。 

共通教育科目のカリキュラム統合については、キャンパス移転が円滑に行えるよう、引

き続き本委員会および共通教育委員会で検討を重ねる。 

② 上記 2．②の改善すべき事項について 

学生が登録・履修しやすいような時限配置を実現するために、各担当者との調整に努め

るとともに、『「テーマ科目」「分野科目」「情報科目」履修案内』のレイアウトをよりいっ

そう工夫して、各科目の特徴をアピールしていく。 

また、適切な時期に、テーマ科目のテーマそのものや科目配置について中長期的な視点

から議論を重ねていく。 

委員の選出に関する問題点の解消に向けては、各学部・学科との連携を図りながら、委

員長が前任者との話し合いの上で候補者を選定し、依頼をする等、特定の個人や学科に継

続的に負担がかかることのないよう、よりよい方法を検討していく。 

 

以上 
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2013 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自己点検・評価委員会 

 

１．現状の説明 

(1)登録者および有資格者 

 2012 年度に司書課程へ登録した者の数は、名古屋キャンパスと瀬戸キャンパスをあわ

せて 119 名、学校図書館司書教諭課程への登録者数は 27 名であった。また、2013 年度

終了時点で資格を得た者は、司書課程 69 名、学校図書館司書教諭課程 19 名であった。 

ここ 4 年の状況は以下のとおりである。新カリキュラムへの移行に合わせて、1 年生

からの登録を認めたので、2012 年度の登録者が例年のほぼ 2 倍になったが、2013 年度に

は、ほぼ通常のレベルに落ち着いている。また 4 年前の登録者のうち、実際に資格を取

得したものは約 65%である。 

          司書課程登録者  司書教諭課程登録者 司書有資格者 司書教諭修了者 

2010 年度     108               32                  85              17 

2011 年度   86        22          93              30 

2012 年度   200       24         77       15 

2013 年度   119              27         69       19 

 

(2)講義と演習 

図書館情報学が扱う領域の広さを実感させるために、今年度は６名の外部講師を招き、

講義をしていただいた。講師とテーマは次のとおりである。 

図書館情報学概論： 

「特許情報と企業図書館」（安藤彰敏： ホーユー（株）） 

「学校図書館の実務」（天野由紀：椙山学園中・高図書館） 

「大学図書館の運営」（岡部幸祐：名古屋大学附属図書館情報サービス課） 

情報組織化論 

「図書館ネットワーク構築について」（雨森弘行：元三重県立図書館長） 

情報組織化演習Ⅰ： 

「音楽情報」（伊藤真理：愛知淑徳大学人間情報学部） 

図書館施設論： 

「米国におけるラーニング・コモンズ」（加藤彰一：三重大学大学院工学研究科） 

 

(3)図書館研修制度 

図書館研修制度は、司書課程を受講している者のなかで希望する学生が、南山大学図

書館における図書館業務に参加させてもらう、というものであり、業務としては、図書

館企画展・広報活動・図書の整理・レファレンスなどである。今年度は、春学期３名、

秋学期７名の学生が研修を行った。春学期に研修を受けられる者は司書課程を登録して

から１年以上経過し、ある程度、図書館の業務を理解している者に限られているが、秋

学期には、その年に登録した者も研修に参加できるので、春と秋とでは内容が多少異な

っている。 
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 (4)司書課程講演会 

日 時： 2013 年 11 月 8 日（金）17:00～18:30 

場 所： R49 教室 

講 師： 長薗安浩 氏 

テーマ： 「雑誌「ダ・ヴィンチ」の創刊と「ものを書く」ということ」  

内 容： 長薗安浩氏は南山大学の卒業生である。広告制作のディレクターを経て、「就

職ジャーナル」編集長を務め、その後、雑誌「ダ・ヴィンチ」を創刊に立ち

会った。現在は作家として活躍している。これらの経歴を踏まえ、特に雑誌

「ダ・ヴィンチ」の立ち上げの経験談を織り交ぜながら、企画者、編集長と

して実践したノウハウを紹介していただいた。また、作家となった経緯や創

作者としての現況や内実について語っていただいた。 

 

２. 点検・評価 

 (1)効果が上がっている事項： 

 関心を持たせるために、図書館の多様な機能や社会における情報活用の事例を数多く

紹介している。 また、様々な図書館（および類縁機関）の方に来ていただき、講義をし

ていただいている。そのとき、図書館という名称には限定せずに来ていただいていると

ころが長所と言えるかもしれない。例えば、企業の方に来ていただき、特許について講

義していただく、等の試みである。このような話から、図書館が関連する分野の広がり

を、学生には感じとってもらえるものと期待している。 

(2)改善すべき事項 

 近の学生を、司書課程立ち上げ当時の学生と比較してみると、明らかな相違がみら

れる。一昔前であれば、学生の自主的な学習に任せておけたものが、 近では、任せら

れる学生の比率が低下しているということである。このような状況に対応するためには、

学生の自主的な対応（質問等）を促すだけでは無理であって、履修順序等による強い指

導（方向付け）が必要であると考えている。 

また、コンピュータに関する講義が中学・高校でも行われ、常識的なことは既知であ

るとみなせるようになったけれど、その内訳をのぞいてみると、Web と Word だけで満足

している学生がほとんどである。図書館が今後、これまで以上にコンピュータに特化し

ていくであろうことは疑いようもなく、司書課程におけるカリキュラム改訂もその流れ

に（不十分ながらも）対応したものであったことを考えれば、学生の情報技術に今、何

を上乗せしていくのかが問われているように思われる。 

 

３. 将来の改善・改革に向けた方策 

(1)効果が上がっている事柄について 

外部講師等を活用することで、学生の関心を高めていくことは、今後も続けていきたい。 

(2)改善すべき事項について  

 学習が円滑に行われることをねらって、科目間の履修順序への縛りを、大幅に強化し

た。例えば、「情報組織化」を受講していなければ、「図書館情報技術論」が履修できな

い、といった縛りである。これまでは比較的自由に履修科目を選択し、自分の都合のみ

で履修することが可能であったが、2014 年度以降は、履修順序がかなり明確に指定され
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ることになる。このような縛りをかけることで、授業の内容に戸惑う学生が減少するこ

とを期待している。 

また、コンピュータに関する知識として、Web や Word の知識に何を上乗せしていくか

という問題についてだが、2013 年度には、GIS などを用いて授業を行い、学生のコンピ

ュータに対する関心をより高めていこうと試みた。しかし、GIS の重要性や有用性は理

解できるのだが、実際に自分で使ってみるという学生はなかなかいないのが現状である。

これは教材等の選択や提示の仕方も絡んでくる問題であり、今後の課題としたい。 

 

以上 
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2013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自己点検・評価委員会 

 

１．現状の説明 

本委員会は、前年度までの教職課程委員会の業務を引き継ぎ、本年度から教職センター

発足とともに設置されたものである。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ことを目的としてい

る。主な管掌事項は、教職課程に関する事項の企画立案運営（教職に関する専門科目関連

事項、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）、教職従事者の再教育等に関する事項（教員免許状更新講習）などである。 

委員会は、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 名で構成され、事務局として教務課資格担当職員も出席している。本

年度は、第１回を５月に開催し、その後 7 月、10 月、11 月、12 月、1 月、2 月の計７回開

催した。 

 主な審議事項と報告事項は以下のとおりである。 

 教職センター委員会構成員・開催日程、2012 年度卒業者の教員免許状取得状況および教

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、2014 年度教職課程開講科目、教職課程関連予算、教

員採用試験合格を目指す学生のグループ活動支援などである。 

  

２．点検・評価 

  ①効果が上がっている事項 

  ア．「教職センター」設置と学生による活用 

    本年度から「教職センター」が設置され、組織として発足する運びとなった。 

教職センター設置目的の柱の一つは、教職課程履修学生への教職キャリア支援の充

実など、組織的積極的支援体制を構築することである。 

名古屋キャンパスＤ22 教室を教職センター室として開室できたことにより、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。非常勤相談員も毎週水曜日の午後在室し、教職キャリア相談等に活躍してい

る。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、延べ

2,697 名に達した。 

教員採用 2次試験直前の夏期休業期間も 7日間特別開室し、所員および非常勤相談

員が集団討議等の指導にあたったが、卒業生の現役教師もボランティアとして参加し、
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後輩である 4年生学生の面接指導等にあたる場としても活用できた。こうした試みは

近隣の他大学にはなく、本学独自の特色として創出することができた。 

秋学期以降は、教員採用試験を終えた 4年生が、その体験を生かし、教職を目指す

ノウハウ等を 3年生に伝達講習する場としても活発に利用されている。教職センター

事務職員による室内掲示物の工夫等もあり、教職を目指す雰囲気を盛りあげることが

できた。 

  イ． 新科目「教職実践演習」の実施と「教職履修カルテ」の電子化 

    本年度から、学部4年生対象の新科目「教職実践演習」を開講した（短大部は既に

実施）。本学卒業生で現役の教師を積極的に招聘し、学校現場の教育実践を語って

もらうとともに、いじめ対応や保護者対応の在り方等をロールプレーイングなどを

通して指導し、学生の評価も概ね良好であった。本科目の実施に伴い作成が義務付

けられている「教職履修カルテ」を、紙媒体から電子化したが、このことにより、

指導および教務事務の効率が向上した。 

  ②改善すべき事項 

     教職を志す学生が参考にする図書館蔵書の充実については、毎年少しずつ改善を図

り、本年度も改善を図ったが、未だ高度専門分野への偏りが見られる。 

   

 ３．将来に向けた発展方策 

  ①効果が上がっている事項について 

    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、教職課程科目開講の在り

方等を検討するとともに、教職センターの活用が更に活発となるように、教職採用関

係資料の一層の充実を図っていく必要がある。 

   公立学校の教員採用試験は、所謂「団塊の世代」の退職により、採用数が以前より

も多くなっているとはいえ高倍率であることは変わらず、狭き門となっている。非常

勤講師等を経ずに、大学卒業と同時に公立学校の正規教員に採用される者の割合は、

一般的に少数であるが、本学では、合格者が昨年度の17名よりもやや増加して本年度

は22名であった（私学および講師を含めた教職従事者数は、昨年度52名、本年度54名）。

しかし、景気回復に伴い民間企業の採用意欲が旺盛であるため、非常勤講師等を経験

して教員採用試験に再挑戦しようとする学生が減少傾向にある。教職の魅力を、教職

ガイダンスや教職課程授業の中で今後とも一層伝えていく必要がある。 

  ②改善すべき事項について 

    教職を志す学生が参考にする図書館蔵書の充実については、いじめ問題や体罰問題、

不登校など生徒指導上の今日的な教育課題に対応する書籍を含めて、今後とも一層の

充実を図っていく。 

 

以上 
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2013 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自己点検・評価委員会 

 

１．現状の説明 

 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。本委員会は、年数回の会議によって運営

される。なお、慣例により、委員長は人類文化学科長が兼任している。 

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 年度には、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は従来の 7科目 15 単位以上から 9科目 19 単位以上へ

と増加した（選択科目は 4科目 8単位以上で変わらず）。しかし、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

ていく傾向があり、2013 年度に学芸員資格を取得し卒業した学生は 29 名であった。そのほ

ぼ半数は人文学部人類文化学科生である。人類文化学科の教育内容が、博物館学や、これ

と密接に関連した考古学や文化人類学といった学問領域に連関するためであろう。念のた

めに述べると、他学科生がこの資格を取得しにくいという制度にはなっていない。 

 なお、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 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、その一

因である。2012 年度は、本学大学院修了者 1名が学芸員として博物館に就職したが、2013

年度の学部・大学院卒業者については、残念ながら学芸員就職者は 0名のようである（2014

年 4 月 1日現在）。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．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

 上にも述べたように、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。2012 年度から瀬戸キャンパスでの遠隔授業を

通常開講科目に切り替える作業を進め、2013 年度には人類学博物館がリニューアルオープ

ンした。これにより、あらたな施設を生かした博物館実習の授業運営が可能となった。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改善すべき事項 

 カリキュラム改正による科目増・負担増に対応する体制が、かならずしも十分整ってい

ない。2013 年度には、本学専任教員が急遽瀬戸キャンパスの科目を担当するということが

あり、2014 年度時間割の編成においても冬の集中講義を事務休業日にも行わざるをえない
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という状況が生じた。非常勤講師に頼った運営の脆弱性が露呈したかたちである。一部の

教員に科目担当や実務面の負担が偏っているという点も含め、科目の配置や運営の適切な

あり方について、キャンパス統合による変化を見極めつつ、今後議論をし、必要な改善策

を検討する必要があろう。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

 学芸員資格取得という学生の需要には応えているが、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。その点では、

大学院において学芸員養成に資する専門的科目を充実させるなどの可能性が、検討されて

よいであろう。また、キャリア支援室と教務課とでまず認識を共有し、できることを考え

ていく必要もあるだろう。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 抜本的には、教職課程のように、博物館学芸員養成課程を担当する専任教員が配置され

ることが望ましい。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、本委員会にかかわる科目の運営担当という 2つの業務を掛け持ちしており、そ

れが当人の過重な負担をもたらしているように思われる。また、複数の専任教員が科目担

当を担うことで、非常勤講師に依存するリスクをすこしでも低減していく必要も、今後あ

るだろう。本学が誇る歴史ある（そして収蔵する資料の価値も高い）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が、将来的には検討されてよい。大学院教育のあり方

を含め、今後しかるべき時期にそうした検討を行う必要があるのではないかと考える。 

 

以上 
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2013 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自己点検・評価委員会 

 

１．現状の説明 

 2013 年度の国際教育センターは、2017 年度の国際センター設置も踏まえつつ、これまで

の実績（成果）と課題を構成員一同で洗い出し、議論した一年であった。具体的な内容に

ついては、２．点検・評価と３．将来に向けた発展方策で説明することとし、まずは、委

員会の管掌事項のうち、本学の国際教育・国際交流に大きなウエートを占める以下の 3つ

の事業について説明する。なお、外国人留学生別科の受入れ、カリキュラム、学生サービ

ス、人事体制等については、外国人留学生別科の自己点検・評価報告を参照されたい。 

(1)海外の教育機関との協定 

 大学間学生交流（交換）協定（新規 1件、更新 9件）を審議・決定するとともに、総合

政策学部外国人留学生推薦入試協定の問題点を洗い出し、東星高等学校（韓国）や日本メ

キシコ学院（メキシコ）といった協定機関に実際に赴いて議論を交わした。 

(2)海外の教育機関への派遣留学 

 機能別委員会の国際交流委員会において、交換・推薦留学生の選考（2014 年春交換 5 名・

推薦 6名、2014 年秋交換 80 名・推薦 5名、認定留学生の認定（2013 年秋 16 名、2014 年春

11 名）を審議・決定した。 

(3)外国人留学生の受入れ 

 学部・大学院の外国人留学生数は、2013 年 5 月 1日現在で、学部 126 名・大学院 26 名で

あった。2011 年度・2012 年度の同じ基準日と比べると、減少傾向にある。国別では中国が

も多く、韓国、タイ、台湾と続いている。 

学部で も大きな割合を占める総合政策学部の外国人留学生推薦入試については、学部

との協力体制の下、合否判定会議において原案を作成している。また、合格者に対しての

奨学金の支給については、国際交流委員会（瀬戸キャンパス）において審議・決定した。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

2014 年秋交換留学生数が、昨年同時期の 65 名から 80 名と増加した。2012 年 10 月に発

足した NaSA（留学の推進・サポート、国際理解の促進などの国際教育・交流活動を行う学

生によるグループ）が主催する説明会等を含め、これまでの具体的かつきめ細やかな対応

が、留学準備の意識付けにつながっていると考えられる。 

 派遣留学生は、やはり外国語学部英米学科が全学部・学科の中でも大きな割合を占めて

いるが、同学部のフランス学科では、交換留学生が 4名から 7名、ドイツ学科では交換留

学生が 2名から 6名、認定留学生が 2名から 5名と増加を見せている。総合政策学部では、

交換留学生が 0名から 2名、推薦留学生が 3名から 7名と増加を見せており、すべての学

部・学科とは言えないまでも、留学の機運の高まりが見えつつある。 

 外国人留学生については、名古屋市昭和区が主催する「ホットほっとタウン昭和 まち

自慢プロジェクト」に参加し、昭和区を紹介する「まち自慢留学生特派員」に学部生 2名、
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大学院生 2名が就任した。外国人留学生と地域との交流は、これまでも名古屋市や愛知県

から要望があり、また、大学認証評価でも地域連携において重要な評価事項であったこと

から、本学としてその第一歩を踏み出したと言える。 

②改善すべき事項 

国際教育センターに留学についての相談にくる学生の多くは、就職活動への影響につい

ての質問をする。3年次秋学期に派遣留学を開始すると、大抵の場合には 4年次の 5月から

7月の帰国となるからであり、就職活動に影響がない形での留学の整備が課題となる。また、

NaSA の活動が留学支援に一定の役割を果たしていることは間違いないが、その構成メンバ

ーは留学から帰国した 4年生が大半を占め、更にその中の一部の学生のモチベーションに

頼った活動となっている。 

学部・学科の外国人留学生について、2014 年度外国人留学生入学試験の合格者は 0名で

あった。もちろん志願者がいながら合格者が 0名ということは、学部・学科の 3つのポリ

シー（アドミッション、アカデミック、ディプロマ）に適合しなかったということになる

が、見方を変えれば、そのポリシーに適合するだけの「質」を持った学生は本学を選ばな

かったということも考えられる。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

すべての学部・学科において留学への関心を促すことは、ある程度の中長期的な視点を

持つことが必要であるが、3ヶ月以上が条件となり、更に高い外国語運用能力を求められる

派遣留学にこだわらず、例えば、学生の夏期休暇中を利用した短期の留学プログラムを開

拓するなど、質を維持しつつも学生にとってより身近なプログラムも計画していく。 

 地域との交流については、名古屋市昭和区が主催する「ホットほっとタウン昭和 まち

自慢プロジェクト」自体は 2014 年 3 月末で終了するものの、いりなか商店街発展会から交

流の打診を受けており、既にイベントに参加した実績もある。より主体的な地域づくりに

かかわることになるので、外国人留学生のモチベーションを上げつつ、継続して交流を深

め、地域連携の強化に貢献していく。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 就職活動の開始時期が次年度以降は遅くなることもあり、時期的な面での派遣留学にお

ける懸念は幾分解消されるが、就職活動に影響のない 2年次からの留学の促進などにも取

り組んでいく。NaSA の人員確保については、派遣留学生に対し「留学で得たものを還元す

る使命がある」ことを意識付け、留学→NaSA という流れを作り出していく。 

 外国人留学生の受入れについて、質の高い志願者を恒常的に確保するためには国際教育

センターでの広報活動は大きな責任を持つこととなるので、留学フェアへの出張一つをと

ってもミッションを明確化して臨んでいく。同時に、例えば、総合政策学部以外でも日本

語未履修者を受け入れることができるかどうかなど、外国人留学生受入れの強化に向けて

全学的な議論ができる環境を構築していく。 

 

以上 
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2013 年度外国人留学生別科自己点検・評価報告書 

 

外国人留学生別科自己点検・評価委員会 

 

１．現状の説明 

 2013 年度の外国人留学生別科（Center for Japanese Studies）（以下「別科」という。）

は、2013 年秋学期の出願者数 131 名、合格者数 126 名、入学者数が正規生 115 名、聴講生

4名であった。2014 年春学期については、出願者数 40 名、合格者数 38 名、入学者数が正

規生 36 名、聴講生 1名であった。昨年度（2012 年秋学期、2013 年春学期）と比較すると、

出願者数は秋学期 4名減、春学期 14 名減、入学者数（正規生）は秋学期 7名減、春学期 13

名減であった。 

 別科のカリキュラムの中心である日本語科目は、2012 年秋学期からのカリキュラム改正

により、「会話」「読み書き」等、技能別能力の差に応じて選択できる個別選択型クラス型

を採用している（「Japanese for Communication」「Japanese Reading and Writing」）。実

践的な日本語運用能力の修得・向上を目標として掲げ、日本語セミナー科目も含めて、2名

の専任教員、2名の別科 L.I.、3 名の嘱託講師、11 名の非常勤講師が担当している。別科

L.I.と嘱託講師の計 5名がそれぞれのレベルのチーフとなり、非常勤講師も含めてクラス

ごとの担任制が敷かれており、学生の遅刻や欠席、授業態度等の問題についてもクラス担

当者が直接指導している。指導内容に応じて業務記録として事務室に対して報告を行い、

学生に改善が見られない場合は別科学生担当、教務担当（日本語）または担当副センター

長による指導が行われる。この他にも別科 TA を配置し、授業の補習という位置付けで曜日

と時間毎にティーチング・アワーを設定している。 

 また、6月から 7月にかけての 6週間で、中級レベルの日本語を中心としたサマープログ

ラムを開設している。海外の大学の休暇を利用して短期間だけでも日本語を学習したいと

いう学生、前学期にあたる春学期から継続する形で日本語の復習に当てたいという学生、

秋学期からの入学を前に予習に当てたいという学生を中心に受け入れている。 

 日本人学生との交流については、秋学期、春学期、およびサマープログラムのそれぞれ

で行われるフィールドトリップ、コーヒーアワー、春学期(4 月)に行われる CJS フェスタに

加え、名古屋交流会館・山里交流会館で開催される交流イベントが企画・運営されている。

また、日本語だけの使用が認められる日本語実践交流スペース、ジャパンプラザを運営し

ている。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

日本語科目の学生による授業評価の全項目平均を見ると、カリキュラム改正前の 2011 年

秋学期 4.30、2012 年春学期 4.37 に比べて、2012 年秋学期 4.46、2013 年春学期 4.51、2013

年秋学期 4.64 と、学期が進むにつれて平均点を上げている。これは、第一に専任・非常勤

問わず、日本語教育への真摯な取り組みと別科全体としての FD 活動が奏功している結果で

あり、同時に、学生にとっても新カリキュラムのあり方（技能別個別選択型と授業担任制）

が定着している結果と言える。 
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 続いて、2013 年度は「2014 年度南山大学外国人留学生別科留学生推薦入学審査（大学院）

に 3名の外国人留学生を 3年ぶりに推薦することができた。もちろん、出願前の国際教育

センターでの選考に応募すること自体は留学生の自由意思によるが、様々な分野において

日本について深く学ぶことを希望する留学生にとって、別科がその意識付けの一助となり

得ることが示された。 

②改善すべき事項 

2011 年 3 月の東日本大震災や世界における中国語の台頭の影響により、特にアメリカを

中心に局所的に日本語学習者の減少が認められており、本学別科への出願者数減少にもつ

ながっている。 

サマープログラムについて、2013 年度の参加者が 26 名と、昨年度の参加者 20 名と比較

して増加こそしたものの、定員 45 名には程遠い結果となった。2012 年度に ISEP

（International Student Exchange Programs）から Direct 枠(Fee-paying 扱い)を確保し

たいとの打診により受入にかかる協定を締結し、当初は 低でも 5名の参加者を見込んだ

ものの、実際は 2名に留まる結果となった。 

また、昨年度も取り上げたが、教育上の特別配慮を必要とするメンタル面で悩みを抱え

ている学生は、一向に減る気配がない。日本語教員、事務スタッフと情報を共有しつつ、

時に学部所属の教員にカウンセリングを依頼しながら対応しているが、やはり未だ個別対

応に追われている状況である。また、ホームステイ先のホストファミリーと学生との間で

生活習慣の違いや学生のメンタル面の悩みが原因となる衝突が起こり、結果的に関係が拗

れてしまうケースも断続的に起こっている。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

新カリキュラムが教員と学生双方に定着しつつあるが、別科の日本語のレベルが日本語

学習者の日本語力にとって 適であるかどうか、引き続き見極めていく。そのためには、

更なるカリキュラム改正も視野に入れることとなる。また、新カリキュラムは、学部・大

学院の外国人留学生のための予備教育的あるいは補習的日本語教育にも対応させることも

目的としており、学部・大学院との相互交流・連携のあり方、可能性を検討する。 

南山大学外国人留学生別科留学生推薦入学審査（学部・大学院）出願にあたっての選考

応募については、留学生にも積極的に周知していくことで、今回限りの一過性に終わるこ

となく恒常的に応募がある仕組みを作っていく。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 別科の出願者とサマープログラムの参加者確保については、やはりカリキュラムを始め

とするプログラムに対するニーズ調査を行いつつ、「南山らしい」日本語教育の更なる発展

に努めることが、考えられる 適の方法と言える。 

 メンタル面で悩みを抱えている学生に対しては、外国語（英語）でいつでも自由に専門

的カウンセリングが受けられる環境の整備を、別科、国際教育センターだけでなく大学全

体を巻き込んだ形で検討、実施していく。 

 

以上 
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2013年度南山大学英語教育センター自己点検・評価報告書 

 

南山大学英語教育センター自己点検・評価委員会 

  

1. 現状の説明 

 南山大学英語教育センターは、名古屋キャンパス共通教育科目における英語教育の質的向上を目指

して活動を行っている。「南山大学英語教育センター規程」第2条に基づき、その事業は (1)授業関

連（科目の開設、カリキュラム上の改善、授業内容の検討等）、(2)教員関連（FDの開催、教員評価、

教員人事・労働環境等）、(3)学生サービス（World Plaza、TOEIC-IPテストの実施、自立学習支援等）、

(4)事務体制（教務課との協力体制、事務職員の労働環境等）の4つにまとめられる。今年度も例年

同様、これらの4つの観点から点検・評価を行うこととする。 

(1)授業関連 

① 2013 年度の英語教育センターの開講クラス数および専任・非常勤の割合は以下のとおりであ

る。 

春学期：211クラス（専任104クラス、非常勤107クラス）、秋学期：210クラス（専任103クラス、

非常勤107クラス）、夏期集中：2クラス（専任2クラス）、冬期集中：1クラス（専任1クラス）（根

拠資料 第5回外国語委員会資料） 

② 昨年度と同様、以下の5つの視点から英語教育の質的向上に努めた。（a）共有教材の多読教

材（Graded Readersシリーズ）の充実（種類の増加ならびにそのリスニング用CDの追加）（b）ディ

クテーション用 CD（共有教材として独自に作成）の継続的活用。（c）ライティングのクラスでのポ

ートフォリオの活用（S.L.I.が全クラスについて学習目標や到達度の管理する）（d）小型ビデオカメ

ラ、ICボイスレコーダー等、マルチメディアを活用した教育（e）能力別クラス分けのための独自の

プレイスメントテストの活用。 

(2)教員関連 

①名古屋キャンパス共通教育英語の均一化を目的とする Nanzan English Education Center 

Handbookの内容の更新を行った。 

②センター長、副センター長、S.L.I.、L.I.が参加する英語教育センター内ミーティング（ほぼ

毎週開催）時に随時FDセッションを行い、組織的な授業改善に取り組んだ。その内容の一部は、ハ

ンドブックに収録し、非常勤教員のための参考資料とした。 

③共通教育の全英語教員対象FDセッションを各学期末（2013年7月30日と2014年1月29日）

に開催し、名古屋キャンパスにおける共通教育の英語プログラムの概説、ポスターセッションによる

教授法の情報共有等を行った。(根拠資料 第2回ならびに第4回英語教育センター委員会資料) 

④ 年度末に全専任教員が1年間の回顧と次年度の展望の執筆を行い、その内容をもとに副セン

ター長と意見交換を行った。 

⑤ S.L.I.1名、L.I.9名の専任教員の体制となっている。2013年度における10名の専任教員の

構成は男性教員6名、女性教員4名であり、ジェンダー・バランスもまずまずである。年度末で退職

する4名のL.I.のうち、期間満了よる退職の3名については後任を補充することができたが、自己

都合による退職の1名については2014年度の任用人事とすることとした。 

⑥ 2013年度は、外国語学部長がセンター長を兼務することになったため、センター長を補佐す

る目的で2013年4月から新たに副センター長が就任し、例年のシステムを踏襲して円滑な業務継続
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を行うことができた。 

(3)学生サービス 

① TOEIC-IPテストを7月と11月に実施した。（受験者数 春：274名、秋：275名、学生負担 1,000

円）昨年受験申込受入人数を300名に増加したが、手続き不備が多く受験者数は300名に満たなかっ

た。（根拠資料 第2回ならびに第4回英語教育センター委員会資料） 

② World Plazaにおける2013年度の利用者数は、秋学期に短期大学部が授業の一環としての利

用を中止したこともあり、のべ14,193名（春学期8,852名、秋学期5,341名）となり、昨年度に比

べて6,822名の減少となった。（根拠資料 第5回英語教育センター委員会議事録）オープンキャン

パス時において、(a)World Plaza を開室し（のべ訪問者数は346 名）、(b)「南山大学の英語教育」

と題した英語教育センターの説明会を開催したが、参加者は9名のみにとどまった。（根拠資料 第

2回英語教育センター委員会資料）(c) 例年同様、World Plaza Assistant（WPA：学生TA）達による

非定期イベントを企画・実施した。（本年度は、異文化を学ぶイベント、夏休みの想い出を英語で共

有するイベント等）(d) 英語以外の言語に対応するWPA（ドイツ語、フランス語、中国語、インドネ

シア語）ならびに外国語学部以外のWPA の雇用を促進した。(e) 例年同様、e-learning のサービス

としてALC NetAcademy2を提供し、自立学習の支援を行った。 

(4) 事務体制 

① 例年同様、円滑な事務処理の構築を図るため、教務課職員が定期的に英語教育センターを訪

問し、情報交換を行った。 

 

2. 点検・評価 

①効果が上がっている事項 

 教員関連、事務体制の面においては、英語教育センター設立の目的に即した活動を継続しており、

目標は概ね達成されていると考える。特に評価できる点は、定期的・組織的なFD活動で、センター

内のミーティング時に行っているミニFDと非常勤教員を交えた年2回のFDセッションは、英語教育

センターの教育水準の維持・向上に効果的である。一方、授業関連、学生サービスの面についても、

高い水準を維持しており、授業の均一化、World Plaza の運営、自立学習支援等の面で、例年同様、

特色ある取組を組織的かつ恒常的に行うことができた。また昨年度の報告書に、日本人以外の非常勤

教員が担当する科目の場合、英語を極端に不得意とする学生への対応が遅れ気味であったと書いたが、

今年度は副センター長が加わったこともあり、より迅速かつ丁寧な対応が可能となった。また、World 

Plazaの利用ルールを守らない学生の対応について、利用規程を制定するなど何らかの対応策を考え

ていきたいとも書いたが、今年度、World Plaza利用規程を新規制定し、World Plaza利用者にルー

ルを遵守させる基盤を固めることができた。（根拠資料 2014年1月28日開催大学評議会決定事項

要約） 

②改善すべき事項 

 TOEIC-IPテスト受験希望者の手続き不備で受験できないケースが相当数あった。また、World Plaza

利用者が学科によってかなり偏りがあり、共通教育の英語にかかわる施設としては改善の余地がある。

加えて、英語以外の言語を担当する適切なWPAを確保することが難しく、今年度もドイツ語、フラン

ス語、インドネシア語のサービス提供が遅れたことについては、なんらかの対策が必要である。 
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3.将来に向けた発展方策 

①上記2.①の効果が上がっている事項について 

 年々日程調整が難しくなっている各学期末のFDセッションは、開催日を早めに設定し、今後も多

くの参加者が確保できるよう工夫をする。 

②上記2.②の改善すべき事項について 

 TOEIC-IP テストの受験希望者の手続き不備の件は、受験希望者に手続きについての説明を熟読さ

せることを徹底する。World Plaza利用者が学科によってかなり偏りがある点については、積極的な

広報活動を行うとともに、World Plaza利用者のそれぞれのニーズに合ったサービスを調査・提供し

ていくことによって解消していきたい。これにより、World Plaza利用者の増加も見込まれる。 

 

以上 
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Ⅲ．大学院 
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2013 年度人間文化研究科自己点検・評価報告書 

 

人間文化研究科自己点検・評価委員会 

 

≪理念・目的≫ 

１．現状の説明 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

 本研究科は、高度職業人と研究者の養成をめざして、4 つの理念（神学・哲学・宗教学

に基づく人間の尊厳の探究、文化・社会の通時的変化と共時的多様性の体系的理解に基づ

く文化論の構築、自己実現を可能にする人間形成論の探求、言語研究を基礎とした人間理

解への貢献）を掲げ、4つの専攻（キリスト教思想専攻（博士前期課程）・宗教思想専攻（博

士後期課程）、人類学専攻（博士前期・後期課程）、教育ファシリテーション専攻（修士課

程）、言語科学専攻（博士前期・後期課程））を設ける（根拠資料 南山大学大学院の目的

に関する規程、人間文化研究科案内）。理念と目的をより具体化したものとして、2010 年

に、3 つのポリシー（ディプロマ、カリキュラム、アドミッション）を制定した（根拠資

料 大学院入試要項）。 

 理念と目的の適切性については、人間文化研究科委員会を通して随時注意を喚起し、2012

年度から年 2 回開催される人間文化研究科自己点検・評価委員会によって検証されている

（根拠資料 2013 年度人間文化研究科委員会議事録、2013 年度第 1回・第 2回人間文化研

究科自己点検・評価委員会報告書）。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

 理念・目的および 3つのポリシーについて、刊行物やインターネットによって学外に公

開され（根拠資料 人間文化研究科案内、大学院入試要項、人間文化研究科 Web ページ）、

入学者・在学生に対しては、3月および 4月に、専攻ごとのガイダンスで、それらの説明

を行い、一定の理解が得られている（根拠資料 専攻ガイダンス資料）。 

②改善すべき事項 

2013 年度は、年 2回開催とした人間文化研究科自己点検・評価委員会で、検討項目を 2012

年度より増やした（根拠資料 2013 年度第 1回・第 2回人間文化研究科自己点検・評価委

員会報告書）。ただし、将来を見据えての、理念・目的と 3つのポリシー改訂のための具体

的な取り組みは、緒についた段階である。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

 まず、2の①の専攻ごとのガイダンスをより充実させる。つぎに、人間文化研究科 Web

ページではイベント情報をより多く提供し、2専攻が専攻独自のWebページを開いており、

残りの 2専攻も専攻独自の Web ページを開くようにして、情報発信力を高めたい。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 教育ファシリテーション専攻では、2014 年度中に、ポリシーの改訂が予定されている。

また、例えば、2013 年度の点検項目の 1つ、一期生の追跡調査によって、多方面で修了者

の活躍が窺え、本研究科の理念・目的にかかわる実態調査ができたと考える。そのように、
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2013 年度に増やした点検項目それぞれをより深めていきたい。 

 

≪教員・教員組織≫ 

１．現状の説明 

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

を講じているか。 

 本研究科の教員は、複数の、学部および研究所所属者から構成される。各教員は、本来

の所属先で、毎年、研究と教育にかかわるチェックを受ける。本研究科独自の方策として

は、2012 年度より、各専攻内で各教員の研究業績をピア・レビュー方式で相互評価し、そ

れを研究科自己点検・評価委員会に報告し検討を行うことと、研究指導担当の前提となる

博士号の取得状況等を専攻ごとに調査し、研究科自己点検・評価委員会に報告することの

2つを始めた（根拠資料 2013 年度人間文化研究科委員会議事録、2013 年度第 1回人間文

化研究科自己点検・評価委員会報告書）。3つ目として、2012 年度より、FD 活動状況を各

専攻内でまとめ、研究科自己点検・評価委員会に報告し相互理解を高めることで、教育活

動の質の向上と活発化を試みている（根拠資料 2013 年度第第 2回人間文化研究科自己点

検・評価委員会報告書）。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

 4 専攻がピア・レビュー方式で研究業績を相互評価し、他専攻の博士号取得状況を知り、

更に、他専攻の FD 活動の状況を知ることの 3つで、研究と教育の能力・資質を高めるため

の研究科としての基盤的な認識が形成されつつあり、一定の効果を上げている。 

②改善すべき事項 

 2 の①で述べたピア・レビュー方式について、専攻によっては、その取り組みが必ずし

も十分ではない。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

 研究科独自の 3つの方策を更に推進することに尽きる。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 本学ではあまりなじみのないピア・レビュー方式、その定着は、ベテラン教員の自覚と

指導力にかかっている。だが、そのベテラン教員は、数年後順次退職が予定されるために、

当該方式の定着にすすんでその任にあたることが求められる。また、数年後に退職者が予

定される件と連動して、新たに研究指導を委嘱する準備も必要である。 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明 

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

証を行っているか。 

 各専攻が 3 つのポリシーに基づいてカリキュラムを検討する一方、研究科委員会もそれ

を検討している。また、指導教員が学位論文審査の主査にならない規程の下、学位論文作

成にかかわる手順と指導体制を明確にして学位授与の審査の透明性、客観性を高めている。
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2013 年度からは、学位論文作成のための指導に複数の教員があたることになった。これら

を専攻会議と研究科委員会で確認することで、定期的に検証を行っている（根拠資料 2013

年度人間文化研究科議事録、2013 年度各専攻会議議事録）。 

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

 各専攻博士前期課程・修士課程では、主たる領域ごとに研究指導科目と専門科目が開講

され、かつ、研究の学際性の観点から研究科共通科目も開講されている。各専攻博士後期

課程では、主たる領域ごとに研究指導科目と専門科目が開講されている。博士前期課程・

修士課程およびで博士後期課程では、主たる領域以外の科目を選択できるようにカリキュ

ラムが編成されている。専攻によっては博士前期課程で副専攻制を設けている。以上は、

必修と選択を組みあわせて、各課程に相応しい体系的な教育内容が提供されている（根拠

資料 大学院学生便覧（人間文化研究科））。 

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

結びつけているか。 

 春・秋学期末に実施した「大学院生による授業評価」結果と、秋学期に適宜実施した研

究科長・各専攻院生代表との懇談会成果と、各専攻が実施した院生からの聴き取りなどを

多角的に検証し、カリキュラムや教育に関する課題をみいだし、改善策を検証している（根

拠資料 2013 年度第 1回・第 2回人間文化研究科自己点検・評価委員会報告書、2013 年度

「大学院生による授業評価」実施結果報告書（人間文化研究科））。 

・教育目標に沿った成果が上がっているか。 

人間文化の理解に深くかかわる様々な学位論文が提出され、各専攻で厳密な評価が下さ

れ、研究科委員会で厳格な審査を経て合格し、多才な人材が輩出されている。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

 博士前期課程・修士課程においては、21 名（キリスト教思想専攻 2名、人類学専攻 4名、

教育ファシリテーション専攻 4 名、言語科学専攻 11 名（＊9 月修了者 1 名））に修士学位

が授与された。博士後期課程においては、2 名（人類学専攻 1 名、言語科学専攻 1 名）に

博士学位が授与された。 

②改善すべき事項 

 専攻によっては、後期課程設置以来、博士学位の授与者が、依然として、若干名にとど

まる。学位請求論文作成を後押しする積極策を講じる必要がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

毎年、着実に出されている修士論文については、ブラッシュアップなどして専門誌への

投稿が行われているが、専攻ごとの状況を研究科全体の教員と院生で共有し、研究成果公

表のインセンティブをより高めたい。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 2013 年度から、論文作成指導に複数の教員があたることになったので、その際の工夫の

検討から始めたい。また、2013 年度に実施された大学基準協会による認証評価において、

学位論文の審査基準があらかじめ明示されていないと指摘された。審査基準の明示も 2の

②の改善すべき事項に結びつくので、各専攻が連携して審査基準の検討を始めたい。 



 

- 130 - 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

１．現状の説明 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

各専攻は、本学 Web ページに各専攻のアドミッション・ポリシーを公開し、大学院合同

説明会を年 2 回開催して、学生募集に努めている。また、独自の説明会を実施して専攻の

教育目標などの理解促進につとめている。更に、4 専攻の特徴および説明会と秋季・春季

入試日程等を明記したポスターを、大学など関連機関に郵送し、掲示を依頼し、本研究科

の特徴の周知を試みている。なお、本年度、7月開催の説明会には 32 名、12 月開催の説明

会には 15 名の参加者があった。説明会参加者にアンケートを実施し、説明会の内容を点検

している（根拠資料 アンケート結果報告）。 

入学者選抜については、試験・審査の選考基準が、毎年、各専攻において検討され、研

究科委員会でも検討され、それに基づいて公平かつ適切に合否判定が行われている（根拠

資料 2013 年度人間文化研究科委員会議事録）。本年度、博士前期課程・修士課程では、

秋季入試において、志願者 14 名、受験者 14 名、合格者 10 名、春季入試において、志願者

20 名、受験者 18 名、合格者 17 名であった。他方、博士後期課程には志願者がいなかった。 

受験者の成績は、本人の求めに応じて開示することになっている（根拠資料 大学院入

試要項）。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

〈一般入試、社会人、推薦、国内在住外国人、国外在住者〉の試験・審査によって、入

学者の選抜では、幅広く志願者を集めることに一定の効果を上げている。 

②改善すべき事項 

 前年に続き、学内からの推薦入学審査志願者と一般入学試験志願が減少している。学内

の学生に対して、出願を促す方策を講じる必要がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

定着している大学院合同説明会とは別に、専攻独自の入試説明会をできるかぎり多く実

施して、広く志願者を集めていきたい。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 専攻の魅力を、教員一人一人の研究と教育まであわせて、学内の学生に対してアピールす

るのが も有効である。そのためには、アクセス容易な Web ページが効果的である。独自の

Webページを有する専攻には一層の工夫を、有しない専攻にはWebページの開設を促したい。 

以上
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2013 年度キリスト教思想専攻自己点検・評価報告書 

 

キリスト教思想専攻自己点検・評価委員会 

 

≪理念・目的≫ 

１．現状の説明 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

 キリスト教思想専攻は、南山大学の建学の精神であるキリスト教世界観に立脚し、人間

の本質と尊厳について自ら考え探究することのできる人物を育成することを目指している。

そして、この理念と目的に共感し自らの研究をもって社会貢献しようと志す国内外の学生、

社会人を受け入れている。2010 年にこの理念と目的をより具体的に表現した 3つのポリシ

ー（ディプロマ、カリキュラム、アドミッション）をまとめた。この適切性については専

攻の自己点検・評価委員会において検証している。（根拠資料 人間文化研究科案内、大学

院入試要項、2013 年度キリスト教思想・宗教思想専攻自己点検・評価について（報告）） 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

3 ポリシーは、南山大学大学院入学試験要項や南山大学大学院 Web ページの専攻紹介に掲

載されており、専攻が受け入れようとする学生また専攻の課程構成と修了要件等について

学内構成員や入学志願者に対して分かりやすく示されている。神学、哲学、宗教学の 3領

域からなるカリキュラムは専攻における人間探究に多様性を生み出している。また、履修

登録ガイダンス時に配布する資料は専攻の概略、カリキュラムの特色、科目担当者の紹介、

課程修了の要件などについて簡潔に紹介するものとなっているが、今年度その内容を新入

生と在学生の両方に対応するものに更新した。（根拠資料 南山大学大学院人間文化研究科

キリスト教思想専攻・宗教思想専攻ガイダンス資料） 

②改善すべき事項 

 現行のポリシーは 2010 年にまとめられたものであるため、今後は改訂も視野に入れて、

点検していくことにしたい。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

ポリシーについては、各学期末に行う学生による授業評価、年度末に行う学生の研究状

況報告書の提出、年度末に実施する学生と教員による専攻懇談会などによって引き続き状

況を確認し、専攻の自己点検・評価委員会において検討を加え、一層充実したものとなる

ようにしていきたい。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

着手しやすいところから改善したい。まず、専攻ガイダンス資料の記載内容を継続的に

点検して、専攻の特色を網羅的かつ簡潔にまとめることにより一層利用しやすいものにし

ていきたい。 

 



 

- 132 - 

 

≪教員・教員組織≫ 

１．現状の説明 

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

策を講じているか。 

キリスト教思想専攻は今年度 13 名の研究指導担当者を擁した。各教員は、人文学部と総

合政策学部、宗教文化研究所と社会倫理研究所に所属しており、その所属先で毎年、研究

と教育について点検を受けている。本専攻では、所属教員の研究業績の相互評価や博士号

の取得状況の調査を行った。また、FD 活動としては、各教員の研究活動の成果である著書

や論文を合同研究室に持ち寄り、コーナーを設置して閲覧に供している。（根拠資料 2013

年度キリスト教思想・宗教思想専攻自己点検・評価について（報告））1984 年 3 月以来併設

されている在名古屋教皇庁認可神学部と本専攻の協力体制は堅持されており、また、各教

員は宗教文化研究所長や国内外の学会役員等を担うことにより、大学内外の学術的活動の

運営に貢献している。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

今年度は、昨年度に比べ自己点検・評価の機会を増やし、教員の相互評価や博士号取得

状況の調査を実施したことにより、より一層、教員間で自らに求められている能力・資質

に関する関心が深まった。 

②改善すべき事項 

研究活動や学会活動は教員それぞれが行っているものの、専攻内の神学、哲学、宗教学

という 3領域の学際的交流の機会を活性化することにより、研究活動に一層の刺激を与え

ることが期待される。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

教員の相互評価を行うことにより、定年退職予定教員と次世代を担う教員の間の世代交

代への関心が高まった。スムーズな世代交代を可能にするために、特に宗教思想専攻また

学部キリスト教学科等と一層連携しながら、数年先を見据えて研究指導担当者の補充を計

画したい。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 年間を通して開かれる専攻内の合同ゼミを有効に活用することで、教員の研究を相互に

紹介し、意見交換することのできる多様な機会や研究所との共同研究会の可能性等につい

て、引き続き検討したい。 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明 

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

証を行っているか。 

 本専攻では、ポリシーに基づいて教育を実践し、課程編成や実施方針について自己点検・

評価の機会にその適切性を確認している。（根拠資料 2013 年度キリスト教思想・宗教思想

専攻自己点検・評価について（報告）） 
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修士論文の審査は、主査と副査 2名からなる通常 3名で構成される学位審査委員会を研

究科委員会また大学院委員会の了承のもとに設置して行っている。指導教員が学位論文と

終試験の主査を務めないことは規定化されている。また、2013 年度には、学位論文の指

導は複数の教員が担当することになった。こうしたことを通して、学位授与に係る審査を

より透明性、客観性の高いものにしている。 

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

本専攻では、研究科共通科目 4単位、専門科目 18 単位、研究指導科目 8単位の合計 30

単位の取得が修了要件である。その内専門科目では神学、哲学、宗教学の 3領域を設定し

ており、神学 9科目 18 単位、哲学 6科目 12 単位、宗教学 6科目 12 単位、そして古典語学

等の専門外国語 4科目 16 単位、合計 25 科目 58 単位という、充実した内容を提供している。

（根拠資料 大学院学生便覧） 

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

に結びつけているか。 

 本専攻では、研究科で各学期に実施する学生による授業評価のアンケート結果に基づき、

自己点検・評価委員会を開いてカリキュラムや教育研究指導に係る課題点や評価点を確認

している。また、学年度末に学生と教員の参加する専攻懇談会を設けて、施設設備も含め

て専攻の教育内容等の課題や改善策について自由に意見交換を行っている。これらの機会

に提示された課題や改善策は、研究科委員会にて専攻の自己点検・評価報告書として提示

され、検証を受ける。 

・教育目標に沿った成果が上がっているか。 

特に、学生の研究の活性化また支援策として実施している専攻の合同ゼミは、今年度も 5

回開催された。学生の学会発表の準備また執筆中の研究論文の中間発表等の機会としても

活用されている。また、専攻内 3領域の学生と教員との研究交流の機会ともなっている。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

 人間の尊厳の探究という教育目標のために、神学、哲学、宗教学の 3領域からなる科目

編成は適切なものである。合同ゼミは、事前に研究科 Web ページのイベント情報欄に掲載

して周知し、主領域また所属ゼミ以外の教員からの助言を受け、他ゼミの学生とも意見交

換をする機会となっている。また、専攻では紀要『南山神学別冊』を刊行しているが、紀

要には博士前期課程修了者の内の修士論文成績優秀者と博士後期課程在籍者等が寄稿する

ことができる。今年度この紀要は第 29 号となり、4名が寄稿している。紀要の刊行は学生

の活発な研究意欲を後押しすることに貢献している。 

 ②改善すべき事項 

 領域を超えた学生また教員の教育研究の活性化のために、合同ゼミへの積極的参加を呼

び掛け、新入生歓迎会や修了生歓送会、専攻懇談会等の機会を活用して相互になじめるよ

うに配慮する。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

 人間の尊厳のテーマは、主領域内で研究を深めるとともに、隣接領域の研究者との交流を

とおして視野を広げること、問題を掘り下げる視点の深さを極めることが可能である。今後
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も継続して合同ゼミや紀要刊行等の機会を活用し、学生の研究活動を支援していきたい。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 領域をまたがって研究テーマに関心のある学生が、ともに学び考えながら研究を深めて

いけるように、継続して丁寧な授業計画や合同ゼミの計画を立てるようにしたい。 

 

≪学生の受け入れ≫ 

１．現状の説明 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

 学生募集に関しては、専攻ではアドミッション・ポリシーを定めて公開している。それ

によって、入学志願者には専攻がどのような研究に関心のある人物を受け入れたいのかが

明らかにされている。 

入学者の選抜は、一般入学試験、社会人入学審査、国内在住外国人入学審査、国外在住

者入学審査、推薦入学審査等を実施しており、多様な入学希望者の志願を可能にしている。

そして、選抜にあたっては、各試験また各審査について選考基準が厳密に定められており、

それに基づいて公平かつ適切に合否判定が行われている。この選考基準は、毎年、入試の

折に点検されている。 

今年度、説明会には 7月に 7名、12 月に 2名の参加者があった。また、秋季入試には 3

名の受験者、3名の合格者があり、春季入試には 2名の受験者、2名の合格者があった。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

 3つのポリシーの明記された南山大学大学院入試要項がWebページからいつでも入手でき

るように配慮されている。また、大学院入試説明会を人間文化研究科の他専攻とともに毎

年 7月と 12 月の 2回実施している。この説明会への参加者からは、大学院で指導担当して

いる教員から直接説明を受けられる機会のあることについて評価を受けている。 

今年度は、キリスト教学科から一般入試の他に推薦入学審査を受けた学生があった。ま

た、他大学からの国内在住外国人入学審査の受験者も 1名あった。 

②改善すべき事項 

 キリスト教学科からの志願者があるものの、数は小さい。キリスト教学科との連携のあ

り方について検討する必要がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

 昨年度同様に学部キリスト教学科教員に向けて学内在学生対象の推薦入学試験情報を提

供したが、今年度、推薦入試の志願者があったことから、学科教員の協力は有効であった

といえる。大学院入試説明について、継続的して協力を依頼したい。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 宗教思想専攻とも連携し、キリスト教学科主催の研究プロジェクト発表会等の機会に説

明をするなど、学部学生に直接的に情報を提供する方策を引き続き検討したい。 

 

以上 
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2013 年度宗教思想専攻自己点検・評価報告書 

 

宗教思想専攻自己点検・評価委員会 

 

≪理念・目的≫ 

１．現状の説明 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

 宗教思想専攻は、南山大学の建学の精神であるキリスト教世界観に立脚し、人間の本質

と尊厳について自ら考え探究することのできる人物を育成することを目指している。そし

て、この理念と目的に共感し自らの研究をもって社会貢献しようと志す国内外の学生、社

会人を受け入れている。2010 年にこの理念と目的をより具体的に表現した 3つのポリシー

（ディプロマ、カリキュラム、アドミッション）をまとめた。この適切性については専攻

の自己点検・評価委員会において検証している。（根拠資料 人間文化研究科案内、大学院

入試要項、2013 年度キリスト教思想・宗教思想専攻自己点検・評価について（報告）） 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

3 ポリシーは、南山大学大学院入学試験要項や南山大学大学院 Web ページの専攻紹介に掲

載されており、専攻が受け入れようとする学生また専攻の課程構成と修了要件等について

学内構成員や入学志願者に対して分かりやすく示されている。神学、哲学、宗教学の 3領

域からなるカリキュラムは専攻における人間探究に多様性を生み出している。また、履修

登録ガイダンス時に配布する資料は専攻の概略、カリキュラムの特色、科目担当者の紹介、

課程修了の要件などについて簡潔に紹介するものとなっているが、今年度その内容を新入

生と在学生の両方に対応するものに更新した。（根拠資料 南山大学大学院人間文化研究科

キリスト教思想専攻・宗教思想専攻ガイダンス資料） 

②改善すべき事項 

 現行のポリシーは 2010 年にまとめられたものであるため、今後は改訂も視野に入れて、

点検していくことにしたい。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

ポリシーについては、各学期末に行う学生による授業評価、年度末に行う学生の研究状

況報告書の提出、年度末に実施する学生と教員による専攻懇談会などによって引き続き状

況を確認し、専攻の自己点検・評価委員会において検討を加え、一層充実したものとなる

ようにしていきたい。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

着手しやすいところから改善したい。まず、専攻ガイダンス資料の記載内容を継続的に

点検して、専攻の特色を網羅的かつ簡潔にまとめることにより一層利用しやすいものにし

ていきたい。 
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≪教員・教員組織≫ 

１．現状の説明 

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

策を講じているか。 

宗教思想専攻は今年度 8名の研究指導担当者を擁した。各教員は、人文学部と宗教文化

研究所に所属しており、その所属先で毎年、研究と教育について点検を受けている。本専

攻では、所属教員の研究業績の相互評価や博士号の取得状況の調査を行った。また、FD 活

動としては、各教員の研究活動の成果である著書や論文を合同研究室に持ち寄り、コーナ

ーを設置して閲覧に供している。（根拠資料 2013 年度キリスト教思想・宗教思想専攻自己

点検・評価について（報告））1984 年 3 月以来併設されている在名古屋教皇庁認可神学部と

本専攻の協力体制は堅持されており、また、各教員は宗教文化研究所長や国内外の学会役

員等を担うことにより、大学内外の学術的活動の運営に貢献している。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

今年度は、昨年度に比べ自己点検・評価の機会を増やし、教員の相互評価や博士号取得

状況の調査を実施したことにより、より一層、教員間で自らに求められている能力・資質

に関する関心が深まった。 

②改善すべき事項 

研究活動や学会活動は教員それぞれが行っているものの、専攻内の神学、哲学、宗教学

という 3領域の学際的交流の機会を活性化することにより、研究活動に一層の刺激を与え

ることが期待される。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

教員の相互評価を行うことにより、定年退職予定教員と次世代を担う教員の間の世代交

代への関心が高まった。スムーズな世代交代を可能にするために、特にキリスト教思想専

攻また学部キリスト教学科等と一層連携しながら、数年先を見据えて研究指導担当者の補

充を計画したい。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 年間を通して開かれる専攻内の合同ゼミを有効に活用することで、教員の研究を相互に

紹介し、意見交換することのできる多様な機会や研究所との共同研究会の可能性等につい

て、引き続き検討したい。 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明 

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

検証を行っているか。 

 本専攻では、ポリシーに基づいて教育を実践し、課程編成や実施方針について自己点検・

評価の機会にその適切性を確認している。（根拠資料 2013 年度キリスト教思想・宗教思想
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専攻自己点検・評価について（報告）） 

博士論文の審査は、主査と副査 3名以上、通常 5名程度で構成される学位審査委員会を

研究科委員会また大学院委員会の了承のもとに設置して行っている。指導教員が学位論文

と 終試験の主査を務めないことは規定化されている。また、2013 年度には、学位論文の

指導は複数の教員が担当することになった。こうしたことを通して、学位授与に係る審査

をより透明性、客観性の高いものにしている。 

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

本専攻では、専門科目 3科目 6単位以上、研究指導科目 6科目 12 単位の合計 18 単位の

取得が課程修了の要件である。専門科目では神学、哲学、宗教学の 3領域を設定しており、

神学領域 2科目 4単位、哲学領域 2科目 4単位、宗教学領域 2科目 4単位、合計 6科目 18

単位を提供している。主領域の 4単位に加えて隣接領域からも 2単位以上自由に選択でき

る充分な内容を提供している。（根拠資料 大学院学生便覧） 

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

に結びつけているか。 

 本専攻では、研究科で各学期に実施する学生による授業評価のアンケート結果に基づき、

自己点検・評価委員会を開いてカリキュラムや教育研究指導に係る課題点や評価点を確認

している。また、学年度末に学生と教員の参加する専攻懇談会を設けて、施設設備も含め

て専攻の教育内容等の課題や改善策について自由に意見交換を行っている。これらの機会

に提示された課題や改善策は、研究科委員会にて専攻の自己点検・評価報告書として提示

され、検証を受ける。 

・教育目標に沿った成果が上がっているか。 

特に、学生の研究の活性化また支援策として実施している専攻の合同ゼミは、今年度も 5

回開催された。学生の学会発表の準備また執筆中の研究論文の中間発表等の機会としても

活用されている。また、専攻内 3領域の学生と教員との研究交流の機会ともなっている。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

 人間の尊厳の探究という教育目標のために、神学、哲学、宗教学の 3領域からなる科目

編成は適切なものである。合同ゼミは、事前に研究科 Web ページのイベント情報欄に掲載

して周知し、主領域また所属ゼミ以外の教員からの助言を受け、他ゼミの学生とも意見交

換をする機会となっている。また、専攻では紀要『南山神学別冊』を刊行しているが、紀

要には博士前期課程修了者の内の修士論文成績優秀者と博士後期課程在籍者等が寄稿する

ことができる。今年度この紀要は第 29 号となり、4名が寄稿している。紀要の刊行は学生

の活発な研究意欲を後押しすることに貢献している。 

 ②改善すべき事項 

 領域を超えた学生また教員の教育研究の活性化のために、合同ゼミへの積極的参加を呼

び掛け、新入生歓迎会や修了生歓送会、専攻懇談会等の機会を活用して相互になじめるよ

うに配慮する。 
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３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

 人間の尊厳のテーマは、主領域内で研究を深めるとともに、隣接領域の研究者との交流

をとおして視野を広げること、問題を掘り下げる視点の深さを極めることが可能である。

今後も継続して合同ゼミや紀要刊行等の機会を活用し、学生の研究活動を支援していきた

い。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 領域をまたがって研究テーマに関心のある学生が、ともに学び考えながら研究を深めて

いけるように、継続して丁寧な授業計画や合同ゼミの計画を立てるようにしたい。 

 

≪学生の受け入れ≫ 

１．現状の説明 

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

れているかについて、定期的に検証を行っているか。 

 学生募集に関しては、専攻ではアドミッション・ポリシーを定めて公開している。それ

によって、入学志願者には専攻がどのような研究に関心のある人物を受け入れたいのかが

明らかにされている。 

入学者の選抜は、一般入学試験、社会人入学審査、国内在住外国人入学審査、国外在住

者入学審査等を実施しており、多様な入学希望者の志願を可能にしている。そして、選抜

にあたっては、各試験また各審査について選考基準が厳密に定められており、それに基づ

いて公平かつ適切に合否判定が行われている。この選考基準は、毎年、入試の折に点検さ

れている。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

 3つのポリシーの明記された南山大学大学院入試要項がWebページからいつでも入手でき

るように配慮されている。また、大学院入試説明会を人間文化研究科の他専攻とともに毎

年 7月と 12 月の 2回実施している。この説明会への参加者からは、大学院で指導担当して

いる教員から直接説明を受けられる機会のあることについて評価を受けている。キリスト

教思想専攻（博士前期課程）在学者からの志願希望があった。 

②改善すべき事項 

 キリスト教思想専攻修了者の中から志願者があるものの、数は小さい。その数を増す方

策の一つとして、長期的観点から、キリスト教思想専攻進学以前の学内学部学科との連携

のあり方についても検討するべきである。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

 今年度、志願希望はあったものの、実際の志願者はなかった。大学院入試説明会の実施

を周知する方策について、継続的に検討したい。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 キリスト教思想専攻と連携し、キリスト教学科主催の研究プロジェクト発表会等の機会

に説明をするなど、学部学生に直接的に情報を提供する方策を引き続き検討したい。 

以上 
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2013 年度人類学専攻自己点検・評価報告書 

 

人類学専攻自己点検・評価委員会 

 

≪理念・目的≫ 

１．現状の説明 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

 人類学専攻は、「南山大学大学院の目的に関する規程」や大学 Web サイトある本専攻の「教

育理念と目標」に明示されているとおり、複雑化した現代世界の社会・文化的状況に対し

て人類史的な観点から体系的な理解を与える糸口として、文化人類学と考古学からなる総

合的アプローチとしての人類学を提供し、あわせて研究成果のみならず研究資料をも公共

的なものとする文化資源学的な素養を身につけたすぐれた人材を社会に送り出すことを目

的としている。 

 この理念、目的の適切性については、専攻会議と自己点検・評価委員会をとおしてつね

に検証している。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

本専攻が文化人類学と考古学の両分野からなる人類学の研究・教育を目標においている

ことは、日本の大学院で唯一のものとして評価できる。その点で、本学に設置されている

人類学博物館と人類学研究所は、大学院教育を側面から支える重要な役割を担っている。

特に 2013 年度においては人類学博物館がリニューアル・オープンし、大学院生の訓練の場

として今まで以上に活用されることが期待される。 

上記の理念・目的は、2010 年度に制定された 3つのポリシー（ディプロマ、カリキュラ

ム、アドミッションの各ポリシー）に具体化されている。3つのポリシーは大学 Web サイト

をはじめ、入試要項などの外部に向けた資料に明示されており（根拠資料：大学院入試要

項）、学内においては毎年度初めの専攻会議や学生のための登録ガイダンスで提示され、教

員、学生に周知するよう努めている。 

②改善すべき事項 

文化人類学と考古学の有機的結合は本専攻の人類学教育の柱であるが、それ自体として

は遠大な目標であり、これを具体的に実現するためには教員と学生による研鑽をつねに必

要としている。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

3 つのポリシーを学生ガイダンス、専攻会議などにおいて周知、再確認する手順が定着し

て来ている。この方向性を更に推し進めていきたい。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 文化人類学と考古学の有機的結合という目標の実現に向けて、人類学博物館の臨時職員

や博物館実習の TA としての研修、人類学研究所の研究プロジェクトへの大学院生の参加な
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どをとおして、関連施設との連携を更に深めていく。 

 

≪教員・教員組織≫ 

１．現状の説明 

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

策を講じているか。 

 人類学専攻に関与している教員は、全員が人文学部人類文化学科に所属する教員で、研

究指導担当教員と科目担当教員からなる。前者のうち、博士前期課程の研究指導担当者は 6

名（文化人類学 4名、考古学 2名）で、そのうち 5名（文化人類学 3名、考古学 2名）が

博士後期課程の研究指導も担当している。科目担当者は、文化人類学、考古学、科学文化

史、文化資源学、図書館情報学などの分野にわたって 7名の教員が配置されている。 

 研究指導担当教員を選任する場合には、専攻内でまず慎重な検討をおこなった上で研究

科レベルで業績資格審査委員会を設置し、研究業績、研究能力について厳格な審査をおこ

なっている。 

 また毎年の自己点検・評価の一環として、年度はじめに学位取得状況を確認すると同時

に前年度の研究業績について報告の提出を求め、教員の間で閲覧してピアレビューをおこ

ない、研究領域、研究内容について相互の理解を深めることにしている。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

研究業績のピアレビューと学位取得状況の確認は、2013 年度も春学期の第 1回自己点検・

評価において実施した。人類学専攻の中核をなす文化人類学と考古学領域の教員のほぼ全

員が学位を取得しており、専門的な研究教育のために十分な体制が整えられていることを

確認できた（根拠資料：2013 年度第 1回自己点検・評価報告）。 

②改善すべき事項 

専攻の研究・教育の中核を担う教員の学位取得は、現状では上記のとおり満足できるも

のだが、教員の年齢構成のためにこれから数年のあいだに複数の定年退職者が出てくる。

2014 年度中には、博士前期課程・後期課程の両者にわたって、研究指導教員と科目担当教

員の補充計画を立てる必要がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

現在科目担当のみで研究指導を担当していない教員も、その多くがすでに学位を取得し

て研究業績を蓄積しつつあるので、研究指導担当教員の定年による退職を補う見通しはつ

いている。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 人類学専攻の教員は、全員が人文学部人類文化学科所属の教員である。2012 年度、2013

年度において学部における教授昇格人事が進んだので、今後は中長期的な計画に沿って大

学院における研究指導担当教員と科目担当教員の補充を進めていくべきである。 
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≪教育内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明 

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

検証を行っているか。 

 本専攻の教育目標は、≪理念・目的≫の項で示したとおり、文化人類学と考古学の有機

的な結合、文化資源学をとおした社会への貢献にある。また、学位の授与の必須条件であ

る学位論文作成のためには、指導教員による研究指導と、専攻に関与する全教員の参加す

る「大学院合同研究会」における共同的な指導の両面から体制を整えている。これらの目

標と制度の適切性については、人類学専攻の専攻会議と自己点検・評価委員会で検証して

いる（根拠資料：2013 年度人類学専攻会議第 1回～第 9回記録、2013 年度第 1回・第 3回

自己点検・評価報告）。 

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

文化人類学と考古学を中心にした演習科目と講義科目の他に、文化資源学などの科目を

配置し、かつ一定の条件を満たした者には、主領域と並んで副領域の単位修得を認定する

制度を提供している。 

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

に結びつけているか。 

 専攻会議で随時検討しているほか、各学期末におこなわれる学生による授業評価に基づ

いて自己点検・評価活動でも検証しており、FD 活動においても検証している（根拠資料：

2013 年度第 1回、第 3回自己点検・評価報告、2013 年度人類学専攻 FD 活動報告）。 

・教育目標に沿った成果が上がっているか。 

 文化人類学と考古学の有機的な結合という専攻の目標は、主領域に加え副領域の単位修

得認定制度によっても具体化されており、毎年数名の履修者がある。また、2013 年度には

文化人類学領域において課程博士を出すことができたことを特記しておきたい。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

まず、2013 年度におこなわれた大学基準協会による大学認証評価において、「文化資源学」

を必修化している教育課程の特色が高く評価された（根拠資料：「大学評価分科会報告書」

p.21）。また 2013 年度は、学位論文の指導体制および審査体制を整備するために議論を重

ね、博士後期課程に関して、「課程博士論文提出資格に関する申し合わせ」、「博士論文作成

指導委員会に関する申し合わせ」を決定し、課程博士輩出のための手順を整備した。これ

は 2014 年度から適用し、数年の試行をへて内規として制定する予定である。その他、学位

論文（修士・博士）審査基準も明確化した。 

また、中教審の答申に沿って幅広い観点から学位論文の指導を充実させるために、博士

前期課程・博士後期課程の学生一人ひとりについて、「大学院合同研究会」の枠組みを活用

して指導教員の他に副指導教員を選任することにし、その基本方針を明文化した。 

②改善すべき事項 

 以上のとおり、2013 年度は研究指導体制の整備においてかなりの進展を見た。しかし本

研究科の社会貢献として掲げられている高度専門職業人養成という目標の具体化について
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は、議論を始めただけにとどまった。 

 また 2014 年度に向けて、新入生ガイダンスだけでなく在校生に対してもガイダンスをお

こなうことにしていたが、連絡体制に不備があったので 2014 年度からは注意したい。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

博士前期・後期両者にわたる指導体制を明文化することができたので、今後はそれに沿

った実際の指導を軌道に乗せつつ、更に制度の安定化を図りたい。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 本研究科と同じように高度専門職業人養成をうたっている他大学院の事例を参考に、人

類学領域における高度専門職業人の概念を明確化し、本専攻独自の方向性を探っていくべ

きである。 

 

≪学生の受け入れ≫ 

１．現状の説明 

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

れているかについて、定期的に検証を行っているか。 

 学生募集は、年に 2回おこなわれる学内・学外に向けた大学院入試説明会を中心におこ

なっている。入学者選抜に際しては、一般入試、推薦入試、社会人入試ともに多数の教員

が関与して問題を作成し、適正な選考がおこなえるよう体制を整えている。合否の判定は、

問題作成者・面接者による会議をとおして、厳格な審査により適切におこなわれている。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

大学院入試説明会には文化人類学と考古学の担当教員の他に文化資源学担当の教員も参

加して、進学希望者に適切な情報と助言を与えられる体制を整えている。 

②改善すべき事項 

2013 年度の学生募集状況は、おそらく社会の経済情勢の影響もあり、昨年度に続いてか

なり厳しいものであった。夏・冬の大学院入試説明会への出席者は少なく、2014 年度入試

（秋季・春季）における志願者、入試合格者も少なかった。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

学内向けの広報活動の中心は大学院入試説明会にあり、その機会に人文学部人類文化学

科に在籍する 1年次から 4年次までのすべての学生を対象に広報をおこなっているが、今

後はそれに更に力を入れる必要があろう。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 大学院入試説明会の他に、学部時代から人類学の面白さを実地で経験させるために、学

部教育と大学院教育の連携を強化し、大学院進学への関心を引き立てるよう努力していく。 

以上 
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2013 年度教育ファシリテーション専攻自己点検・評価報告書 

 

教育ファシリテーション専攻自己点検・評価委員会 

 

≪理念・目的≫ 

１．現状の説明 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

 本専攻は、2004 年度に設置された。教育ファシリテーションとは、学校や企業、看護・

医療、国際協力などの場における教育的かかわりのなかで、学ぶ者がその主体性を発揮で

きるように、さまざまなスキルを用いて支援することを意味する。本専攻では、このよう

な教育ファシリテーションに関する学習・研究を通し、専門的知識やスキルを身に付ける

ことを教育目標としている（根拠資料 人間文化研究科パンフレット）。 

 2010 年度にアドミッション、カリキュラム、ディプロマ・ポリシーを策定し、Web ペー

ジや入試要項、入試説明会などを通して広く社会への周知をはかっている。また入学者に

はガイダンスや授業を通して、その理解を促している。 

 本専攻は社会人を主たる対象としていることもあり、理念・目的は志願者のニーズに直

接かかわる問題である。そのため、日常的な在学生とのかかわりの中や、卒業生との懇談

の会を通して情報を収集し、適宜専攻会議等を通してそれを共有している。本年度は、第

２回教育ファシリテーション専攻自己点検・評価委員会（以下、専攻自己点検・評価委員

会と略記）において検討したが、理念・目的について特に大きな課題の指摘はなかった（根

拠資料 専攻自己点検・評価委員会議事録）。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

 入試説明会への参加者、志願者、在籍者の背景領域は教育関係、医療関係、司法関係、

企業関係、NPO・NGO の関係者といった幅広い分野にわたっている。ファシリテーションの

重要性は多様な領域で認識されているといえよう。 

②改善すべき事項 

 ディプロマ・ポリシーの文言に、説明不足ともいえる部分が残っているため、その変更

を検討していたが研究科全体で足並みをそろえるため、対応が 2014 年度にずれ込むことと

なった。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

 Web ページ、ガイダンスや授業等を通して学内外への周知を図る活動を継続する。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 ディプロマ・ポリシーの文言の修正について、2014 年秋までに対応する。 

 

≪教員・教員組織≫ 

１．現状の説明 

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

策を講じているか。 
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 本専攻には、研究指導担当５名、講義担当７名の専任教員が所属している。また教員組

織は、人文学部心理人間学科の教員組織に依存している。このことに関係して、本専攻は

「世代交代」の時期を控え、特に研究指導担当者組織をどう維持していくかについての対

応が急務となっている。2014 年度より１名の研究指導担当者を迎えることが決まったが、

１名が 2014 年度末で外れる予定のため研究指導担当者は５名のままとなる。 

 第１回専攻自己点検・評価委員会において、2012 年度の業績について本専攻所属教員に

よる相互評価を実施した。担当科目との適合性等に関して特に問題となる点についての指

摘はなかったが、相互に一層の努力の必要性を確認した。加えて、今後の研究活性化に関

して意見交換を行った。「（学部組織などとも連携して）研究時間を確保することが不可欠

である」、「共同研究・共同執筆の論文や著書執筆の促進」等の意見が出された（根拠資料 

専攻自己点検・評価委員会議事録）。 

 また第２回専攻自己点検・評価委員会では本専攻の教員組織について検討した。所属教

員の専門領域に関しては、おおむねディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーを具

現化するために必要な領域をカバーできていることが確認されたが、研究指導担当者が少

なく、対応できる領域に偏りが生じている現状も指摘された。学生のニーズに十分に対応

できる教員構成が実現できるよう、またそれが持続的に提供できるようそれぞれの教員が

努力することを確認した（根拠資料 専攻自己点検・評価委員会議事録）。 

 更に、人間文化研究科によって学期ごとに学生による授業評価が行われており、その結

果を踏まえて、第 2回、および第 3回専攻自己点検・評価委員会において意見を交換した。

更に FD 活動としては、心理人間学科が主催する年度末の 2泊 3日の研究会（教育ファシリ

テーション専攻共催）において、授業および研究活動についてふりかえり、今後の方向性

について協議した（根拠資料 専攻自己点検・評価委員会議事録）。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

学生の声、また相互評価からも現状の教員の専門性、資質についての課題は指摘されて

いない。授業評価結果からも、研究指導等での本専攻教員の尽力に対する学生からの評価

は高いことがわかる。 

②改善すべき事項 

 ある非常勤講師に対して学生からネガティブな意見が聞かれた。また教員のオーバーワ

ークを懸念する意見が聞かれた。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

 従来とおり、日常的な自己点検作業、FD 活動を継続する。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 非常勤講師に関しては次回開講時に検討する。また、わずかな寄与にしかならないであ

ろうが、専攻会議、専攻自己点検・評価委員会の効率化、迅速化に努めたい。 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明 

・教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に
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検証を行っているか。 

 本年度第 2回、および第 3回専攻自己点検・評価委員会においてアドミッション、カリ

キュラム、ディプロマの３つのポリシーについて点検作業を行った。概ね妥当であると確

認され、喫緊の課題は指摘されなかった（根拠資料 専攻自己点検・評価委員会議事録）。 

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

 本専攻では、カリキュラム・ポリシーに従い、基本的・基礎的なファシリテーション論

から体験学習の設計、学外のフィールドで実践するファシリテーションの応用研究まで幅

広い科目を提供している。2008 年度から、金・土・日曜日と集中授業を中心にした時間割

を組むことによって、遠隔地からの志願者も受講可能な体制を作っている。更に 2012 年度

からは、「学校心理士」の受験資格変更に伴う一部科目の改変を行っている。 

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

に結びつけているか。 

 在学生に関しては、人間文化研究科によって学期ごとに学生による授業評価が行われて

おり、その結果を踏まえて、２回の専攻自己点検・評価委員会を開き意見を交換した（根

拠資料 専攻自己点検・評価委員会議事録）。卒業生に関しては、本年度は２回（2013 年 4

月 5日および 2014 年 2 月 2日）、教員と交流できる機会を設け、意見に耳を傾けた。 

・教育目標に沿った成果が上がっているか。 

 授業評価、修士論文のテーマや内容、卒業生の声から伺い知ることができる範囲内にお

いては、一定の成果をあげていると考えている。本年度においては 2004 年度入学者（１期

生）の追跡調査を行い、修了後の状況を把握した。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

 週末と集中授業を中心に時間割を組むことによって、遠隔地からの学生が受講可能な体

制を作ることができたことは、志願者および入学者から評価されている。本年度の入学試

験においても、関東地方からの志願者が 1名含まれていた。 

 2004 年度入学者の追跡調査から、多くの修了生がその後も積極的に自己研鑽や社会的活

動を行っていることが確認できた。本専攻の教育効果の一端と考えられる。 

②改善すべき事項 

 週末や夜間の授業は、一方で教員の負担を過重にしている。これは、学部の授業に大学

院の授業担当が加わるということだけでなく、社会人学生との指導面談も主として土日、

夜間に行われることとなり、学生の希望や要請に応えようとすると、土日の出勤や、午後

9時、10 時まで研究室に残っていなければならないという状況を生み出している。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

従来とおり、日常的に学生、修了生等の声に耳を傾け、専攻会議などを通して情報を共

有していく。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 学生の要請に応えることと教員の負担の増大は正の相関関係にあるといってよい。教員

のオーバーワークに関しては積年の懸案事項であるが具体的な解決案はまだない。 
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≪学生の受け入れ≫ 

１．現状の説明 

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

れているかについて、定期的に検証を行っているか。 

本専攻では社会人を中心に募集を行っており、志願者の研究ニーズと専攻のカリキュラ

ム等とのミスマッチを防ぐため、開設以来、独自の授業見学・説明会を実施している。本

年度も 3回を実施した。大学院全体による 2回の入試説明会にはそれぞれ、1名、5名の参

加者があった。また、入試課の助力によって２回の新聞広告を掲載した。 

入試に関しては、秋季入試（2013 年 9 月）においては 0名、春季入試（2014 年 2 月）で

は、社会人 5 名・一般 2 名合わせて 7 名の応募があった（合格者は 6 名）。なお推薦入試

に関しての応募者はなかった。 

また、アドミッション・ポリシー等受け入れにかかわる議論を第 3回専攻自己点検・評

価委員会において行った。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

 開設以来、本専攻独自の説明会などを通して地道な広報活動を行ってきた。人間関係研

究センターの公開講座時の紹介、Web、専攻独自の説明会等の活動が学生の受け入れに効果

的に働いている面がある。 

 なお2013年12月には、入試課のバックアップがあり説明会直前に新聞広告を掲載した。

これによって、確認できただけで 2名の参加者があった。 

②改善すべき事項 

 本年度は志願者数が入学定員を下回った。これは 2012 年に続き 2 年連続、開設以来 3

度目のことである。志願者数には年度ごとの波があるが、この傾向が 2014 年度も継続する

のかどうか注視する。またここ数年、一般入試を受験する本学学部生はいるものの、推薦

枠の利用はない。 

 新聞広告を見て説明会に参加した者から、数年先を見越して大学院という道を考えてい

るということが語られた。社会人からのアプローチを志願に結びつけるためには、数年間、

コンタクトを絶やさないことが必要なのかもしれない。 

卒業生、在学生から Web 情報が古い等の指摘を受けた。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

 今後も現行の広報活動を継続していく。できれば来年度も新聞広告の掲載をお願いする。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 上述のように、社会人からのアプローチを志願に結びつけるためには、数年間、コンタ

クトを絶やさないことが必要なのかもしれない。現在、このようなシステムはないので、

入試課と相談し、有効な方法を見出したい。 

 Web 情報は更新作業を開始している。 

 

以上 
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2013 年度言語科学専攻自己点検・評価報告書 

 

言語科学専攻自己点検・評価委員会 

 

≪理念・目的≫ 

１．現状の説明 

 本専攻の博士前期課程では、「人間性の本質に迫る手だてとしての言語学、教育を通して

グローバル化に貢献する語学教育を大きな二本の柱として、新しい大学院教育を目指して

いる。言語学領域では、文法理論や言語習得論（母語習得、第二言語習得）を学習し、日

本語研究あるいは日本語と他言語との比較研究を通して、言語理論、言語習得理論に貢献

する人材を養成する。日本語教育領域は、日本語教授法、日本語教育文法などの科目とと

もに、コミュニケーション教育の科目や国内外での就職を想定した英語・日本語運用能力

向上のための科目群を含むカリキュラムとなっている。英語教育領域は、高度な英語教育

者の養成と英語教員の再教育を目的とし、英語教授法、英語教育文法、コミュニケーショ

ン教育、英語運用能力向上を重視したカリキュラムを組んでいる。」を理念・目的とし、ま

た博士後期課程では、「人間性の重要な一部である言語にみられる普遍性と多様性を研究の

対象とし、人間の本質的理解と人間の尊厳の普遍的実現に貢献することを目指す。本学は、

長年に亘って、文法理論、コミュニケーション論、言語獲得理論、外国語教育学の諸領域

において、指導的な役割を果たしてきた。この伝統を引き継ぎ、言語理論と言語習得論を

２つの柱として、人間言語の普遍的な理論の構築と、母語である第１言語ならびに外国語

である第２言語の習得理論の構築、融合を目指す。」を理念・目的としている。 

 これらの理念・目的の定期的な検証に関しては、本専攻の構成員が本専攻の理念・目的

を実現すべくカリキュラムが実際に組まれているかどうかを確認しながら毎年次年度の科

目を配置している。 

 

２．点検・評価 

 上記の理念に基づいて、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッシ

ョン・ポリシーの３つのポリシーを作成し、大学の Web ページ、入学願書、研究科案内ポ

スター、そして、大学院入試説明会などで社会一般、入学志願者、ならびに在学生に周知

を行っている。これらの点検･評価については３年ごとに、つまり、2013 年度に実施された。

秋学期に数回専攻会議において、博士前期・後期課程のポリシーを点検・評価した結果、

博士後期課程のアドミッション・ポリシーが求める学生像を明確化する必要があると判断

し、原案作成を開始した。以下は、現時点での状況について言及する。 

 ①効果が上がっている事項 

2014 年度入試（2013 年 9 月、2014 年 2 月実施）において、博士前期課程に関しては、

各入試種別に志願者があった点については、種別が妥当であると判断できる。 

 ②改善すべき事項 

  （１）2014 年度入試（2013 年 9 月、2014 年 2 月実施）状況については、博士後期課程

の志願者 0名（前年同様）、博士前期課程の志願者 17 名（前年比 3名増）、合格者 12 名（定

員 12 名）という状況であった。博士前期課程については、2012 年度は初めて定員を満たす
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ことができない状態となったが、今年度は回復した。この点については安心せず、今後も

見守っていく必要がある。（２）過去 4年ほど入学定員を満たしていない博士後期課程につ

いては、志願者獲得が大きな課題として残っている。 

 

３．将来に向けた発展方策 

 効果が上がっている博士前期課程に関しては、現状を維持できるように努力を重ねる。

また、改善されるべき博士後期課程の周知に関しては、大学院の Web やポスター配布など

により、１）博士前期課程の学生への周知、２）国内外の大学院生への周知、３）既に修

士号を有している社会人への周知、４）博士号を有していない教員への周知などを一層強

化したい。また、学内で行われる様々な講演会、研究会開催時にポスター、紀要などの研

究成果を参加者の目に触れるところにおくなどの周知活動も行いたい。 

 

≪教員･教員組織≫ 

１．現状の説明 

 本専攻は、博士後期課程の研究指導担当者 6名、講義担当者 2名、同前期課程の研究指

導担当者 10 名（内 6名は後期課程の研究指導担当兼務）、講義担当者 3名から構成されて

いる。博士後期課程には言語理論領域の教員が 5名、言語習得論領域が 3名おり、同前期

課程には言語理論領域の教員 6名、日本語教育領域３名、英語教育領域３名、コミュニケ

ーション領域 1名の計 13 名の教員から構成されている。言語科学専攻の教員は、１）専門

領域における高い研究能力、２）学生の研究に関する高い指導能力が要求される。研究教

育の評価は、2014 年 1 月 14 日に開催された専攻内自己点検・評価委員会で実施された。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

（１）言語学領域、日本語教育領域、英語教育領域の教員による海外ならびに国内の学会

における活発な研究活動が行われた：著書 5冊、論文 13 本、教科書 1冊、国際学会で

の基調講演 3回、国際学会での研究発表 6回、国内学会での基調講演 4回、国内学会

での研究発表 5回）。 

（２）今年度は博士後期課程を修了し博士号を取得した者が 1名（昨年度 1名）、同前期課

程を修了し修士号を取得した者が 11 名いたことから、学生の研究に対する指導も効果

的に行われたと言える。 

②改善すべき事項 

（１）日本語と他言語との対照研究を行う場合、その言語を母語として研究している教員

との連携が必要であり、更なる強化する必要がある。また（２）言語習得理論とその

応用分野の言語教育法との一層の融合が求められる。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①効果が上がっている事項について 

 これからも国内、海外の高等教育機関との更なるネットワーク作り、協力体制、共同研

究体制を維持、強化していきたい。 
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②改善すべき事項について 

様々な言語を専門とする学内の他研究科、他学部の教員または他機関の教員とより密な教

育・研究上の連携を図り、研究に必要な助言がよりスムーズに得られるようにしたい。ま

た、言語習得理論と言語教育法の連携融合に関しては、言語教育・言語学に関する講演会、

ワークショップなどに学生とともに積極的に参加し、理論面、応用面のインターフェスが

よりスムーズに行くようにしたい。 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明  

博士前期課程は２年で修了する学生がほとんどで、適切に指導、教育がなされていると判

断される。しかし、博士後期課程は、３年で修了する学生が減少し、４年、５年と長引い

ている学生も少し目立ち始めている。これらを改善するために、2011 年度から博士後期課

程の学生を対象に専攻全体の人的リソースを活かしたアドバイザリーコミッティー制度を

開始し、一人ひとりの学生の指導体制を強化している。また日本語教育実習が外国人留学

生別科と連携して、本年度の秋学期から始まり、別科での日本語教育実習も可能となった。 

博士前期課程の学生には修士論文の進捗報告会、修士論文 終口頭試験を、また博士後期

課程の学生には博士論文執筆資格論文審査、中間審査、更に、博士論文 終試験に加えて、

アドバイザリーコミッティーの教員をはじめ、専攻の教員も参加して行われる進捗状況発

表会なども毎学期行われ、学位授与までのプロセスを言語科学専攻の全教員が把握、検証

できるような透明な体制をとっている。 

 本専攻の博士前期課程は、言語学領域、日本語教育領域、英語教育領域の３領域、なら

びに、これらの共通基盤領域としてのコミュニケーション領域の科目群を、また、博士後

期課程は、言語理論と言語習得論の 2つの領域の科目群を配置し、言語科学専攻に相応し

い科目を学生に提供している。 

 教育成果に関しては、関連する学会での研究発表、学会誌への論文投稿、ワークショッ

プでの研究発表、言語科学専攻の紀要『南山言語科学』への投稿状態などを関連する領域

の教員が常時把握、確認している。また、博士前期課程の学生の修了率、在学生の研究活

動などをみてみると、十分教育の目標が達成され、一定の成果を上げている。 

本専攻博士前期課程の特色のひとつである副領域履修制度については、今年度も申請者

が修了生 11 名のうち 7名と多く、院生が主専攻の領域のみならず幅広く副専攻まで修めて

いることがわかる。このことは本制度が学生の間に定着してきたことを示している。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

 １）学生の研究発表が活発に行われている。国内海外の学会での発表、言語学研究セン

ター主催の研究会やワークショップでの発表、また学会誌への論文掲載など、学生が

積極的に行っている。また、留学生が学会で日本語による発表を、また日本人学生が

英語による発表を行っているが、これらは本専攻の日本語ならびに英語運用能力向上

を意図して開講されている本専攻の科目が効果的に機能している証と言えよう。 
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②改善すべき事項 

更なる学生の研究教育活動を支援していくことに尽きる。特に、博士後期課程の学生の

関連学会の学会誌へ投稿を、指導を強化して、より一層増やしていきたい。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①効果が上がっている事項について 

開始したばかりのアドバイザリーコミッティー制度を更に充実させ、専攻内外の人的リ

ソースを幅広く活用して更なる指導を行っていきたい。 

②改善すべき事項について 

講義形式と発表形式の授業をバランスよく取り入れ、一人ひとりの学生が研究成果を出

しやすいような指導を行っていきたい。 

 

≪学生の受け入れ≫ 

１．現状の説明 

学生募集に関しては、大学の Web ページだけでなく毎年 2回大学院入試説明会を行い、本

専攻がどのような専攻かを受験希望者に説明している。学生の選抜に関して、研究計画書、

外国語試験、専門領域に関する筆記試験、口頭試験を行い、専攻の構成員全員による専攻

会議において、毎回試験問題の難易度なども検証され、公正かつ適切に実施されている。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

博士前期課程に関しては、毎年入学定員に近い入学者がおり、学生募集は順調に進んで

いる。また、大学院入試説明会では、言語学、英語教育、日本語教育の３領域の在学生も

参加しており、学生の視点からの情報も受験希望者に提供し、丁寧な説明会を行っている。 

②改善すべき事項 

 博士後期課程ではここ 4年間入学定員を満たしておらず、今後の課題である。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①効果が上がっている事項について 

今後も入学定員が充足するように、大学の Web ページ、大学院入試説明会などの広報活

動に力を入れて、入試説明会の内容も更に充実したものにしていきたい。 

②改善すべき事項について 

 言語科学専攻は、専攻の構成員が多く所属する言語学研究センターとも更なる協力体制

を敷き、研究会、講演会、ワークショップ、コロキュアム開催時に、会場に専攻のパンフ

なども置いておくなど、学外の参加者の目に触れる機会を増やし、1年を通して広報活動を

行っていきたい。 

 

以上 
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2013 年度国際地域文化研究科自己点検・評価報告書 

 

国際地域文化研究科自己点検・評価委員会 

 

《理念・目的》 

１．現状の説明 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

国際地域文化研究科は、「３つのポリシー」を制定し、人間の行動様式の総体を規定する

条件としての文化が、政治や経済とともに、諸地域や国際社会における重要な要素となっ

ていることに注目し、「文化と社会の多元性の認識に基づき、民族集団や人種間の協調を図

り、国民国家を超えた文化的・社会的共生を実現すること」という理念・目的を、具体的

なものとして公表している（「南山大学３つのポリシー」）。 

更に、毎年、この理念・目的をもととした研究科の教育・研究のあり方について、自己

点検・評価活動による検証を行っている。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項   

研究科設立後１０年、後期課程開始３年目に博士第１号取得者が出た他、本年度刊行の

『国際地域文化研究』第９号掲載の院生の研究があり、教員の研究業績報告（研究業績閲

覧システム）も含めて、各々の研究が研究科の理念・目的に沿ったものとして行われてい

ると認められる。2012 年度から始められた地域研究センター共同研究「「記憶」の共有を目

指して――第二次世界大戦終結 70 周年を前に「歴史認識問題」等の未解決の問題と取り組

み好ましき地球市民社会を展望するための諸地域の枠を超えた共同研究の試み」に本研究

科も参加しており、2013 年度も研究会等を行った。同じく 2012 年度からの国立インドネ

シア教育大学 UPI との共同研究セミナー「日本社会とインドネシア・スンダ地域社会の比

較文化研究」の二年目に、UPI からの訪問団を受け入れ、学内で共同研究セミナーを実施し

た（共同研究セミナープログラム）。 

②改善すべき事項  

 研究科の理念・目的の実現に向けた研究科の教育・研究のあり方については、更なる検

証を行い、教育目標の達成についても、カリキュラムの具体的検証による改善を持続して

行かなければならない。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①効果が上がっている事項  

 研究科設立１０年目となった本年度は、国際交流・国際協力等にかかわる進路の可能

性を模索する学生に対して積極的な援助として、社会との連携を図るための実践的学問研

究と位置付ける「国際地域文化プロジェクト研究」の更なる充実を図るため、各分野から

の講師を招いて多様で高度な教育を実施した。博士後期課程研究指導担当教員の増員を計

って教員１名の業績・資格審査を行い、2014 年度からの研究指導担当が承認された。更な

る増員も目指している。 
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②改善すべき事項   

更に１０年目以降に向けて理念・目的の検討を行い、教育目標達成の具体的検証によっ

てカリキュラム改善を持続し、博士後期課程の研究指導担当教員の増員、ならびに講義科

目の増加と内容の充実等を目指さなければならない。 

 

《教員・教員組織》 

１．現状の説明 

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

策を講じているか。 

博士前期課程は、アメリカ、スペイン・ラテンアメリカ、アジア・日本の３研究領域か

ら成り、各教員は所属領域の「専門科目」と「研究指導科目」（「研究指導」担当教員のみ）

を主として担当している。 

博士後期課程では、上記の３領域を発展的に統合し、「アジア」と「日本」そして「アメ

リカ」「スペイン・ラテンアメリカ」との相互交流を中心に捉えた「アジア・日本を重視し

た国際地域文化研究」を行っている。博士後期課程を担当する研究科専任教員は９名で、

そのうち「研究指導」を担当する教員は６名である。 

教員の組織的連携の要として、研究科内に運営委員会を設け、研究科長、専攻主任、各

研究領域コーディネーターを基本メンバーとして、必要に応じて研究科教務担当主任およ

び入試担当主任が加わって開催し、各教員の能力・資質について把握し、教育・研究の状

況等を慎重にチェックしている。各教員の能力を裏付ける資料としては、毎年行われる業

績報告を重視している。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項   

上記のとおり、地域研究センター共同研究「「記憶」の共有を目指して」にも引き続き参

加して各教員の能力を伸ばしている。教員の研究業績（研究業績閲覧システム）によれば、

教員の資質の向上が見られ、一定の効果が上がっていると認められる。 

②改善すべき事項  

各教員が更に有意義な研究活動を持続し、能力・資質の向上に努めていくべきである。

前期・後期課程の教員構成、また各領域における教員構成が現状のままでよいかどうかの

点検を行い、カリキュラム改善とともに検討し、教員の増員等による組織の充実を計らね

ばならない。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①効果が上がっている事項   

研究科設立後１０年間を経て、指導体制の拡充が実をむすんできた。「大学院生による授

業評価」には、毎年本研究科の指導のあり方を評価する回答があり、設立以来の指導体制

の充実が実をむすびつつあると考えられる（2013 年度「大学院生による授業評価」実施結

果報告書）。 
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②改善すべき事項  

 １０年目以降に向けて問題点を再検討し、前期・後期課程の研究領域の発展と指導体

制の更なる充実に向けて、特に後期課程担当教員の増員が必要である。 

 

《教育内容・方法・成果》 

１．現状の説明 

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

検証を行っているか。 

博士後期課程開始後３年の完成年度となり、設置時の教育目標、学位授与方針、教育課

程の編成・実施方針の適切性については定期的に検討を行っている。各教員の教育内容や

方法についても、博士号授与や修士号授与の審査過程やカリキュラムの編成過程において

具体的な検証を続けている。 

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

教育課程の編成・実施方針に基づいた各課程の教育内容については、博士後期課程完成

年度を迎えて総合的な検討を行い、各課程に相応しい教育内容の提供を行っていると認め

られる。 

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

に結びつけているか。 

博士論文審査、修士論文審査の段階や、研究科紀要の刊行等によって具体的に、教育成

果の定期的な検証を行い、その結果をふまえて、教育課程や各研究指導担当者の教育内容・

方法の改善に結びつけるようにしている。 

・教育目標に沿った成果が上がっているか。 

博士論文第１号をはじめとして、修士論文と研究科紀要採用論文によって、教育目標に

沿った成果があると検証されており、修了後の進路や進学者の研究の状況によっても一定

の成果が上がっている。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項   

2011 年の博士後期課程の設置によって博士前期課程と後期課程を備えたことによって、

研究科全体の教育内容の拡充がなされつつあり、前述のごとく、博士後期課程開始後３年

で博士号授与者を出した他、本年度刊行の『国際地域文化研究』第９号掲載の院生の研究

があり、教員の研究業績（研究業績閲覧システム）も含めて、各々の研究が研究科の理念・

目的に沿ったものとして行われている。更に前述のとおり、実践的な取り組みを含んだ「国

際地域文化プロジェクト研究」の内容が拡充された。また、博士後期課程在学者による外

部の学会での発表や研究科の紀要以外での論文発表もあり、博士後期課程の教育の成果で

ある。 

留学生については、引き続き、日本文化学科や人間文化研究科との連携によって、日本

語力養成の科目への参加が行われており、学位取得に役立っていると認められる。 

前述の共同研究「「記憶」の共有を目指して」や国立インドネシア教育大学との共同研究

セミナーへの学生の積極的な参加も行われ、研究科紀要『国際地域文化研究』９号では修
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士論文をもととした成果が発表された。 

②改善すべき事項   

博士後期課程は設置後３年目に博士号取得者を出したが、更に着実な教育の実施と改善

のための具体的な検証が必要である。更に、卒業後の進路選択、進学や就職についての支

援が必要であり、上記の「国際地域文化プロジェクト研究」の拡充をはじめ、キャリア支

援室との連携によって一層積極的な支援を行うべきであろう。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①効果が上がっている事項  

 博士後期課程の設置以降、毎年入学者が続いており、博士第１号も出たので、「アジア・

日本を重視した国際地域文化研究」を掲げて担当者の拡充がはかられたことによる効果が

あったと考えられる。 

留学生についても、継続して希望者があり、学生確保の地道な取り組みの効果もあると

考えられる。共同研究などの取り組みも継続して試みていく方針である。 

②改善すべき事項  

 博士後期課程、博士前期課程の研究指導担当者の拡充によって、学部から博士前期、博

士前期から博士後期へと継続的な指導が可能となる内部進学者を確保するとともに、高度

の研究を行える学生を育成していく必要がある。 

 

《学生の受け入れ》 

１．現状の説明 

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

れているかについて、定期的に検証を行っているか。 

研究科委員会と運営委員会の審議等の場で検証を行っている。入学試験要項や大学 Web

ページにおいて、学生の受け入れに関する方針を明示し、それに従って入学者選抜が公正

かつ適切に行われるようにしている。 

数年にわたる留学生の応募者減少は、現在の日本の近隣諸国との関係による影響もある

ものと考えられる。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項   

昨年度からより積極的な学生募集活動を行い、全学の２度の説明会に加えて、研究科独

自の入試説明会を２度実施することによって、学外、学内の学部生に向けた広報につとめ

た。 

「国際地域文化プロジェクト研究」における提携先（名古屋国際センター、豊田市国際

交流協会、JICA-国際協力機構、名古屋 NGO センター、学校法人ムンド・デ・アレグリア）

との緊密な協力等、国際地域文化研究科の特色を活かした取り組みは、受験者確保におい

ても効果があったことは、各入試説明会等の参加者の関心からも明らかである。 

②改善すべき事項   

前述の国際関係の現状による留学生の減少に対しては、更に多くの国の大学等に対する
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働きかけを行っていくべきものと考えられる。諸外国や学外の広い地域からの学生を募り、

また本学学部からの応募者の更なる確保も目指して、受験者数が収容定員の 1.5 倍以上と

なるよう、更に積極的な広報活動に向けた取り組みが必要である。 

３．将来に向けた発展方策 

①効果が上がっている事項  

「国際地域文化プロジェクト研究」をより学生の進路支援へとつながるものとするため

に、昨年度作成された具体的なプランによって実施された。更に、国際交流事業をより多

角的に展開し、研究科の特色と魅力を活かした取り組みを増やしていくことで、学生募集

の広報につなげていく。 

前述の国立インドネシア教育大学共同研究セミナーや、中国等の大学との提携交渉を更に

積極的に行うことが、海外の諸大学等との研究交流、提携の可能性を増大している。 

②改善すべき事項   

研究科独自の入試説明会（進路相談会）や大学全体の入試説明会の内容を更に充実して、

実効あるものとしていく必要がある。更に、海外からの応募者にとって有効な国外在住者

入試の拡充や研修生受け入れ制度の見直し（海外からの直接受け入れの検討）等、入試制

度の見直しを行い、また、進路・就職についての更なる具体的な支援の拡充も不可欠の課

題である。いまや、研究科の将来を見据えて、入試制度、入学資格（受験資格）の再検討

を行うべき時期に来ているのではないかと考える。 

 

以上 
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2013 年度経済学研究科自己点検・評価報告書 

 

経済学研究科自己点検・評価委員会  

 

《理念・目的》 

1．現状の説明 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

理念・目的の適切性に関する検証は、毎年行われる学部研修会において、学部

のそれと並行して随時行われている。研修会では学部および研究科の教務・人事・

入試等に関し教員間の自由な意見交換が為されるが、その際に重要な指針とされる

のは学部と研究科の理念・目的であり、教育の現場で提起される問題のフィードバ

ックにより一定の検証が為されている。今年度の研修会では、主にカリキュラム・

ポリシーとアドミッション・ポリシーに関する議論が行われた。研究科単体の取り

組みとしては、定期的に実施される社会人向け講演会におけるアンケートにより、

情報収集を継続している。 

 

2．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

本研究科では組織における高度業務や社会貢献における指導的役割等を担える人材の養

成を目指し、経済の専門知識やデータ分析力の向上を求める社会人のキャリアアップを目

的の一つと位置づけて、社会人向けの入試制度を設けている。更にその広報の一環として

年間 2 回の社会人向け講演会開催を続けており、研究科教員の研究成果の社会還元の機能

を果たすとともに、来場者に対するアンケート調査実施が大学院への興味や関心を持たれ

ている経済問題等の情報収集に役立っている。特に今年度は、社会科学研究科経済学専攻

開設のアピールの場としても活用された。 

②改善すべき事項 

従来一定数の社会人入学者を確保してきていた本研究科だが、今年度は 0 名という残念

な結果となった。その大きな原因は、退職する財政学指導担当教員の代替が可能な教員の

人事が滞ったため、入学希望者募集の際に財政学志望者に対応できなかったことにある。

これまで本研究科が目指してきた教育上の役割を継続するために、早急な対応が必要であ

る。 

 

3．将来に向けた発展方策 

①上記 2．①の「効果が上がっている事項」について 

講演会の開催を通じ、今後も社会人の入学を促していくとともに、一般社会人からの要

望をくみ上げていく試みを継続していきたいと考えている。大学院入試に興味を示す社会
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人が常に一定数存在していることがアンケートの結果から推測され、こうした潜在的需要

層の存在を志願者増に結び付けていくために、講演会のテーマや形式について一層の工夫

を試みるべきだろう。 

②上記 2．②の改善すべき事項について 

これまでの財政学担当者が果たしてきた役割を代替できるような、国税審議会より租税

制度の専門家として認められる高水準の経験と知識を有する教育職員の充当のための努力

を、学部と連携しつつ行っているところである。 

 

《教員・教員組織》 

1．現状の説明 

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

策を講じているか。 

研究活動に関しては、本研究科教員が所属する経済学部において、「経済学部にお

ける教員評価の基準と実施体制に係る内規」が指針として定められ、一定以上のペ

ースで学術業績の公刊を行うことが努力義務として合意されてきた。昨年度この努

力義務のハードルが引き上げられ、各教員に提出を義務付けられた、教育・研究・

大学運営等の各方面における当概年度の活動状況を確認するための「教員評価シー

ト」により、その達成の成否に関するチェックが実施されている。 

教育活動に関しては、院生による授業評価が毎年実施され、その結果は専攻主任に

よる報告書にまとめられている。これは研究科委員会で報告され、必要が認められ

た場合には改善提案がなされている。 

 

2．点検・評価 

①効果の上がっている事項 

今年度の大学院生による授業評価は、帰国中の留学生の回答が得られなかったため、例

年ほどの回収率ではなかったが、提出された回答では、補講や休講もなく授業内容や研究

指導の方法にも満足しているとのことであった。研究科教員による教育は、概ね院生の満

足する水準で提供できていると考える。 

②改善すべき事項 

社会科学研究科設置に伴い、前期課程は社会科学研究科経済学専攻に移行するが、その

際指導担当教員の数を減らす結果になった。このため、担当教員の充当のために他学部の

協力を求めざるを得なかった。また、昨年度から選考を進めていた財政学指導担当教員に

ついても、健康上の問題等により再度の選考を行わざるを得ない事態となり、未だ空席の

ままである。このような指導担当教員の不足について早期の解消が望まれる。 

 



 
 

- 158 - 

 

3．将来に向けた発展方策 

①上記2．①の効果が上がっている事項について 

今後も大学院生の授業評価の実施などを通じて、本研究科教員の講義や研究指導の実態

を検証し、教育の質の維持向上に努めていきたいと考えている。 

②上記2．②の改善すべき事項について 

研究科担当者の「質の保証」へのアカウンタビリティーを果たしながら、教員不足の解

消を進めていかねばならない。こうした事態の再発防止のためにも、経済学部の協力を得

ながら研究科と外部の評価・認識の齟齬を無くすための検証と検討を進めつつ、新たな人

事の立ち上げを図っていく必要があるだろう。また現在改めて進められている財政学研究

指導教員の人事については、学生に不利益を生じさせないためにも、至急かつ確実に行わ

れるべきである。 

 

《教育内容・方法・成果》 

1．現状の説明 

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

検証を行っているか。 

教育目標と教育課程については次年度開講授業科目を審議する 10月の研究科委員会にお

いて、学位授与方針については学位の 終審査結果を審議する 2 月の研究科委員会におい

て、それぞれ問題点の有無を議論し、必要に応じた改善を図っている。 

・教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程にふさわしい教育内容を提供している 

か。 

博士前期課程では、本研究科が養成を目指す人材に必要とされる能力を念頭に置きなが

ら、経済学およびデータ分析の基本を修得するための「基礎科目」、様々な現実社会の問

題への経済学およびデータ分析の応用を学ぶための「テーマ科目」、専門分野の知識、考

察力および高度なデータ分析力の修得のために「専攻科目」を開設している。院生は各自

の目標とバックグラウンドを勘案しながら、指導教員の指導を受けつつ科目の履修を行っ

ている。 

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

に結びつけているか。 

毎年実施している「院生による授業評価」により、授業内容、カリキュラム、研究環境

等についての院生からのコメントや要望を専攻主任がまとめ、研究科委員会で改善への検

討と提案がなされている。それ以外に経済学研究科の教育全般に関して問題が発見された

場合は、経済学部研修会で取り上げられた後、研究科委員会で正式に改善案を審議するこ

ととしている。 

・教育目標に沿った成果が上がっているか。 

研究科の院生が学位授与のために習得すべき学習成果を上げているかどうかは、 終的
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に学位論文の形で現れ、審査されることになる。博士前期課程では、この審査を中間報告

と 終審査という二段階で行っている。中間報告段階で 低八割程度まで完成した草稿の

提出が要請され、これに対して審査委員が行ったコメントすべてに対し、 終審査で十分

なディフェンスが可能となるような改訂が求められる。こうした審査への準備と対応に成

功した一定数の院生が学位を授与されているという意味において、成果が上がっていると

言うことができる。また優秀な修士論文は、指導教授の推薦を受けて『南山論集（経済学・

経営学編）』に投稿、掲載されており、研究成果公開の手段として機能している。卒業後

における本研究科院生の社会的評価やパフォーマンスに関しては、体系的な情報収集は行

われていない。 

 

2．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

多様な科目群設定と詳細なガイダンスにより、院生は各々に適合した科目履修を行えて

いる。このことは、授業評価に回答したすべての学生がカリキュラムに満足しているとい

う結果からも裏付けられる。また、学位審査に関する2つの要項を研究科教員が遵守する

ことにより、学位授与の基準や公平性が保たれている。 

②改善すべき事項 

院生の数が開講科目数に比べて少ないため、受講者１名の科目が生まれやすい。また院

生の側から見ると、１日１科目しか受講しない日が発生しやすい。 

 

3．将来に向けた発展方策 

①上記2．①の効果が上がっている事項について 

論文提出から中間報告までの1ヶ月以上の期間における院生の研究活動が無為なものに

ならないために、今年度から導入された複数指導体制を活用できるかもしれない。 

②上記2．②の改善すべき事項について 

研究科統合に伴う来年度からの開講科目減少により、この種の問題は緩和するものと

期待されるが、他方で経済学専攻内の科目選択の余地は狭まるので、全体として院生の

満足度にどのような変化が起こるか、授業評価の推移を注意深く見守る必要がある。 

 

《学生の受け入れ》 

1．現状の説明 

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

れているかについて、定期的に検証を行っているか。 

募集については入試要項作成時点、選抜方法については入学試験終了時点の研究科委員

会において、問題点と改善点の有無を議論している。複雑な問題の場合は、毎年開催され

る学部研修会で検討している。 
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2．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

「経済学研究科入学試験の公平性に関する取り扱い要項」の明文化と、入試問題の適切性

のチェックおよび合否原案作成を行う研究科入試委員会の活動を通じて、入学試験の公平

性に関する教員の注意が高まり、積極的に関与しようとする意識が共有されるようになっ

ている。 

②改善すべき事項 

今年度退職する財政学指導担当教員の代わりとなる教員の人事が滞ったことから、2013

年度の受験生募集時には財政学での研究指導が受けられない可能性を志望者に説明せざ

るを得なかった。これが入試受験者減少に大きく影響したことは、来年度からの新指導教

員採用の見通しが立ったことをアナウンスした2014年度入試受験者数の大幅回復からも

明らかである。採用予定者の健康上の問題等により再度の選考を行わざるを得ない事態と

なった現状は、こうした点からも早急な対応を必要としている。 

 

3．将来に向けた発展方策 

①上記2．①の効果が上がっている事項について 

前期課程が社会科学研究科による募集となったことから、入学試験における協調のあり

方について他専攻との間で考えていく必要があるだろう。 

②上記2．②の改善すべき事項について 

財政学指導担当が可能な教員の人事について、学生の不利益にならないように、できる

限り早期に立ち上げていく必要があり、学部の理解を得つつそのための努力を行っている。 

 

以上
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2013 年度ビジネス研究科自己点検・評価報告書 

 

ビジネス研究科自己点検・評価委員会 

 

≪理念・目的≫ 

１．現状の説明 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

・経営学専攻の理念・目的は「南山大学大学院の目的に関する規程」において、教育研

究上の具体的な到達点はディプロマ・ポリシーで明示しており（根拠資料 「南山大

学大学院の目的に関する規程」、ディプロマ・ポリシー）、適切性を確認している。 

・ビジネス専攻では、国際社会の発展に寄与できるグローバル人材育成に関して積極的に

取り組んでおり、アドバイザリー・ボード、FD 講演会などで、ビジネス専攻の目的に

ついて検証している。 

・両専攻とも自己点検・評価報告書を研究科委員会において定期的に検証している。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

経営学専攻では、学生および教員が、毎年ディプロマ・ポリシーの確認を行うことによ

って、教育理念・目的の共有が図られている。 

・ビジネス専攻では、南山ビジネススクールの価値に関する講演会等の講演会を計 4

回開催して検証し、ビジネス専攻の理念目的について認識を深め、一定の効果を上げ

ている。 

②改善すべき事項 

・経営学専攻のディプロマ・ポリシーは、これまで修正の指摘はなかったが、2014 年

度から、社会科学研究科の経営学専攻として、新たに大学院の目的およびディプロ

マ・ポリシーに沿って検証していく。 

・ビジネス専攻においては、地域社会や経済・産学連携、修了生との交流が機能的に進

展していない点が不十分である。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

・経営学専攻では、2014 年度からは社会科学研究科経営学専攻として、新たなディプ

ロマ・ポリシーを毎年定期的に学生、教員に周知を図り、適切性を確認していきたい。 

・ビジネス専攻においては、グローバル人材育成、経営倫理を意識した活動を更に促進

し、取り組む予定である。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

・経営学専攻では、ディプロマ・ポリシーはWeb等により社会への公表もしてきたが、

入試説明会などを実施して、社会的にも認知度が高まるようにしていきたい。 

・ビジネス専攻では、アドバイザリー・ボードを更に有効に機能させ、修了生との交流

についても、メイルマガジンなどを利用し、密に行う予定である。 
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≪教員・教員組織≫ 

１．現状の説明 

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

を講じているか。 

・ビジネス研究科教員に求める能力・資質等は、「南山大学教育職員選考規程」および「ビ

ジネス研究科における教員評価の基準と運営体制にかかわる内規」により明確にしている

（根拠資料 「南山大学教育職員選考規程」、「ビジネス研究科における教員評価の基準と

運営体制にかかわる内規」）。 

・大学Web ページでは、教員の教育研究活動等の詳細を、また、紀要『南山経営研究』各

巻第１号では前年度教育研究業績等を公表している。 

・「内規」では、直近５年間に３編以上の教育研究業績が要請され、基準に満たない教員

には、面談による事情聴取の上、助言を行っている。 

・「大学院生による授業評価」によって教育の質的評価を行い、研究科委員会で報告して

いる（根拠資料 2013年度「大学院生による授業評価」実施結果報告書）。 

・ビジネス専攻では、「振り返り」FD 研修会を実施し、授業評価について確認した。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

・「大学院生による授業評価」の結果は、授業改善として一定の効果が上がっている。 

・専任教員の研究業績は基準を満たしており、特に問題はなく、効果は上がっている。 

②改善すべき事項 

・経営学専攻博士前期課程のコア科目および研究指導における特定の専門分野で欠員が

生じているため、教育、指導体制が不十分であった。 

・ビジネス専攻では、FD 活動を積極的に進めているが、実務家教員の業績評価につい

ては、課題である。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

・経営学専攻の教員は経営学部に所属するため、今後、社会科学研究科においても、教

員評価については、経営学部と連携して対応していきたい。 

・ビジネス専攻では、教員による FD 研修会を継続していく予定である。教員の業績評

価、授業評価等の自己点検・評価は学内手続に沿って厳格に行われており、大学自己

点検・評価委員会など複数のチェック体制を継続する。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

・経営学専攻では、特定分野の教員の欠員については、一部補充の見通しが立ったが、

後任採用人事が進行中である。 

・ビジネス専攻では、FD 活動は実施しているが、内容が近年似通っているために研究

科全体に参加を促すなど内容の充実に心がける必要がある。 
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≪教育内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明 

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

証を行っているか。 

・両専攻では、教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針は、毎年学期初

めにすべての学生、教員に配布し、見直すべき点がないかどうか点検している。 

・自己点検・評価報告書を研究科委員会での審議事項として、これらの適切性を定期的に

検証している。 

・ビジネス専攻では、カリキュラム委員会を設置し、学生の意見や履修状況に基づき、春

学期、秋学期において委員会を開催し、課題を点検している。 

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

・経営学専攻博士前期課程では、教育課程は、体系的に教育カリキュラムを編成しており、

経営学に関する高い見識と高度な専門知識の修得を可能とする教育を行っている。 

・博士後期課程は、演習を主体に学位論文の作成に重点を置いたカリキュラムが編成さ 

れ、高度な専門性をもつ教育内容の提供が可能となっている（根拠資料 大学院学生便

覧）。 

・ビジネス専攻ではカリキュラム・ポリシーに基づいて教育課程を編成し、カリキュラム

委員会で検証している。 

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

結びつけているか。 

・教育成果は、「大学院生による授業評価」によって把握し、その結果を研究科委員会

に報告し、授業内容・方法の改善に役立てている。 

・経営学専攻の研究指導に関しては、論文プロポーザル公聴会、中間審査、 終審査を

公開で実施し、指導の適切性を教員相互間でチェックしている。 

・2013 年度には「ビジネス研究科経営学専攻博士前期課程・博士後期課程における複

数指導体制に関する内規」を制定し、2014 年度より副指導教員による研究指導を原

則として年２回以上実施することを規定した。 

・ビジネス専攻では、振り返り FD 研修会および年度末の「学生の満足度調査」を実施

して今後の授業充実への参考にしている。 

・教育目標に沿った成果が上がっているか。 

 ・経営学専攻では、学生の学習成果は GPA で測定され、 終的には学位論文として審査

され、2013 年度は、修了判定対象者のうち、博士後期課程 2名中 2名、博士前期課

程 3名中 2名が学位を取得しており、教育目標に沿った成果が上がっている。 

   ・ビジネス専攻では、修了予定者 26 名のうち 24 名に専門職学位を授与した。21 名は

標準修了年限の修了である。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

・経営学専攻博士後期課程では、学位論文提出までに、学会発表等の外部部評価を積極

的に行い、2013 年度の学位取得状況から、教育目標、教育内容は適切であったと判
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断される。 

・ビジネス専攻では、産学連携プロジェクト、プロジェクト研究 II において産官学連

携を進めることができた。 

②改善すべき事項 

・経営学専攻では、社会人入学者は仕事と学業の両立を図らなければならないため、標

準修了年限で修了できない場合が生じ、時間割編成が不十分であった。 

・ビジネス専攻では、授業評価は継続して実施されているが、教育目標、教育課程、学

位授与の検証が不十分である。学生募集につながるように更に分析を行っていく。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

・経営学専攻では、複数指導体制が内規の制定によって形式的にも整備されたので、こ

れを有効に活用し、質の高い学位論文の作成支援を充実させていきたい。 

・ビジネス専攻では、産学連携を更に進めるべく、連携企業探しを進めていく。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

・経営学専攻では、授業時間について社会人入学者とその他の学生との調整を図り、社

会人入学者が修了要件の充足に支障が生じないよう、教員に対して配慮を依頼したい。 

・ビジネス専攻では、複数教員の指導体制である実践科目では、中間審査等を適切に行

い進捗度、完成度に問題がないように指導するよう配慮する。 

・社会の環境変化に伴う方針自体の検証をアドバイザリー・ボード等の議事としていく。 

 

≪学生の受け入れ≫ 

１．現状の説明 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

・経営学専攻のアドミッション・ポリシーは、求める学生像を明示し、Web ページ等を通

じて周知を図っており、選抜結果の透明性を確保し、選抜の公平性についても審査員複

数名で行い、合否判定基準は研究科委員会で事前に審議して透明性を考慮している。 

・学生募集および入学者選抜の内容は、毎年行う自己点検において定期的に検証し、必要

に応じて、適宜修正を行っている。 

・ビジネス専攻では、書類審査、課題レポートおよび口述試問の採点基準については事前

に審査教員全員で確認し、共有することで審査の公平性を維持している。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

・経営学専攻博士前期課程では、2013 年度入試は志願者 3名、合格者 3名であったが、

社会科学研究科として実施した 2014 年度入試では、志願者 9名、合格者 6名となっ

た。 

・ビジネス専攻では本学における入試説明会の他にビジネス街に近い会場を設定し、年

8回の説明会を行い、ビジネスマンへの広報の効果は見られる。 
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②改善すべき事項 

・経営学専攻博士後期課程では 3年続けて志願者がゼロであり、定員確保が不十分であ

る。 

・ビジネス専攻では、入学定員 40 名のうち、2012 年度入学者 23 名、2013 年度入学者

26 名、2014 年度入学者 17 名であった。入学定員を増やすことが課題である。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

・経営学専攻博士前期課程では、社会科学研究科への組織変えに伴う入学定員の変更や、

一般入試の試験内容の変更により、入学定員充足率を高めることができたが、今後も

定期的な検証を行い、定員確保に努めたい。 

・ビジネス専攻では、来年度も継続して外部説明会を予定している。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

・経営学専攻博士後期課程への志願者、合格者の確保に向けた取り組みが急務である。 

・ビジネス専攻の修了生に博士後期課程への進学を促すなど、広報を充実させる。 

 

以上 
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2013 年度経営学専攻自己点検・評価報告書 

 

経営学専攻自己点検・評価委員会 

 

≪理念・目的≫ 

１．現状の説明 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

経営学専攻の理念・目的は「南山大学大学院の目的に関する規程」に規定され、教育研

究上の具体的な到達点はディプロマ・ポリシーで明示している（根拠資料 「南山大学大

学院の目的に関する規程」、ディプロマ・ポリシー）。ディプロマ・ポリシーは、毎年学期

初めにすべての新入生、在学生、教員に配布し、適切性を確認している。また、自己点検・

評価報告書を研究科委員会の審議事項とすることによっても定期的検証を行っている。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

 学生および教員が、毎年ディプロマ・ポリシーの確認を行うことによって、教育理念・

目的の共有が図られ、また、学生にとっては到達点の確認につながっている。 

②改善すべき事項 

ディプロマ・ポリシーは本学の教育研究上の理念・目的と整合しているので、これまで

修正の指摘はなかった。なお、2014 年度から、経営学専攻博士前期課程は社会科学研究科

の１専攻となるので、新たに大学院の目的およびディプロマ・ポリシーを制定している。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

2014 年度からは社会科学研究科経営学専攻となるが、新たに制定されたディプロマ・ポ

リシーについても、これまで同様に毎年定期的に学生、教員に配布して周知を図るととも

に、意見を聴取しながら適切性を確認していきたい。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

ディプロマ・ポリシーはWeb等により社会への公表にも努めているが、入試説明会におけ

る説明などの様々な機会を通じて、社会的にも認知度が高まるようにしていきたい。 

 

≪教員・教員組織≫ 

１．現状の説明 

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

策を講じているか。 

教員に求める能力・資質等は、大学による「南山大学教育職員選考規程」および「ビジ

ネス研究科における教員評価の基準と運営体制にかかわる内規」によって明確にされてい

る（根拠資料 「南山大学教育職員選考規程」、「ビジネス研究科における教員評価の基準

と運営体制にかかわる内規」）。大学Web ページ「研究業績システム」では、教員の教育研

究活動等の詳細を、また、紀要『南山経営研究』各巻第１号では前年度教育研究業績等を
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掲載し、公表している。「内規」では、直近５年間に３編以上の教育研究業績が要請され、

基準に満たない教員には、面談による事情聴取の上、助言を行っている。また「大学院生

による授業評価」によって教育の質的評価を行い、研究科委員会で報告している（根拠資

料 2013年度「大学院生による授業評価」実施結果報告書）。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

教員に求める能力・資質等を「規程」および「内規」により明示することによって、研

究活動の目標が明確化され、教員の研究意欲の促進、資質の向上につながっている。また、

「大学院生による授業評価」の結果は、授業改善への取組みにつながっており、教員の資

質向上を図る方策として有効に機能している。 

②改善すべき事項 

 博士前期課程では、教員組織として、コア科目および研究指導における特定の専門分野

で欠員が生じているため、十分な教育、指導体制を提供することができなかった。コア科

目については他学部教員への学内非常勤委嘱によって対応している。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

ビジネス研究科における教員評価の「内規」は、経営学部の「内規」と内容が実質的に

同一である。経営学専攻の教員は経営学部に所属するため、今後、社会科学研究科におい

ても、教員評価については、経営学部と連携して対応していきたい。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

特定分野の教員の欠員については、経営学部における後任採用人事が進行中であるため、

一部補充の見通しが立った。学部での採用の後、経営学専攻の授業および研究指導担当者

として大学院委員会に申請し、教育および研究指導体制の強化を図りたい。 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明 

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

検証を行っているか。 

教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針は、それぞれ「南山大学大学

院の目的に関する規程」、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーにおいて明らか

にしている。ディプロマ・ポリシーおよびカリキュラム・ポリシーは、アドミッション・

ポリシーと同様に毎年学期初めにすべての学生、教員に配布し、見直すべき点がないかど

うか点検している。また、自己点検・評価報告書を研究科委員会での審議事項とすること

によっても、これらの適切性を定期的に検証している。 

 

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

博士前期課程では、教育課程は、コア科目、専門科目、演習・研究指導科目の３つの区

分により経営学に関する体系的な教育カリキュラムを編成しており、経営学に関する高い
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見識と高度な専門知識の修得を可能とする教育を行っている。また、博士後期課程は、専

門科目と演習・研究指導科目から成るが、演習を主体に学位論文の作成に重点を置いたカ

リキュラムが編成され、高度な専門性をもつ教育内容の提供が可能となっている（根拠資

料 大学院学生便覧）。 

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

に結びつけているか。 

 教育成果は、各学期に実施する「大学院生による授業評価」によって把握し、その結果

を研究科委員会に報告することで、授業内容・方法の改善に役立てている。研究指導に関

しては、論文プロポーザル公聴会、中間審査、 終審査を公開で実施し、指導の適切性を

教員相互間でチェックしている。更に、2013 年度には「ビジネス研究科経営学専攻博士前

期課程・博士後期課程における複数指導体制に関する内規」を制定し、2014 年度より副指

導教員が大学院生に対する研究指導を原則として年２回以上実施することを規定した。こ

れについては、実際には 2013 年度中から取り組んでいる。 

 

・教育目標に沿った成果が上がっているか。 

学生の学習成果は GPA で測定されるが、 終的には学位論文に結実される。2013 年度は、

修了判定対象者のうち、博士後期課程 2名中 2名、博士前期課程 2名中 1名が学位を取得

していることから、教育目標に沿った成果が上がっているといえる。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

2013 年度の学位取得状況から、教育目標、教育内容は適切であると判断できる。また、

学位論文を完成させる過程で、国内外での学会発表、学術論文雑誌、紀要への投稿が昨年

同様に積極的に行われている。 

②改善すべき事項 

 社会人入学者は仕事と学業の両立を図らなければならないため、標準修了年限で修了で

きない場合が生じている。また、夕方もしくは土曜日開講の授業しか受講できない学生も

多いので、時間割編成上、希望とおりの十分な対応が困難な場合がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

これまでも実質的に行ってきた複数指導体制が内規の制定によって形式的にも整備され

たので、これを有効に活用し、質の高い学位論文の作成支援を充実させていきたい。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 授業時間について社会人入学者とその他の学生との調整を図り、社会人入学者が修了要

件の充足に支障が生じないよう、教員に対して配慮を依頼したい。 

 



 
 

- 169 - 

 

≪学生の受け入れ≫ 

１．現状の説明 

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

れているかについて、定期的に検証を行っているか。 

 アドミッション・ポリシーでは、求める学生像を明示し、Web ページ、入試要項、入試

説明会等を通じて周知を図っている。「入学試験に関する個人情報開示」制度は選抜結果の

透明性を確保している。選抜の公平性を保つため、書類審査、口述試問は審査員2名（書類

審査のみの場合は3～４名）で行い、合否判定基準は研究科委員会で事前に審議している。

学生募集および入学者選抜の内容は、毎年行う自己点検において定期的に検証し、必要に

応じて、適宜修正を行っている。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

 博士前期課程につき、2013 年度入試は志願者 3名、合格者 3名であったが、社会科学研

究科として実施した 2014 年度入試では、志願者 9名、合格者 6名となった。一般入試の論

文試験を 2科目から 1科目に変更したが、その効果があったかどうかは、今後数年間の推

移を見る必要がある。 

②改善すべき事項 

博士後期課程では 3年続けて志願者がゼロであった。入学定員未充足の状況を改善する

必要がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

博士前期課程については、社会科学研究科への組織変えに伴う入学定員の変更や、一般

入試の試験内容の変更により、入学定員充足率を高めることができた。今後も志願状況の

定期的な検証に基づいて、入試形態、試験内容の見直しを図り、定員確保に努めたい。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

博士後期課程への志願者、合格者の確保に向けた取り組みが急務である。ビジネス専攻

に在籍する社会人学生の博士後期課程への進学を促すなど、社会人の志願者増を図ること

も1つの方策である。社会科学研究科としての再編も視野に入れて、志願者に対して魅力あ

る経営学専攻として認識されるよう教育内容を工夫し、また、広報活動に努めていきたい。 

 

以上 
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2013 年度ビジネス専攻自己点検・評価報告書 

 

ビジネス専攻自己点検・評価委員会 

 

≪理念・目的≫ 

１．現状の説明 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

 「南山大学大学院の目的に関する規程」第 5条および各専攻のディプロマ・ポリシーに

おいてビジネス研究科の人材の養成に関する目的について規定している。 

ディプロマ・ポリシーは、すべての在学生、教員に配布し、適切性について毎年学期初

めに確認している。 

「人間の尊厳のために」を自覚した企業人としての社会的責任に関しても企業実践で求

められている責任についても講演会を開催している。その他、前期では地元有力企業の協

力を得たアドバイザリー・ボード、秋学期では 4回の FD 講演会を開催して教育と実践の乖

離がないかどうか検証した。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

・教育研究上の目的やディプロマ・ポリシーについては入試説明会や各学期ごとの履修ガ

イダンスにおいて、教員および学生に繰り返し確認し徹底している。 

・中国ビジネスに関する講演会、南山ビジネススクールの価値に関する講演会、経営倫理

関する講演会、他のビジネススクールに関する講演会を計 4回開催し、ビジネススクー

ルの目的について認識を深め一定の効果を上げている。 

・修了生を審査員に任命したこと、また、学部生への講師として協力願うシステムを 2014

年度から実施することとしている。 

・カリキュラムの中で、グローバル人材教育における対応も取り入れ、効果が現れている。 

②改善すべき事項 

・ビジネス専攻においてはアドバイザリー・ボードを通じた産業界との連携が部分的には

改善されつつあるが、まだ活用しきれてない状況である。 

・修了生との交流が機能的に進展していない点が不十分である。これの点を今後検討して

いきたい。 

 

３．将来に向けた発展方策  

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

・ビジネス専攻においては、グローバル人材育成、CSR、ビジネススクールのあり方を意

識した講演会活動を更に促進し、産官学連携プロジェクトにおいても、これらに関する

話題について連携させるよう取り組む予定である。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

・ビジネス専攻では、アドバイザリー・ボードによって毎年活動を検証するシステムにな

っているが、更に有効になるようチェック項目を見直すなど具体的な変更を検討してい

る。 
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・修了生との交流については、OB 会との連絡を密に行う企画を次年度も実施し、更に Web

マガジン等を取り入れていく。 

 

≪教員・教員組織≫ 

１．現状の説明 

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

策を講じているか。 

 教員に求められる能力・資質については「南山大学教育職員専攻規程」に規定され、「ビ

ジネス研究科における教員の基準と運営体制にかかわる内規」で捕捉されている。教員組

織に関しては大学院学則第 2章に規定されている。前年度に引き続き、今年度も 2013 年度

の『南山経営研究』の第 1号に掲載し、研究状況を認識した。2013 年度秋学期 10 月から前

年度に引き続き、各月一人ずつ、3カ月間各自が取り組む研究テーマに基づいて研究報告を

行い、研究者間で議論し、研究の質を向上させた。 

 また、ビジネス専攻では、「振り返り」FD 研修会を実施し、専任教員間で確認した。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

専任教員の研究業績は基準を満たしており、特に問題はなかった。学生による授業評価

も特に問題がある教員は無く、効果は上がっている。 

②改善すべき事項 

・ビジネス専攻では、FD 活動を積極的に進めており、活動を継続していくが、内容につい

ては検討すべき点が残されている。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

ビジネス専攻では、教員による FD 研修会を継続していく予定である。教員の業績評価、

授業評価等の自己点検・評価は学内手続に沿って厳格に行われており、大学自己点検・評

価委員会など複数のチェックが入ることにより、能力・資質の確保が図られている。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

ビジネス専攻主催の FD 活動は実施しているが、内容が近年似通っているために研究科全

体に参加を促すなど内容の充実に心がける必要がある。 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明 

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

検証を行っているか。 

・ビジネス専攻の教育研究上の目的として、国際社会において有効な企業経営を可能に

する高度で専門的な知識、スキル、発想および思考の枠組みを身につけることが、第

一に挙げられており、ビジネス専攻の特徴でもある実践科目としての産官学連携プロ

ジェクトおよびプロジェクト研究におけるテーマ通じて身につけているかどうかを検

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

・2011 年度に改正された新カリキュラムに基づいた成果を検証し、2013 年度は外国人経

営者のインターネット食肉販売企業との連携で実践的な対策を提言し、考え抜く力、や

り遂げる力を養成している。 

・プロジェクト研究 Iにおいては、東海地区のメディア企業に焦点を当てた研究の対象を

設定し、今後のメディアのあるべき姿を提案した。 

 

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

に結びつけているか。 

・ビジネス専攻では大学院生による授業評価を実施し、その結果を科目担当者にフィード

バックして自己点検報告書を作成している。 

・ビジネス専攻では、振り返り FD 研修会および年度末の「学生の満足度調査」を実施し、

要望のあった英語による専門科目を開講した。 

・教育目標に沿った成果が上がっているか。 

   ・「大学院生による授業評価」の中に授業への取組み、達成度等の項目を入れることで、

学生の自己評価も行っている。 

  ・ビジネス専攻では、修了予定者 26 名のうち 24 名に専門職学位を授与した。21 名は標

準修了年限の修了である。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

・アドバイザリー・ボードのメンバー企業を介した産官学連携を進めることができた。ま

た、地域企業との連携でプロジェクト研究を進めたグループがあり、一定の効果が上が

っている。 

・修了生の評価の検証として、講演会を実施し、一定の評価を確認した。 

 

②改善すべき事項 

・ビジネス専攻では、授業評価は継続して実施されているが、学生募集につながるように

更に分析を行っていく必要がある。また、学生の自己点検評価を指導に結び付けていく

必要がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

産学連携を更に進めるべく、教員、修了生を介した連携企業探しを進めていく。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

・魅力あるカリキュラムにするために担当教員の補充を計画的に対応していくことが望ま

れる。複数教員の指導体制である実践科目では、中間審査等を適切に行い進捗度、     

完成度に問題がないように指導するよう配慮する。 

・各学生の自己評価結果を次年度において 2年次春学期、1年次秋学期には指導に活用し

ていく。 
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≪学生の受け入れ≫ 

１．現状の説明 

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

れているかについて、定期的に検証を行っているか。 

・ビジネス専攻専門職学位課程では、アドミッション・ポリシーを策定し、求める学生像

や評価項目を明示している。 

・合否判定については、研究科委員会において、事前に審議し、基準内容を教員間で確認

し、共有することで審査の公平性・厳格性を保証している。 

・ビジネス専攻では、受験生 1名に対して、審査員が複数名で書類審査および口述試問を

行い、公平性を維持している。学生募集、アドミッション・ポリシー、選考基準につ

いては、毎年定期的に検証している。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

ビジネス専攻では本学における入試説明会の他にビジネス街に近い会場を設定し、年 8

回の説明会を行った。延べの説明会への参加人数は引き続き増加している。 

②改善すべき事項 

ビジネス専攻では入学者が入学定員を下回る状況が続いている。ビジネス専攻入学定員

40 名のうち、2012 年度入学者 23 名、2013 年度入学者 26 名、2014 年度入学者 17 名であっ

た。入学定員を満たすために企業への訪問、説明会の内容充実を検討している。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

・ビジネス専攻では、説明会への参加者数はほぼ横ばいであることから、説明会の告知

に対して従来の方法以外にも企業、振興団体などへの情報提供を積極的に行う予定で

ある。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

・ビジネス専攻では、Web ページをこれまで以上に充実させる。 

・名古屋商工会議所をはじめとする外部団体との連携を検討している。 

 

以上 
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2013 年度法務研究科自己点検・評価報告書 

 

法務研究科自己点検・評価委員会 

 

≪理念・目的≫ 

１．現状の説明 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

法務研究科の理念と目的として、「豊かな人間性や感受性、幅広い教養と専門的知識、

柔軟な思考力、説得・交渉の能力等の基本的資質、更に、社会や人間関係に対する洞察力、

人権感覚、先端的法分野や外国法の知見、国際的視野を備えた法曹、かつ、本学の教育モ

ットーである『人間の尊厳のために』をふまえ、人間の尊厳を基本とした倫理観を身に付

け、社会に貢献できる法曹の養成をめざし、理論と実務を架橋する教育を行う」を明記し

ている（大学院の目的に関する規程 8条）。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

法務研究科の理念と目的については、各年度の法務研究科『大学院学生便覧』1頁に

おいて明確にしており、法科大学院のパンフレットに概要を示すとともに、各種の説明

会等において強調し、その意識化を図っている。また、教職員においては、教員採用や

カリキュラムの編成、FD 活動の際に、その意識的な展開を図っている。 

②改善すべき事項 

学生においては、勉学態度等に問題のある者が顕在化するなど、南山大学法務研究科

の設置理念、ひいては法科大学院制度の導入の理念にそぐわない者が入学している事実

を否定することができず、今後の大きな課題になっている。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

今後も、これまでと同様の方法によって、本研究科の設置理念と目的の周知徹底、ま

たそれらの日常的な確認を行っていきたい。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

学生については、入学試験における志願書の精査や面接等を通じて、意識の高い学生

を確保していきたい。また、入学後においても、さまざまな機会を利用して、法科大学

院制度の理念・目的を確認させるとともに、「南山法科大学院で学んで法曹になってい

く」ことの意義等について継続的に指導をしていく。 

 

≪教員・教員組織≫ 

１．現状の説明 

・教員に求める能力・資質等を明確にするとともに、教員の資質の向上を図るための方
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策を講じているか。 

 教員の教育能力向上のため、春学期、秋学期ともに、原則として、すべての開講科目の

授業評価を実施した後、授業評価アンケートの集計結果・自由記述を踏まえた「自己点検・

評価報告書」を作成・提出を求め、全専任教員が同報告書を提出した。なお、認証評価機

関からの指摘を受け、組織的検証に資するため、上記アンケートの原本は、秋学期分から

法科大学院事務室で保管することにした。 

FD 研修会を定期的に開催し、本年度は、新しい授業録画システムについての講習会を行

った（2013 年 9 月 4 日実施）。また、6 月 3 日からの 2 週間、「ＦＤとしての授業参観」を

実施し、法学部専任教員を含む全専任教員に対し 1科目以上の授業参観を義務付けた。 

教員の研究能力向上のため、南山学会および法学会主催のもとに年 2回の研究会を開催し、 

法学会は、『南山法学』を定期的に発行し、本年度は合併号を 2回発行した。また、教員の

3 年間の研究・教育等の活動を冊子にまとめた『2012 年度南山大学法学部・法務研究科教

員評価報告書』を発行した。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

学生による授業評価やＦＤ活動により、教育能力は年々向上している。また、研究成果

公表の機会の提供および『教員評価報告書』の発行は、研究活動の活性化に寄与している。 

②改善すべき事項 

入学者の著しい減少により、学生の基礎学力・モチベーションの低下が問題となってい

るため、入学試験やカリキュラム等の種々の制度的な検討が必要である。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

 教員の教育・研究能力を把握するための上記の各システムを不断に検証すべきである。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 入学試験およびカリキュラムを含めた総合的な対策が必要である。 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明 

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

検証を行っているか。 

法務研究科の教育目標をより効果的に実現するため、カリキュラムの見直しは毎年行っ

ている。2014 年度実施に向けて、「外国法実務」を廃止し、名古屋大学との連携科目に

ついて見直しを図り、「法と人間の尊厳（外国人と法）」は廃止し、「知的財産権法 A」

を連携科目として設定することとした。また、認証評価結果を受けて、「行政法基礎」は

2014 年度不開講とした。実務系の演習科目を除く演習クラス編成については、履修者の

人数等を考慮して、1クラス開講となった。 
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厳格な成績評価と成績評価の明確化を図るため、成績評価表の様式を統一し、成績評価

の割合についても、統一化することとした。なお、成績評価の割合については、認証評価

における指摘を受け、A以上 30％以下、B40％以下とすることとした。なお、春学期末、

秋学期末それぞれに授業担当者間で成績評価に関する意見交換会を実施し、成績評価がシ

ラバス記載のとおり厳格に実施されているかを相互に確認している。 

なお、法務研究科（法科大学院）は 2013 年に法科大学院認証評価を受け適合の判定を

得ている。 

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

法科大学院制度の目的に即して構成し、授業科目のバランスをとり、科目群にふさわし

い内容の科目を開設している。 

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

に結びつけているか。 

講義の教育成果については、「学生による授業評価」を、大学が実施する授業評価の仕

組みの中で行っている。具体的な数値から、教員ごとにその結果および自由記述の内容を

真摯に受け止めた上で、自己評価を行い、翌年の授業に反映させる努力を行っている。な

お、認証評価における改善の指摘を受け、「学生による授業評価」アンケートの原本は事

務室で保管することとした。また、各学年の成績優秀者に対しては、奨学金（上位 20％

には 50 万円、上位 40％には 30 万円）を給付している。 

・教育目標に沿った成果が上がっているか。 

2013 年の司法試験合格者数(合格率)は 14 名（21.2％）となっており、全国平均と比較

しても一定の成果を上げている。また、学内での成績上位者（給付奨学金対象者）の司法

試験合格率は非常に高く相関もみられることから、法科大学院の教育成果が上がっている。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

2013 年の司法試験合格者のうち、未修者の合格率は 21.4％であり、全国平均 16.6％

を上回っている。 

②改善すべき事項 

短答試験合格率については、2013 年は 62.1％であるが、更なる合格率の向上を目指

す必要があろう。また、進級できない学生の増加の拡大が懸念される。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

新司法試験導入後、既に 105 名の合格者を出したことは教育面での実績を証明してい

る。更に効果を上げるために、成績評価の厳格化をより一層進める必要がある。 
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②上記 2.②の改善すべき事項について 

教育の質を向上させるために更なる改善に努めたい。進級要件の厳格化を図り GPA

を導入したにともない、成績下位の学生に対する更なるケアーや成績下位の学生のレベ

ルアップのための方策も必要であろう。 

 

≪学生の受け入れ≫ 

１．現状の説明 

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

れているかについて、定期的に検証を行っているか。 

アドミッション・ポリシーを入試要項に明示し、研究科内に設置している入試管理委員

会が入試業務について中心的な役割を果たし、適正に実施している。また、その都度委

員会を開催して点検を行っている。 

2013 年度の入学者数は、14 名（内既修者 1名）であった。入学者数は、発表した合格

者数 29 名の 48.3 ％であり、歩留まり率が前年の 50％より若干悪くなった。定員充足

率は 35％であった。2013 年度の学生募集および入学者選抜において、2012 年度より出願

者数、受験者数ともに激減した。全国的にみて同様であるが、本学は、入試を 4回行った

こと、奨学金制度の充実が定着した結果、一定の受験者数を確保できた。 

しかしながら、2013 年度に行った 2014 年度入試では、近隣の私立大学が、本学を超え

る充実した奨学金制度をそなえたうえに、検定料を 2回目の受験から半額としたので、本

法科大学院のＢ日程以後の入試の受験者が 0に近くなり、合格者を出せない状況となった。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

法科大学院への出願者が激減しているなか、効果が上がっている事項はない。 

②改善すべき事項 

2013 年度におこなった 2014 年度の学生募集および入学者選抜において、受験者数を

確保できていないので、歩留まり率を考慮して定員充足に必要な十分な合格者数を出す

ことができない。検定料の大幅な値下げか、奨学金を更に充実するかしか方策を考えら

れない状況である。 

 

３．将来に向けた発展方策 

定員を充足する入学者数を確保するためには、受験者を増加させるか、または、歩留

まり率を上げるしかない。本大学院入試において適性試験の結果を重視するというイメ

ージが広がっているため、適性試験において一定以上の成績をおさめた者しか受験しな

い傾向にある。適性試験の結果を重視するというイメージを払しょくするような入試改

革を行いつつ、数年後の入学希望者を増やすための広報活動が必要である。 

以上 



- 178 - 

 

2013 年度総合政策研究科自己点検・評価報告書 

 

総合政策研究科自己点検・評価委員会 

 

≪理念・目的≫ 

１．現状の説明 

  研究科等の理念・目的の適切性については適切であり特に検討する課題はないと思わ

れるが、研究科の自己点検・評価委員会、および研究科委員会において毎年度検証・確

認している。すなわち、キリスト教精神（人間の尊厳）を土台に、学問研究・大学院教

育を通じて世に貢献することを理念として、総合政策研究科博士前期課程では、学部の

理念・目的を基礎として、国際政策と公共政策の 2つの領域において、グローバルな視

野と専門知識をもち、諸課題について総合的に対処できる専門職業人の養成を目的とし

ている。博士後期課程では、上記 2領域において、理論・実践の両面でより高度な政策

分析と低減能力をもつ専門職業人、研究者、教育者を要請することを目的としている。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

  グローバルな視野と専門知識をもち、諸課題について総合的に考えることができる  

院生が育っており、博士論文や修士論文にそれが発揮されている。また、学会発表や論

文集への投稿も多く、2013 年度発行の学内院生紀要には 6本の投稿があった。 

  博士後期課程の修了者は、コンサルティング企業に採用されるなど高度専門職業人と

しての育成が着実にできている。前期課程の修了者には社会人など修了後就職しない者

もいたが、企業の総合職に採用される女子学生もいるなど、高度専門職業人の養成につ

いては一定の成果があがっている。 

②改善すべき事項 

  理念・目的をカリキュラム編成にどう反映させるかが課題であるが、前期課程におい

ては設置する社会科学研究科総合政策学専攻でその対応を行っている。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

  論文の質を更に高め、学会の査読付き論文として掲載されるような指導を行う。また、

キャリア支援室と協力してきめ細かな進路指導を行うよう研究科として努力する。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

   本研究科が掲げる理念・目的を理解し賛同する志願者を増やしてく必要があること

である。志願者を増やす方策として、従来から学部のゼミナールでの広報活動や官公

庁訪問を行ってきている。抜本的施策として、研究科委員会では、大学全体として大

学院重視の政策を掲げ、授業料引下げを望む強い意見がある。 
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≪教員・教員組織≫ 

１．現状の説明 

  教員に求める能力・資質については、職位ごとに求められる研究業績および能力が明

確に規定されており、それに従って教員採用、昇格の審査が厳密に行われている。特に

本年度新たに、研究科全体で研究演習の指導教員と補助教員の区分が行われたところで

ある。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

 学部採用の新規採用者について、本研究科を担当するための基準を満たすか否かについて厳 

格な寧査を行った。研究科の担当教員の選定には慎重を期しており、適切な人員配置が行われて

いる。（新規採用者について、前任校で大学院の担当者であっても自動的に本研究科の指導教員

とはしていない。） 

②改善すべき事項 

 研究指導のあり方について、本年度から大学院全体として複数指導体制を強固なものにする 

こととなった。本研究科では、博士後期課程の院生に対しては従来から複数指導体制をとってい

るが、博士前期課程の院生についてもこの体制をとっていく。院生からは研究計画書が出さ

れているが、それに対して教員の指導計画書がないことが本年度の外部評価委員会から

指摘されたので、これを改善する必要がある。 

 

３．将来に向けた発展方策  

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

   本研究科を担当するための基準を満たすか否かについて継続して厳格な審査を行っていく。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

   博士前期課程の院生について複数指導体制を明確なものにしていく。担当者を明確にすると

ともに、指導の頻度や成果を研究科として文書で保存するようにする。 

   上記研究指導計画書についても、博士前期・後期課程とも、研究指導担当者には指導計画書   

の作成を義務付け、研究科として文書で保存するようにする。 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明 

   教育目標、学位授与方針およびは適切であるため、特に研究科委員会に定期的な見直し・検  

討のための場を設けているわけではないが、その必要が生じた場合には直ちに着手するようにし  

ている。そして、研究会員会でそれらに関して発言する機会を設けている。  

   教育課程の編成・実施方針の適切性については、研究科委員会および自己点検・評価

委員会において定期的に検証を行っている。今年度は特に外部評価委員会での指摘を踏

まえて、博士前期および後期課程でのカリキュラムの年次配当・体系性について検討し

た。現在のところ研究科会議でカリキュラム編成について特に改革の必要性は指摘され

ているわけではないが、研究科の自己点検・評価委委員会で継続して審議している。学

位授与方針については見直しの必要はないと判断しているが、具体的な内規について点

検・検討している。 



 
 

- 180 - 

 

  本研究科は、国際政策研究と公共政策研究から構成されており、各々に相応しい教育

内容を提供している。また、博士前期課程においては、事実上、新入生全員が、現場に

詳しい専門家による講義「総合政策特別研究」（「国際政策の現場から」および「公共政

策の現場から）」）を受講して、フィールド調査の重要性や、研究の「総合性」について

学んだうえで、各自の研究に進んでいる。 

   教育成果については研究科の自己点検・評価委員会で定期的な検証を行い、研究科  

会議でも報告し意見交換を行っている。 

   教育目標に沿った成果が上がっている。今年度は 1つの博士論文が審議・決定され、

3つの修士論文が審議・決定された。これらの論文の内容は、専門知識を修得したう

えで、問題発見から様々な手法による問題解決を試み、総合的観点から政策評価・政

策提案を行うものであり、教育目標に沿ったものである。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

  博士前期課程修了者の修士論文に対して、国際公共経済学会より修士論文賞が授与さ

れた。また、院生による論文集『南山総合政策研究』第 6号に、院生５名および博士後

期課程修了者１名が寄稿した。これらのことより、効果が上がっているといえる。 

②改善すべき事項 

   学生の報告の場として、公開の中間報告会などを制度化しているが、報告の機会を

増やし、プレゼンテーション能力の向上と研究内容の充実を図ることが望まれる。ま

た、カリキュラムにおいて授業の履修順を示し、効果的な学習ができるようにするこ

とが望まれる。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

  更に継続して授業の成果が上がるように教育し、ジャーナルへの投稿や学会発表の機

会を増やしていく。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

   合同セミナーなどの実施を検討する。また、授業の履修順を示した履修モデルを作

成し提示する。 

 

≪学生の受け入れ≫ 

１．現状の説明 

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

ている。かつ、これについて定期的に検証を行っている。 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

 年２回開催される大学院説明会への参加者は数名で必ずしも多くはないが、参加者が入

学する確率は高い。参加者には、学部と大学院の違いなど一般的な説明を行うとともに、

具体的にどのような研究を行いたいかを話してもらい、入学後に齟齬がないように詳しく
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説明している（これによって入学後のミスマッチが防がれているものと思われる）。 

②改善すべき事項 

  説明会への参加者を増やすことを通じて志願者増を図ることである。また、在学生へ

のＰＲを積極的に行う必要がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

  説明会用の資料を作成し、引続き丁寧な説明を行っていく。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

   本研究科では、現役公務員の抱える実践的課題について分析できることや社会人の  

リカレント教育が行えることを広報活動を通じてアピールしていく。また、税理士資

格免除を望む院生にも指導が行えることをアピールしていく。 

 

以上 
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2013 年度理工学研究科・数理情報研究科自己点検・評価報告書 

 

数理情報研究科・理工学研究科自己点検・評価委員会 

 

 2013 年度は、2013 年度入学の理工学研究科の学生、2012 年度以前に入学した数理情報研

究科の学生が在籍した。 

 

≪理念・目的≫ 

１．現状の説明 

・学部・研究科等の理念・目的の適合性について定期的に検証を行っているか。 

【数理情報研究科】 

本研究科の理念と目標を下記のように具体的に策定し、Web で公開することによって、教

育理念・目的の明確化を図っている(根拠資料 本学 Web ページ大学院専攻案内：数理情報 

専攻の紹介)。 

「高度に発達した情報通信システムが新たなインフラストラクチャとして整備さ

れつつある現代社会で、このインフラストラクチャを 大限に活用し、人類社会

の発展に寄与するソフトウェア技術を探求する学問が数理情報学です。数理情報

学の根幹をなす 4分野（システム運用工学、情報分析科学、情報通信工学、ソフ

トウェア工学）の研究を中心に教育を行い、高度専門職業人として、企業、官庁、

または教育機関での高いレベルでの業務を遂行できる能力を涵養します。 」 

上記に対して、修了者の進路の把握により検証を行っている。 

【理工学研究科】 

本研究科の理念と目標を下記のように具体的に策定し、Web で公開することによって、教

育理念・目的の明確化を図っている(根拠資料 本学 Web ページ理工学研究科（博士前期課

程））。 

「理工学研究科は、理学を基礎とし、ソフトウェア工学やオペレーションズ・リ

サーチなどの開発工程支援型工学と、機械工学や電子工学などの製品開発技術を

修め、それらを有機的に統合させることで、産業構造の変化に伴う技術の変容に

対して柔軟に対処できる技術者の養成を目指します。」 

本研究科は 2013 年度入試からの学生募集をしているため、修了生はまだでていないが、

修了者の進路の把握により、整合性を検証する予定である。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

2013 年度も、何人かの大学院生が国内外の学会などで論文発表を行った。 

研究科の理念と目標に基づいた教育の効果については、前期課程修了生 54 名のうち

46 名(80%以上)が各種製造業、情報処理産業、教育職に就いていることから見て取れる

(根拠資料 2013 年度就職者データ（大学院）)。  

②改善すべき事項 

大学院生の業績については、数理情報研究センターの優秀論文賞の選考時の情報があ

るが、それを含めた情報を共通できればよいと考える。 
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３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

数理情報研究科で行ってきた進路の把握を、理工学研究科でも継続する。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 大学院生の業績の情報を何らかの形で共有できるシステムを検討したい。  

 

≪教員・教員組織≫ 

 本研究科における教員の任免は学部教授会の審議事項である。したがって、情報理工学

部の報告書で述べた能力・資質等の明確化と資質の向上を図るための方策のほとんどか、

本研究科でもあてはまる。ここでは、それ以外でのことを中心に述べる。 

１．現状の説明 

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

策を講じているか 

本研究科では、研究指導担当者、講義担当者の審査を 2013 年度から厳格化している。具

体的には、2013 年度に理工学研究科を設置するにあたって、外部の評価をもとに、厳格に

その構成を見直し、理工学研究科博士後期課程の設置の準備においても、外部の評価をも

とに、厳格に構成員を選出している。これらの審査の厳格化も、教員の資質の向上につな

がると考える。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

前述のように、外部の評価をふまえて担当者候補を選ぶことにより、より厳格に教員

の資質が図られている。理工学研究科博士後期課程の準備にあたっては、外部の審査に

よって、新たに研究指導を担当できる見込みの教員が何名かいることがわかった。これ

により、これまで懸念されていた分野間の教員のバランスの問題はある程度解消される

予定である。  

②改善すべき事項 

後期課程の分野間のバランスの問題は解消の方向に向かったが、適切とはいえない。

具体的には、機械電子制御工学専攻の担当者が不足している。また、年齢相応の研究指

導担当になっていない教員のより一層の研究活動が望まれる。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

 研究指導担当における厳格な審査を継続する。また、学部で行っている FD・自己点

検委員会でも教員の資質向上を引き続き図っていく。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 機械電子制御工学科で、採用人事を勧める。また、学部として、研究活動が不活発な

教員へ助言するシステムを検討中である。  

 

 

  



 
 

- 184 - 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明 

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

検証を行っているか 

 数理情報研究科では、情報理工学部の JABEE に基づき、更にそれより高度な学習教育目

標を定めている。それに連動して 2年、もしくは 4年に 1度、検証を行っている。また、

大学院生による授業評価時の意見聴取で定期的に確認を行っている(根拠資料 第 14 回理

工学研究科委員会報告資料 2)。 

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

 数理情報研究科・理工学研究科のそれぞれにおいて、ディプロマ・ポリシーに従って設

定した個別の科目の学修目標を設定している。従って教育内容は研究科にふさわしい内容

となっている。 

 一方、修士論文審査の過程においては、大学基準協会からの指摘があり、修士論文およ

び 終審査だけでなく、中間審査や計画書提出の段階でも、研究科として評価・確認にか

かわるよう審査の過程を見直した。 

 更に、副指導教員制のしくみの検討をはじめ、副指導教員が研究指導にかかわるしくみ

を構築した。 

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

に結びつけているか 

 修士論文の審査を複数教員で厳格に行い、その内容を毎年検証している。その結果を受

けての教育課程や教育内容・方法の改善は研究科委員会で行っている。 

 理工学研究科では、2013 年度から授業達成度評価を行っている。2013 年度春学期は研究

科共通科目から 4科目、秋学期は各専攻の専攻科目 2科目を対象とした。授業期間の 初

と 後に、その授業の内容に関するキーワードの理解度を学生に応えてもらい、その達成

度をはかるものである。 

 カリキュラムについては、前述の大学院生による懇談会でも取り上げている。 

・教育目標に沿った成果が上がっているか 

 前述の大学院生懇談会によれば、理工学研究科におけるカリキュラムに対する意見は少

なく、その意味で成果は上がっていると考える。１で述べた就職先からも判断できる。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

理工学研究科の 3専攻体制は、学部の 3学科に対応しており、学部と大学院の間の連

続性が確保された。カリキュラムも見やすく整備されている。また、それに続く後期課

程の準備が進んでいる。 

修士論文審査の手続きを、その各段階で、研究科として評価・確認に加われるよう制

度を見直した 

副指導教員が指導にかかわるしくみを構築した。 

授業の達成度をはかる新しい方法を導入した。 

②改善すべき事項 

 2015 年度のキャンパス統合に向けて、2013 年度以前に入学した学生についての現状
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を確認し、適切に対応にすべきである。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

理工学研究科のカリキュラムおよび新しい３つのしくみについて、今後の経過を注意

してみていく。理工学研究科後期課程については引き続き準備を進める。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

2013 年度以前に入学した学生についての現状を把握し、統合に向けて必要な手続き

を進める。 

 

≪学生の受け入れ≫ 

 １．現状の説明 

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

いるかについて、定期的に検証を行っているか 

数理情報研究科博士前期課程の募集を停止し、理工学研究科博士前期課程の募集を開始

した。また、理工学研究科博士後期課程のアドミッション・ポリシーを制定した。数理情

報研究科、理工学研究科博士前期課程のアドミッション・ポリシーは Web で公開している。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

2014 年度は博士後期課程への入学者が 3名あり、2013 年度の 2名に続き、2012 年度

まで 0名が続いた状況は改善されてきている。理工学研究科の入学者選抜は、受入方針

に基づいて試験科目を設定し、公正かつ適切に実施した。 

②改善すべき事項 

理工学研究科への入学者は、定員 48 に対し、46 名であった。専攻別には、システム

数理専攻、ソフトウェア工学専攻、機械電子制御工学専攻の順に 13,8,25 で、システム

数理専攻とソフトウェア工学専攻では定員各 18 を満たせなかった。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

博士後期課程の入学者の状況は、前述のとおり改善の方向で 2年続いたが、定員割れ

の状況は続いている。2015 年度の改組では、定員減の方向で検討している。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

学部学生に対して、１．理工系卒業者にとって、社会で使われている 先端技術に追

随し更にこれを凌駕するためには大学院での研究経験が不可欠なこと、２．キャリア形

成にとっても大学院修了が有力な選択肢のひとつであること、を引き続き指導していく。

研究科の知名度を上げるための広報活動も効果的にしたい。 

 

以上 
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2013 年度システム数理専攻自己点検・評価報告書 

 

システム数理専攻自己点検・評価委員会 

 

≪理念・目的≫ 

１．現状の説明 

・学部・研究科等の理念・目的の適合性について定期的に検証を行っているか。 

本専攻の理念と目標を下記のように具体的に策定し、Web で公開することによって、教育

理念・目的の明確化を図っている(根拠資料 本学 Web ページ大学院専攻案内：システム数

理専攻の紹介)。 

「実社会における様々な問題を、数理モデルによって抽象化し、合理的かつ効率

的な解決を図ることができる実践的な問題解決力を備えた技術者を養成します。」 

本専攻は 2013 年度入試からの学生募集をしているため、修了生はまだでていないが、修了

者の進路の把握により、整合性を検証する予定である。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

1 年目であり、まだ確認できない。 

②改善すべき事項 

理工学部システム数理学科独自の Web ページがあり、大学院生の研究状況を掲載する。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

数理情報研究科で行ってきた進路の把握を、理工学研究科でも継続する。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 大学院生の学会発表及び論文誌掲載の情報を理工学部システム数理学科独自の Web 

ページに載せることを検討したい。  

 

≪教員・教員組織≫ 

 本専攻における教員の任免は学部教授会の審議事項である。したがって、情報理工学部

の報告書で述べた能力・資質等の明確化と資質の向上を図るための方策のほとんどが、本

研究科でもあてはまる。ここでは、それ以外でのことを中心に述べる。 

 

１．現状の説明 

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

を講じているか 

本専攻では、研究指導担当者、講義担当者の審査を 2013 年度から厳格化している。具体

的には、2013 年度に理工学研究科を設置するにあたって、外部の評価をもとに、厳格にそ

の構成を見直し、理工学研究科博士後期課程の設置の準備においても、外部の評価をもと

に、厳格に構成員を選出している。これらの審査の厳格化も、教員の資質の向上につなが

ると考える。 
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２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

前述のように、外部の評価をふまえて担当者候補を選ぶことにより、より厳格に教員

の資質が図られている。2013 年度は、新任 1名の教員が博士後期課程（数理情報研究

科）と前期課程の研究指導担当となった。  

②改善すべき事項 

よき大学院生を育成するために教員のより一層の研究活動が望まれる。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

 研究指導担当における厳格な審査を継続する。また、学部で行っている FD・自己点

検委員会でも教員の資質の向上を引き続き図る。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 学部として、研究活動が不活発な教員へ助言するシステムを検討している。  

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明 

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

証を行っているか 

 大学院生による授業評価時の意見聴取で定期的に確認を行なっている(根拠資料 第 14

回理工学研究科委員会報告資料 2)。 

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

 ディプロマ・ポリシーに従って設定した個別の科目の学修目標を設定している。従って

教育内容は研究科にふさわしい内容となっている。 

 一方、修士論文審査の過程においては、大学基準協会からの指摘があり、修士論文およ

び 終審査だけでなく、中間審査や計画書提出の段階でも、研究科として評価・確認に関

わるよう審査の過程を見直した。 

 さらに、副指導教員制のしくみの検討をはじめ、副指導教員が研究指導に関わるしくみ

を構築した。 

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

結びつけているか 

 前述の修士論文の審査の手続きを厳格に行い、その内容を検証し、教育課程や教育内容・

方法の改善に結びつける予定である。 

 理工学研究科では、2013 年度から授業達成度評価を行っている。2013 年度春学期は研究

科共通科目から 4科目、秋学期は各専攻の専攻科目 2科目を対象とした。授業期間の 初

と 後に、その授業の内容に関するキーワードの理解度を学生に応えてもらい、その達成

度をはかるものである。 

 カリキュラムについては、前述の大学院生による懇談会でも取り上げている。 

・教育目標に沿った成果が上がっているか 

 前述の大学院生懇談会において、本専攻におけるカリキュラムに対する意見はなく、成

果は上がっているといえる。具体的な成果については、修了生の就職状況、学会発表など
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の対外活動、修士論文の内容などを見て検証する必要がある。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

本専攻は、学部の情報システム数理学科に対応しており、学部と大学院の間の連続性

が確保された。カリキュラムも見やすく整備されている。また、本専攻に続く後期課程

の準備が進んでいる。 

修士論文審査の手続きを、その各段階で、研究科として評価・確認に加われるよう制

度を見直した 

2014 年度から 1人の大学院生に対し主指導教員と副指導教員の 2人が指導を行うし

くみを構築した。 

授業の達成度をはかる新しい方法を導入した。 

②改善すべき事項 

 2015 年度のキャンパス統合に向けて、2013 年度以前に入学した学生についての現状

を確認し、適切に対応にすべきである。また、修了生の就職状況、学会発表などの対外

活動などを把握してゆく必要がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

本専攻のカリキュラムおよび新しい３つのしくみについて、今後の経過を注意してみ

ていく。理工学研究科後期課程については引き続き準備を進める。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

2013 年度以前に入学した学生についての現状を把握し、統合に向けて必要な手続き

を進める。 

 

≪学生の受け入れ≫ 

１．現状の説明 

・学生募集および入学者選抜は、学生の受入方針に基づき、公正かつ適切に実施されてい

るかについて、定期的に検証を行っているか 

理工学研究科博士後期課程システム数理専攻のアドミッション・ポリシーを制定した。

博士前期課程のアドミッション・ポリシーは Web で公開している。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

理工学研究科の入学者選抜は、受入方針に基づいて試験科目を設定し、公正かつ適切

に実施した。 

②改善すべき事項 

本専攻への入学者は、定員 18 に対し、14 名であり、定員を少人数満たしていない。 
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３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

受入方針に基づく入学者選抜、ならびに学部生に対する大学院のアピールを継続する。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

理工系であっても学部卒業者の企業での役割は実務をこなすだけであり、身に着けた

技術をもとに研究の道に進むことはできないことを説く。社会で必要とされている技術

者は高い知力を持ち自ら問題解決ができる人材である。このために大学院での研究経験

が不可欠なこと、キャリア形成にとっても大学院修了が有力な選択肢であること指導し、

入学者を増やす。 

 

以上 
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2013 年度ソフトウェア工学専攻自己点検・評価報告書 

 

ソフトウェア工学専攻自己点検・評価委員会 

 

≪理念・目的≫ 

１．現状の説明 

・学部・研究科等の理念・目的の適合性について定期的に検証を行っているか。 

本専攻の理念と目標を下記のように具体的に策定し、Web で公開することによって、教育

理念・目的の明確化を図っている(根拠資料 本学 Web ページ大学院専攻案内：数理情報 専

攻の紹介)。 

「応用分野を選ぶことなく、様々なソフトウェア開発プロジェクトの先頭に立ち、

多種多様な技術を取り入れながら開発を遂行できるソフトウェア技術者を養成し

ます。」 

本専攻は 2013 年度入試からの学生募集をしているため、修了生はまだでていないが、修了

者の進路の把握により、整合性を検証する予定である。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

1 年目であり、まだ確認できない。 

②改善すべき事項 

大学院生の業績の情報が指導教員レベルにとどまっている。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

数理情報研究科で行ってきた進路の把握を、理工学研究科でも継続する。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 大学院生の業績の情報を何らかの形で共有できるシステムを検討したい。  

 

≪教員・教員組織≫ 

 本専攻における教員の任免は学部教授会の審議事項である。したがって、情報理工学部

の報告書で述べた能力・資質等の明確化と資質の向上を図るための方策のほとんどか、本

研究科でもあてはまる。ここでは、それ以外でのことを中心に述べる。 

１．現状の説明 

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

策を講じているか 

本専攻では、研究指導担当者、講義担当者の審査を 2013 年度から厳格化している。具体

的には、2013 年度に理工学研究科を設置するにあたって、外部の評価をもとに、厳格にそ

の構成を見直し、理工学研究科博士後期課程の設置の準備においても、外部の評価をもと

に、厳格に構成員を選出している。これらの審査の厳格化も、教員の資質の向上につなが

ると考える。 
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２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

前述のように、外部の評価をふまえて担当者候補を選ぶことにより、より厳格に教員

の資質が図られている。2013 年度は、1名の教員が博士後期課程（数理情報研究科）の

研空指導担当、1名が講義担当となった。前期課程では、1名の教員が研究指導担当と

なった。更に、理工学研究科博士後期課程の準備にあたっては、外部の審査によって、

新たに研究指導を担当できる見込みの教員が何名かいることがわかっている。これによ

り、これまで懸念されていた分野間の教員のバランスの問題はある程度解消される予定

である。  

②改善すべき事項 

年齢相応の研究指導担当になっていない教員のより一層の研究活動が望まれる。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

 研究指導担当における厳格な審査を継続する。また、学部で行っている FD・自己点

検委員会でも教員の資質向上を引き続き図っていく。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 学部として、研究活動が不活発な教員へ助言するシステムを検討中である。  

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明 

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

検証を行っているか 

 大学院生による授業評価時の意見聴取で定期的に確認を行っている(根拠資料 第 14 回

理工学研究科委員会報告資料 2)。 

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

 ディプロマ・ポリシーに従って設定した個別の科目の学修目標を設定している。従って

教育内容は研究科にふさわしい内容となっている。 

 一方、修士論文審査の過程においては、大学基準協会からの指摘があり、修士論文およ

び 終審査だけでなく、中間審査や計画書提出の段階でも、研究科として評価・確認にか

かわるよう審査の過程を見直した。 

 更に、副指導教員制のしくみの検討をはじめ、副指導教員が研究指導にかかわるしくみ

を構築した。 

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

に結びつけているか 

 前述の修士論文の審査の手続きを厳格に行い、その内容を検証し、教育課程や教育内容・

方法の改善に結びつける予定である。 

 理工学研究科では、2013 年度から授業達成度評価を行っている。2013 年度春学期は研究

科共通科目から 4科目、秋学期は各専攻の専攻科目 2科目を対象とした。授業期間の 初

と 後に、その授業の内容に関するキーワードの理解度を学生に応えてもらい、その達成
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度をはかるものである。 

 カリキュラムについては、前述の大学院生による懇談会でも取り上げている。 

・教育目標に沿った成果が上がっているか 

 前述の大学院生懇談会によれば、本専攻におけるカリキュラムに対する意見はなく、そ

の意味で成果は上がっていると考える。１．で述べた就職先からも判断できる。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

本専攻は、学部のソフトウェア工学科に対応しており、学部と大学院の間の連続性が

確保された。カリキュラムも見やすく整備されている。また、本専攻に続く後期課程の

準備が進んでいる。 

修士論文審査の手続きを、その各段階で、研究科として評価・確認に加われるよう制

度を見直した 

副指導教員が指導にかかわるしくみを構築した。 

授業の達成度をはかる新しい方法を導入した。 

②改善すべき事項 

 2015 年度のキャンパス統合に向けて、2013 年度以前に入学した学生についての現状

を確認し、適切に対応にすべきである。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

本専攻のカリキュラムおよび新しい３つのしくみについて、今後の経過を注意してみ

ていく。理工学研究科博士後期課程については引き続き準備を進める。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

2013 年度以前に入学した学生についての現状を把握し、統合に向けて必要な手続き

を進める。 

 

≪学生の受け入れ≫ 

 １．現状の説明 

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

いるかについて、定期的に検証を行っているか 

理工学研究科博士後期課程ソフトウェア工学専攻のアドミッション・ポリシーを制定し

た。博士前期課程のアドミッション・ポリシーは Web で公開している。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

理工学研究科の入学者選抜は、受入方針に基づいて試験科目を設定し、公正かつ適切

に実施した。 

②改善すべき事項 

本専攻への入学者は、定員 18 に対し、8名であり、定員を満たしていない。 
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３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

受入方針に基づく入学者選抜は継続する。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

学部学生に対して、１．理工系卒業者にとって、社会で使われている 先端技術に追

随し更にこれを凌駕するためには大学院での研究経験が不可欠なこと、2.キャリア形成

にとっても大学院修了が有力な選択肢のひとつであること、を引き続き指導していく。

研究科の知名度を上げるための広報活動も効果的にしたい。 

 

以上 
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2013 年度機械電子制御工学専攻自己点検・評価報告書 

 

機械電子制御工学専攻自己点検・評価委員会 

 

≪理念・目的≫ 

１．現状の説明 

本専攻は今年度に開設され、その理念と目標は「機械や電気・電子機器の製造現場、な

らびに設備産業で、広範な対象に対して設計、実装から運用まで局面を問わず活躍できる

高度技術者を養成」することである。これを Web で公開することによって、理念・目的を

明確化している（根拠資料：本学 Web ページ大学院専攻案内：機械電子制御工学専攻の紹

介）。 

修了生はまだ無く、修了者の進路が把握できた段階で理念・目的の整合性を検証する。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

１年目であり、まだ確認できない。 

②改善すべき事項 

学生の学会発表など対外的な成果が共有できていない。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

修了者の進路を把握し、それができた段階で教育の効果を検証する。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

学生の学会発表など対外的な成果を共有する仕組みを検討する。 

 

≪教員・教員組織≫ 

本専攻における教員の任免は学部教授会の審議事項である。したがって、情報理工学部

の報告書で述べた能力・資質等の明確化と資質の向上を図るための方策のほとんどが、本

研究科でもあてはまる。ここでは、それ以外でのことを中心に述べる。 

１．現状の説明 

研究指導担当者、講義担当者の資格審査において、今年度理工学研究科を設置するとき

に、設置審査に耐えうる業績を基準とし、厳格な運用を開始した。これによって、教員の

資質が担保されるため、その継続が必要である。 

教員 1名が退職したのち、その欠員が生じている。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

上記のように研究指導担当者、講義担当者の資格審査を厳格に行うことによって、教

員の資質が担保されている。理工学研究科博士後期課程を設置するにあたり、新たに研

究指導や講義担当を行う資格を有する教員がいることがわかり、適切な教員配置がなさ

れている。 
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②改善すべき事項 

教員の採用を進める必要があるが、特に博士後期課程の研究指導担当者数が設置基準

すれすれの状況であるため、研究指導の資格を考慮して選定する必要がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

研究指導担当者、講義担当者の資格審査における厳格な運用を継続する。また、「FD・

自己点検報告会」、「FD 講演会」を継続して、教育に関する資質の向上を図る。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

学部として、長期にわたって研究活動の不活発な教員に対する助言を制度化する方策

を検討している。 

また、教員の新規採用に向けて、在籍している教員が候補者の選定を進めている。 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明 

教育目標、カリキュラムの適切性については大学院生による授業評価時の意見聴取で定

期的に確認を行っている(根拠資料 第 14 回理工学研究科委員会報告資料 2)。 

提供している教育内容については、修士論文審査の過程において、大学基準協会からの

指摘があり、修士論文および 終審査だけでなく、中間審査や計画書提出の段階でも研究

科として評価・確認にかかわるよう審査の過程を見直した。更に、副指導教員制のしくみ

の検討をはじめ、副指導教員が研究指導にかかわるしくみを構築した。 

教育成果に関する点検については、前述のように修士論文の審査の手続きを厳格に行い、

その内容を検証し、教育課程や教育内容・方法の改善に結びつける。また、今年度より授

業達成度評価を行っている。2013 年度春学期は研究科共通科目から 4科目、秋学期は各専

攻の専攻科目 2科目を対象とした。授業期間の 初と 後に、その授業の内容に関するキ

ーワードの理解度を学生に応えてもらい、その達成度をはかるものである。カリキュラム

については、前述の大学院生による懇談会でも議論している。 

教育目標に沿った成果については、大学院生懇談会において理工学研究科のカリキュラ

ムに対する意見は少なく、学生は一定の満足度を見せていると言える。具体的な成果につ

いては、修了生の就職状況、学会発表などの対外活動、などを見て検証する必要がある。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

本専攻は、学部のシステム創成工学科に対応しており、学部と大学院の間の連続性が

確保された。カリキュラムも見やすく整備されている。また、本専攻に続く後期課程の

準備が進んでいる。 

研究指導科目の評価においては修士論文および 終審査だけでなく、中間審査や計画

書提出の段階でも研究科として評価・確認にかかわるよう審査の過程を見直した。また、

授業達成度評価を開始するとともに、副指導教員制度を検討し 2014 年度から運用する

こととした。 
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②改善すべき事項 

2015 年度のキャンパス統合に向けて、2013 年度以前に入学した学生についての現状

を確認し、適切に対応にすべきである。また、修了生の就職状況、学会発表などの対外

活動などを把握してゆく必要がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

理工学研究科のカリキュラムおよび新しい３つのしくみについて、今後の経過を注意

してみていく。理工学研究科後期課程については引き続き準備を進める。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

2013 年度以前に入学した学生についての現状を把握し、統合に向けて必要な手続きを

進める。また、学生の学会発表など対外的な成果を共有する仕組みを検討する。 

 

≪学生の受け入れ≫ 

１．現状の説明 

本専攻のアドミッション・ポリシーを制定した。博士前期課程のアドミッション・ポリ

シーは Web で公開している。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

理工学研究科の入学者選抜は、受入方針に基づいて試験科目を設定し、公正かつ適切

に実施した。本専攻への入学者は、定員 18 に対し、25 名であり定員を満たした。 

②改善すべき事項 

一方で本専攻に限ると定員を 30%オーバーしているが、この状況が一定期間以上続く

のか見てゆく必要がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

受入方針に基づく入学者選抜、ならびに学部生に対する大学院のアピールは継続する。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

大幅な定員オーバーが長期にわたって継続するのであれば、何らかの対策が必要にな

る。国立大学の理工系では学部卒業生の半分以上が博士前期課程に進学し、彼らが社会

で 先端の技術開発に貢献している現状を見ると、本専攻の定員を増やすことも考慮す

べきであろう。 

 

以上 
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Ⅳ．研究所等・研究センター・南山学会 
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2013 年度研究所総合委員会自己点検・評価報告書 

 

研究所総合委員会自己点検・評価委員会 

 

≪研究組織≫ 

１．現状の説明 

・理念・目的は適切に設定されているか。 

 三研究所はいずれも研究所規程に則って設立されており、それぞれの規程に理念と目的

が明確に設定されている。 

・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。 

 三研究所はそれぞれの理念・目的に照らして、適切に活動することを確認し、また実践

するよう努めている。 

・組織の適切性について、定期的に検証を行っているか 

 三研究所は毎年度、全学的な自己点検・評価に参加し、研究所組織の適切性について検

証を行っている。また、共同研究会等において相互に研究内容を確認し合い、年度毎に活

動報告を「所報」または「年報」の形でまとめ実質的な検討を行っている。なお本年度の

人事については第二種研究所員および研究員の任用更新、客員研究所員の受入れ、非常勤

研究員の委嘱を行った。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

各研究員が担当となって複数のプロジェクトを同時進行するとともに、他研究員と連携

し、お互いの進捗状況を確認しあうことで、高いレベルでの活動を行っている。また臨時

職員の増員により、事務運営の面でもより円滑になった。外部資金、学内の競争的資金の

獲得や 3ヶ年単位の共同研究プロジェクトの開始により、公開シンポジウムや講演会、研

究会の開催を定期的に開催した。 

②改善すべき事項 

外部資金や学内の競争的資金によるプロジェクトの遂行にあたり、方向性の明確化と事

務体制をより強化したい。いずれの研究所においても安定した組織運営や研究員雇用体制

について検討すべきである。まずは研究員体制を見直し、研究所によっては所員獲得や研

究活動スペースの確保が求められる。 

  

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

 研究所は学部とは異なる性質を持つため、研究員同士の連携が重要である。外部研究資

金の獲得のために、方向性について常に話し合う体制を維持することが大切である。また、

学外の研究機関や研究者とネットワークを確立し、研究会等をより発展したものにしてい

く努力が必要である。また、国内活動に留まらず、国際的学術交流を積極的に行い、海外

客員研究員の受入も進めたい。学術誌・学術書の持続的刊行のためには編集体制を見直し、

査読体制の拡充が必要である。 
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②上記 2.②の改善すべき事項について 

研究資金の獲得に向け、宗教文化研究所は「研究所研究員奨励金基金」の実働に向けて準

備を始める。社会倫理研究所は、より実質的に連携するために共同研究者に対して研究費

を支出することを検討したい。安定的な研究体制を図る為、人類学研究所・社会倫理研究

所は第一種研究所員の獲得にむけて準備し、研究補助員を配置し円滑な事務体制を整えた

い。 

 

≪研究内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明 

・研究目標は適切に設定されているか。 

 三研究所はそれぞれ研究目標を適切に設定している。 

・研究目標に沿った成果が上がっているか。 

 三研究所はそれぞれ設定された研究目標に沿った成果を上げている。 

 

２.具体的な研究成果 

・公開講演会、セミナー、ワークショップ等（宗文研 12 回、人類研 12 回、社倫研 12 回） 

・寄贈資料の整理と目録作成（人類研） 

・第 7回社会倫理研究所奨励賞の実施（社倫研） 

・文献収集（宗文研・人類研・社倫研） 

・出版物は以下のとおり 

【宗文研】 

Hayashi Makoto, Otani Eiichi, and Paul L. Swanson eds., Modern Buddhism in Japan

南山宗教文化研究叢書、西田幾多郎著、金承哲訳『場所的論理と宗教的世界観』「宗教学

名著選」第 1巻、エリアーデ、奥山倫明監修『アルカイック宗教論集』 

Japanese Journal of Religious Studies, 40(2013) 

 Asian Ethnology, 72(2013) 

Bulletin of Nanzan Institute for Religion and Culture, 37(2013) 

『南山宗教文化研究所研究所報』23 号 

【人類研】 

『世界をきちんとあじわうための本：ファン・デ・ナゴヤ美術展 2013 年記録集』 

『年報 人類学研究』第 4号 

【社倫研】 

『社会と倫理』第 28 号 

『時報しゃりんけん』第 6号 

Michael T. Seigel, Origins of the Environmental Crisis: A Pragmatic Revisitation 

of the Question 

ヨハネス・ヒルシュマイヤー著『工業化と企業家精神』 
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３．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

 いずれの研究所も他機関との交流をはじめ、研究会の共催をすることで研究活動を積極

的に行い、社会へ研究活動をアピールしている。継続的に所報や年報を発行し、研究成果

を学外へ発信している。新しい研究領域への取り組みを進め、国内、海外、双方における

学術交流を展開している。外部研究資金を獲得し、それぞれの研究課題で成果を収めてい

る。宗教文化研究所は Web ページのリニューアル、人類学研究所は研究所図書を学生にも

貸し出す準備、社会倫理研究所は研究会の内容を書籍として刊行するなど、各研究所とも

新しいことへの取り組みも行っている。 

②改善すべき事項 

講演会や研究会が一度きりになっているので、今後は恒常的な関係を保てるよう学外機

関との関係を強めたい。研究の枠組みを広げることで、現在の研究をより発展させること

が望まれる。研究所図書の貸し出しに向けての方策や、研究所 Web ページの更新作業等、

今年度に完成に至らなかったところもあった。 

 

４．将来に向けた発展方策 

①上記 3.①の効果が上がっている事項について 

社会連携を強める為に、種々の活動従事者と対話ができるような企画を考える努力をし

ていきたい。また、現在の出版体制を継承可能な形に洗練させていく必要がある。外部研

究資金の獲得のために一層の努力が求められる。 

②上記 3.②の改善すべき事項について 

いずれの研究所も外部研究資金の獲得に向け努力する必要がある。宗教文化研究所は既

存の研究体制を見直しや、非常勤研究員や客員研究員との連携を強める。人類学研究所は、

他大学研究所連合と公開研究会を開催したり、外部資金による学会開催を行ったりするこ

とで、研究所活動を発展させる。社会倫理研究所は研究所の英語版 Web ページの構築に取

り組む。 

 

以上 
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2013 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自己点検・評価委員会 

 

≪研究組織≫ 

１．現状の説明 

・理念・目的は適切に設定されているか。 

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。これら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。 

・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。 

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配置し、理念・目的に照らして適切である。前項１、２に該当する研

究活動を行うとともに、３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。 

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。 

・組織の適切性について、定期的に検証を行っているか 

研究所は毎年度、全学的な自己点検・評価に参加し、研究所組織の適切性について検証

を行ってきている。また年度ごとの活動報告等を『所報』と Bulletin の形式でまとめ、実

質的な検討を行っている。なお研究所の目的の追求と国際研究誌の編集に関連して、将来

的な人員配置を検討課題としている。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

・外部資金の獲得（文部科学省科学研究費基盤研究（Ａ）） 

・学内の競争的資金（国際化推進事業）の獲得 

 ・国際的な学術交流の展開（国際シンポジウム、国際大学院生セミナー、国際的な科研

研究会、客員研究所員の受け入れなど） 

 ・学術誌や学術書の持続的な刊行 

 ・任用された研究所員、研究員の研究所の研究体制への積極的な参加の実現 

・各研究所員の個別の研究成果の発表 

②改善すべき事項 

・科研費や国際化推進事業について、研究の実施にかかわる方向性の明確化と、事務体

制の強化を進めるべきであると捉えている。 

・過去 10 年ほど外部資金の導入による研究員雇用体制を継続してきたが、引き続き外
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部資金導入について努力するにしても、更に安定的な研究員採用の方途についても検

討すべきであると考えている。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

・外部資金や学内の競争的資金を獲得するために、地道な研究とともに今後の研究のあ

るべき姿についてつねに考え話し合っておく。 

 ・国際的学術交流を更に発展させるために、研究に即した海外研究者との交流をいっそ

う活発化していくとともに、海外からの客員研究所員に門戸を開いて、研究協力体制

を維持発展させていく。 

 ・学術誌や学術書の持続的な刊行のために、査読体制を拡充するとともに、新たな企画

を国内外の研究者とともに検討していく。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

・科研費や国際化推進事業について、絶えず研究の方向性について議論を深める努力を

重ねている。またそれらにかかわる事務作業を円滑化するために、研究補助員を配置

するとともに、事務方との更にスムースな意思の疎通を図っている。 

・すでに制度設計を行っている「研究所研究員奨励基金」の実働に向け、実施計画を策

定する準備を進めている。 

 

≪研究内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明 

・研究目標は適切に設定されているか。 

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 

・研究目標に沿った成果が上がっているか。 

以下のような形で、研究目標に沿った成果を上げつつある。 

１ 学術会議の開催：国際大学院生セミナーの開催（日本宗教研究・南山セミナー、2013

年 6 月 1－2日）の開催、国際化推進事業研究会（2013 年 4 月 26 日、5月 17 日、6月

7日、11 月 28 日［合評会］、2014 年 1 月 10 日）の開催 

 ２ 公開講座、公開講演会等の開催：懇話会・研究会・所内セミナーの開催（2013 年 5

月 23 日、6月 5 日、6月 19 日、7月 3 日、7月 24 日、9月 18 日） 

 ３ 国内外研究機関および研究者との協力：近年、客員研究所員としての滞在希望者が

多く、海外から通年で 10 名前後の客員研究所員を受け入れ、その倍ほどの短期的な訪
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問者がある。海外との研究交流は、学会等への自発的な参加のほか、招聘の機会も増

加している。2005 年より実施している諸宗教研究講座ローチチェアには海外より著名

な研究者を招聘し、それが更に研究所の国際的な活動の幅を広げるとともに知名度を

高めている。 

 ４ 年報の発行：Bulletin, No. 37 と『研究所報』23 号の刊行 

 ５ 学術的刊行物の編集公刊：Japanese Journal of Religious Studies, Vol. 40:1/2 と 

Asian Ethnology, Vol. 72:1/2 の刊行、モノグラフの刊行（科学研究費研究成果

Hayashi, Otani, and Swanson eds., Modern Buddhism in Japan；韓国語訳新シリー

ズ・南山宗教文化研究叢書、西田幾多郎著、金承哲訳『場所的論理と宗教的世界観』; 

国書刊行会新シリーズ・宗教学名著選、エリアーデ、奥山倫明監修『アルカイック宗

教論集』） 

 ６ その他研究所の目的達成に必要な事業：第二期国際化推進事業「現代東アジアにお

けるキリスト教の受容と展開に関する国際的研究」（2012 年度～2014 年度）および文

科省科研費補助金基盤研究（Ａ）「宗教研究の国際化推進のための拠点形成と総合的研

究史調査」（2011 年度～2013 年度）を推進するとともに、日本宗教学会をはじめとし

て各種学会に会員としてだけでなく役員として積極的に参加している。第二期国際化

推進事業に関連して、2014 年 2 月 17 日から 20 日まで香港の見学訪問を実現し、いく

つかの研究機関の研究者との交流を推進した。 

 

２.具体的な研究成果 

科学研究費研究成果 Hayashi Makoto, Otani Eiichi, and Paul L. Swanson eds., Modern 

Buddhism in Japan（南山宗教文化研究所、2014 年）、230 pages 

新シリーズ刊行物 

 

韓国語訳新シリーズ・南山宗教文化研究叢書、西田幾多郎著、金承哲訳『場所的論理と宗

教的世界観』ジョンウ書籍（ソウル）、351 頁 

 

国書刊行会新シリーズ「宗教学名著選」第 1巻、エリアーデ、奥山倫明監修『アルカイッ

ク宗教論集』504＋x 頁 

 

国際研究誌 

Japanese Journal of Religious Studies, 40(2013), 412 pages. 

Asian Ethnology, 72(2013), 375 pages. 

 

 紀要 

Bulletin of Nanzan Institute for Religion and Culture, 37(2013), 83 pages. 

『南山宗教文化研究所研究所報』23 号、2013 年、88 頁。 
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３．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

・近代東アジアのキリスト教研究の伸展 

・宗教研究の国際化推進のための拠点形成と総合的研究史調査 

・研究書と研究誌の出版 

・国内、海外、双方における学術交流の展開 

・研究所 Web ページのリニューアル 

②改善すべき事項 

 ・研究所の研究体制の人員の再編成と、将来的な人材養成 

 ・現在取り組んでいる近代東アジアのキリスト教研究を進展させるために、更に日本や

アジアの文化研究についても研究の枠組みを広げていくことが望ましい。 

 

４．将来に向けた発展方策 

①上記 3.①の効果が上がっている事項について 

・国際的な学術交流として、本年度新たに、国際大学院生セミナーを開催した（日本宗教

研究・南山セミナー、2013 年 6 月 1－2日）。8名の大学院生を招聘するとともに、学外

の日本宗教研究者 4名にコメンテーターを依頼し、2日間にわたり活発な討議が行われ

た。 

・韓国語での翻訳出版新シリーズと、国書刊行会（南山宗教文化研究所企画協力）の新シ

リーズ「宗教学名著選」を開始した。  

②上記 3.②の改善すべき事項について 

・研究所の研究体制を刷新しつつ、第一種研究所員と、若手、また訪問者である研究員、

非常勤研究員、客員研究所員の間での協力を強め、日常的な研究活動を推進している。 

・日本やアジアの文化研究については、将来の第一種研究所員採用人事の機会に考慮する

こととしたい。 

 

以上 
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2013 年度人類学研究所自己点検・評価報告書 

 

人類学研究所自己点検・評価委員会 

 

≪研究組織≫ 

１．現状の説明 

・理念・目的は適切に設定されているか。 

本研究所は日本を含め世界各地を調査対象とする研究者が集い、更に先史時代から現代

まで時間の枠組みを広げ、古今東西、人類共通の基盤と文化多様性と地球規模での今日的

な問題解明の双方を追究する広い視野を持つ研究所を目指している。また本研究所は人文

学部人類文化学科および人類学博物館とも密接な連携をとりながら人間文化研究科人類学

専攻の大学院教育、更には社会連携を積極的に図っていくこともあわせて目的とする。 

・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。 

 人類学は地球上の人類文化の比較の上に立って相互理解を目指す学門が基本である。し

かるに本研究所は日本をはじめアジア、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・社

会人類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目指している。 

・組織の適切性について、定期的に検証を行っているか。 

 研究員のフィールドや研究フォーカスは公開研究会や共同研究会などにおいて相互に確

認を行い、今後必要な人材については所員会議や共同研究会のおりに検討を行っている。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

東日本大震災に端を発する問題意識で開始した 3カ年単位の共同研究プロジェクト「危

機と再生の人類学」を 2013 年度より開始し、公開シンポジウムや講演会、研究会を継続し

ている。これはグローバルで現代的な問題に取り組む本研究所の理念の実現となっている。

また非常勤研究員の講演会やシンポジウムへの参加を通して所員相互が協力する体制を推

進してきている。 

②改善すべき事項 

よりダイナミックな将来構想を実現するための第一種研究所員の獲得。 

非常勤研究員や客員研究員のシステムの見直しと研究活動スペースの確保 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

日本内外の研究者や著名な研究者を招聘して行う講演会やシンポジウムを継続し、更に

外部の研究機関や地域の人類学関係の談話会・研究会などの組織と共催する形で積極的に

連携を図る。また 2013 年度に開始した共同研究会は、2014 年度共同研究員独自の調査研究

の成果発表を主体に行っていく。中部人類学談話会やまるはち人類学研究会を人類学研究

所で共催することで地域の外部研究者との協力体制をより強化し、年報第 5号の発刊にむ
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け研究所員、非常勤研究員を有効に活用するための査読体制や編集体制を再点検する。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 2014 年度は第一種研究所員獲得のための公募に着手する予定である。また非常勤研究員

の研究会や講演会への参加や発表内容を年報へ投稿することなどを奨励する。また国内外

の外部機関と連携関係の締結や研究者の交換（例 客員研究所員制度）などの試みを検討

する。 

 

≪研究内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明 

・研究目標は適切に設定されているか。 

 研究所の研究活動の目標は大別すると、（１）研究会や講演会の充実、特に外部機関や組

織、また学内組織との連携もかねて、（２）一般社会との連携、（３）研究成果公表、（４）

研究所資産の見直しであり、適切に設定されている。 

・研究目標に沿った成果が上がっているか。 

 （１）に関しては下記のように講演会・研究会・シンポジウムを頻繁に催している。そ

のさい外部機関、南山大学人類学博物館や私立 5大学研究所連合との連携を積極的に図

っている。（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」の

開催や Web ページの更新を実施している。（３）に関しては研究年報を刊行している。（４）

については図書館内の研究所資産の整理を継続している。 

 

２.具体的な研究成果 

（１）シンポジウム・講演会・研究会 

①2013 年～2015 度共同研究「危機と再生の人類学：土地、記憶、アイデンティティ」

にかかる講演会、シンポジウムの開催 

 【１.公開シンポジウム】2013 月 6 月 22 日 公開講演会「古代アンデス社会の危機」開

催。(1)「アンデス文明形成期社会の水害へのレスポンス」 鶴見英成（東京大学総合

研究博物館）；(2)「16 世紀・アンデス先住民の「危機」：「征服」・植民地化・先住民抗

争 大平秀一（東海大学） 

 【２．映画鑑賞会および公開シンポジウム】2013 年 10 月 19 日 映画「フタバから遠く

離れて」鑑賞会および福島からのゲストを招き、一般市民も参加した討論会を開催。

ゲストはみちのく民俗文化研究所・岩崎真幸、NPO 法人自然環境応援団・上條大輔。な

おこの研究会は日本文化人類学会課題懇談会「コミュニティーの危機と地域社会」

（佐々木重洋名古屋大学教授代表、後藤 明・渡部森哉研究所員がメンバー）との共

催で行われた。 

 【３．公開講演会】2013 年 11 月 16 日「北朝鮮社会の人類学的考察」（講師 東京大学名

誉教授・伊藤亜人） 

 【４．共同研究会】2013 年 5 月 1日 全体会合、各自の貢献や計画の確認；2014 年 2 月

28 日 (1) 吉田竹也「リスク社会と楽園観光――バリ島ウブドの日本人観光ビジネ

ス」；(2) 野澤暁子「バリ島トゥガナ・プグリシンガン村の危機と再生――1964 年アグ

ン山噴火以降の過程」 
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②共催講演会【南山大学人文学部と共催の公開講演会】2013 年 11 月 29 日 「モノを

して語らせる」（講師 元東京国際大学教授 丑野毅）を開催；【南山大学人類学博物館

との共催の公開講演会】2014 年 3 月 15 日 「オセアニアの物質文化・民族造形――通

称今泉コレクションを中心に」を開催（後藤明が基調講演）。 

③2014 年 1 月 25 日 中部人類学談話会・まるはち人類学研究会と共催でシンポジウム

「ポリシーという語り口――人類学的考察」を開催。(1)「政策としての世界遺産―国

際条約と住民生活の狭間で」山田亨（筑波大学）；(2)「共生」と「国家」へのポリシー

―スロヴァキアにおけるマイノリティと言語に関する問題の現場から」神原ゆうこ（北

九州市立大学）；(3)「政策とオルタナティブ―マレーシアの都市集落の事例より」上田

達（摂南大学）；(4)「ポリシーと情義―現代ベトナムの中央－地方関係における住民の

語り口」加藤敦典（東京大学） 

④2013 年 5 月 11 日 中部人類学談話会主催・南山大学人類学研究所共催で「東海地区

修論・博論発表会」を開催。 

⑤名古屋地区の人類学系大学院生の研究会・まるはち人類学談話会の開催：(1) 2013

年 4 月 27 日第【16 回まるはち人類学研究会 】「人類学と働くこと、社会と大学院」；

(2) 2013 年 12 月 7 日【第 18 回まるはち人類学研究会】「モノとカテゴリー―モノが取

り扱われる現場・プロセスからその動態性を捉える―」；(3) 2014 年 3 月 1 日【第 20

回まるはち人類学研究会】「中部地区人類学修士論文・博士論文発表会」。 

（２）一般社会との連携 

①2013 年 8 月 4日「人類学フェスティバル in Nagoya：星空人類学」を研究所主催で

開催。この企画は学長室主催の連続講座との関連で行われ、人類学研究所主催の後半で

は社会人・学生を中心に 150 名が参加、世界各地の星に関する神話・伝説や古代遺跡や

航海術と天体との関係を体験した。この催しには国立天文台が協力し、天文台国際連携

室などから天文学者 4名が見学に訪れ、学際的な行事となった。 

②外部とも連携した共同研究ワークショップ「「作ること」と「知ること」：世界をつか

まえる新しい方法」の成果発表の印刷物『世界をきちんとあじわうための本：ファン・

デ・ナゴヤ美術展 2013 年記録集』が完成した。なおこの研究プロジェクトには公益財

団法人愛銀教育文化財団の「平成 24 年度 教育・文化活動に対する助成」を授与され

ている。 

（３）研究成果の公表 

『年報 人類学研究』第 4号を発行した。 

（４）研究所資産の見直し 

 研究所３階図書室にある、研究所創立にかかわるグジンデ神父および沼澤喜市神父の図

書および写真、調査ノート原稿などの遺品を整理し、目録作成を継続している。 

 

３．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

日本文化人類学会の中部地区の組織である中部人類学談話会の開催を定期的に行うな

ど主体的な参加を行っている。2013 年度には成城大学民俗学研究所、國學院大學日本文化

研究所、神奈川大学常民文化研究所、愛知大学綜合郷土研究所と本研究所が合同で 5大学
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研究所の研究組織を立ち上げその皮切りに 2013 年 9 月 22 日に愛知大学豊橋キャンパスで

公開シンポジウム「海里山の儀礼食」が開催され、本研究所から後藤明が参加した。また

研究所資産の活用を図るために、図書館および館長との協議をへて、現在不可能である図

書の貸し出しについて可能になるような方向で実質的な作業に入った。また社会連携とし

て人類学フェスティバルや映画鑑賞会を通して一般市民へ人類学の魅力をアピールした。 

②改善すべき事項 

学内外の組織と共催による講演会や研究会を継続するが、今後はそのようないわば一回

切りの関係ではなく恒常的な関係をもった研究所連携や学会開催を図っていく。更に研究

所員の共同調査を目的とした学内外の外部資金調達を試みる。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。 

 

４．将来に向けた発展方策 

①上記 3.①の効果が上がっている事項について 

研究はもとより、学内外との連携、更に社会連携を強めていく。公開講演会や映画鑑賞

会・討論会では市民の参加が得られたが、更に種々の実践活動に従事する市民との対話が

できるような企画を共同研究との関連で積極的に打ち出していく。 

②上記 3.②の改善すべき事項について 

2013 年度に開始された私立５大学研究所連合を更に発展させるために、2014 年 7 月に

は本研究所が主催する公開研究会「民具と民芸」を、濱田琢司所員が中心となって計画し

ている。本研究所が主催ないし共催することによって、全国レベルあるいは国際レベルで

研究所のプレゼンスを示したい。 

 

以上 
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2013 年度社会倫理研究所自己点検・評価報告書 

 

社会倫理研究所自己点検・評価委員会 

 

≪研究組織≫ 

１．現状の説明 

・理念・目的は適切に設定されているか。 

本研究所の理念・目的は明確に規定され、規程に明文化されている。（南山大学社会倫理

研究所規程 第 2条） 

・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。 

本研究所の組織は、設立時の理念・目的に照らして適切である。具体的には、第一種研

究所員、第二種研究所員を核とする組織の編制原理それ自体は、理念・目的に照らして妥

当なものであり、それに基づき、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

活動を目指し実践している。（南山大学社会倫理研究所規程 第 3条、第 4条） 

・組織の適切性について、定期的に検証を行っているか 

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。また、年度毎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）） 

なお、本年度の人事は、以下のとおりである。丸山雅夫所長を中心に、マイケル・シー

ゲル第一種研究所員、奥田太郎第一種研究所員、大庭弘継第一種研究所員、鈴木真第一種

研究所員を核とする研究所体制により、並列遂行中の複数の研究プロジェクトの推進協力

を目標として、第二種研究所員 6名および研究員 1名の任用更新、非常勤研究員 5名の再

委嘱を行った。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

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。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ように、各ス

タッフの活動のあり方をデザインしていることも大きい。更に、研究所活動を実務面で支

える事務スタッフについて、臨時職員を１名任用したことで、より円滑な事務運営が可能

になった。 

②改善すべき事項 

 第一種研究所員２名とプロジェクト担当研究員１名が有任期での任用であることを考慮

に入れた、安定的な組織運営体制を未だ構想できていない点は改善すべきである。また、

科学研究費補助金などの採択に由来するペーパーワークの増量、企画立案作業の増大に対

応して、事務職員と教員の間に位置する専門知を有するポスドク研究員やＲＡなどの任用

も視野に入れるべき時が来ているが、未だ検討できていない点もまた、改善すべきである。 
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３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

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機能的なスペースが必

要である。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。これは、個人による教育・研究の集合

体である学部とは性質を異にする研究所特有の事情であり、こうした事情を踏まえた実現

可能性のある空間デザインの提言を積極的に行っていくことが必要である。 

昨年度発展方策として掲げた、関連テーマの研究者たちとの学内外ネットワーキングの

充実、各種学会との企画コラボレーションは、本年度において部分的に実現されており、

外部資金の獲得の更なる試みも含めて、安定した共同研究体制の構築が必須である。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 昨年度も書いたように、コアメンバーの人員増加は現実的には望めないため、上記①の

発展方策に即して改善を試みる他はない。第二種研究所員や非常勤研究員として協力する

共同研究者に対して、研究所から一定額の研究費を支出するなど、協力者に対して更に実

質的なかかわりを求めていく方策を模索してもよいかもしれない。 

 また、ポスドク研究員やＲＡの任用については、それに対応した外部資金の獲得など、

さまざまな可能性を探ってみる必要がある。 

 

≪研究内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明 

・研究目標は適切に設定されているか。 

研究所による共同研究については、「ガバナンスと環境問題」研究プロジェクト、「「国際

社会」と倫理」研究プロジェクトなど、研究プロジェクト毎に代表担当者を設定し、代表

担当者の責任のもとに、それぞれ研究目標が設定され、研究所所員会議やそれに先立つ各

企画会議において検討されている。（2013年度の活動報告は『時報しゃりんけん』第7号（2014

年 6 月刊行予定）に記載。） 

また、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稿を編纂し、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。 

併せて、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。 

・研究目標に沿った成果が上がっているか。 

近年５年間で重点的に実施している「ガバナンスと環境問題」研究プロジェクトは、目

標と計画に沿って着実に実施されている。本研究プロジェクトは、2011 年度より新たな段

階である「経済と環境問題」研究へと移行し、様々な領域の専門家との共同討議の場を設

けて、新たな知見を掘り起こすことに成功した。その成果は、研究報告書として日本語と

英語で発表している。本年度は、産業革命と環境問題のかかわりについて集中的に討議す

る国際ワークショップを開催し、海外の一級の研究者とともに新たな知見の獲得を試みた。 

出版物についても、当初の計画とおりの内容のものを刊行することができ、論文賞につ
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いても、運営体制が確立され十分軌道に乗った。 

 

２.具体的な研究成果 

懇話会・研究会の実施 

 懇話会 7回、「経済と環境問題」国際ワークショップ 1回、研究会１回、共催講演会１回、

共催研究会 1回、上智大学との共催公開シンポジウム 1回を実施した。 

出版物 

『社会と倫理』第 28 号：2013 年 11 月 20 日発行 

『時報しゃりんけん』第 6号：2013 年 7 月 20 日発行 

Michael T. Seigel, Origins of the Environmental Crisis: A Pragmatic Revisitation 

of the Question, June 2013. 

ヨハネス・ヒルシュマイヤー著『工業化と企業家精神』（日本経済評論社）：2014 年 3

月 20 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、第七回の募集・選定

を実施した。自薦・他薦併せて 10 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 1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 22,622 冊、雑誌 103 種、視聴覚資料 21 点である。 

 

３．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

コアメンバーが増えたことによる活動の活性化は、昨年度と同様、順調に継続されてい

る。機関学術誌『社会と倫理』は、国内で他に類を見ない充実した内容をもつ専門誌とし

て、広範囲に認知され始めているという手応えがある。また、今年度は、研究所主催の研

究会での討議をベースとした共編著書籍の刊行も試みられた。上智大学との共催公開シン

ポジウムの運営も軌道に乗り、事後の講演録の刊行を含めて方法が定着しつつある。 

また、今年度は、コアメンバー全員がそれぞれの研究課題で科学研究費補助金を獲得す

ることができた。 

②改善すべき事項 

ここ数年来の課題であり続けて来た日本語版 Web ページのリニューアル（CMS 導入）につ

いて、前年度に基本的な枠組みを整えたが、手が回らず、今年度中の公開を実現すること

ができなかった。 

 

４．将来に向けた発展方策 

①上記 3.①の効果が上がっている事項について 

『社会と倫理』については、毎号の特集の企画立案、論説の執筆者選定などを更に周到

に行っていくことが求められる。そのためには、編集委員会をより機能的な形で運営でき
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るように工夫していく必要がある。講演録等の自費出版については、方法が確立されてき

ているため、それを可視化し継承可能な形に洗練させていく必要がある。また、外部資金

の獲得は、更にいっそう努力していくべきであろう。 

②上記 3.②の改善すべき事項について 

日本語 Web ページについては、本年度内にコンテンツを整え、CMS を導入したリニューア

ルオープンを次年度に果すことが予定されている。目下の課題は、英語版 Web ページのコ

ンテンツ構築であり、遅くとも次年度半ばでの公開を目指して取り組む必要がある。 

 

以上 
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2013 年度人類学博物館自己点検・評価報告書 

 

人類学博物館自己点検・評価委員会 

 

≪組織≫ 

１．現状の説明 

・理念・目的は適切に設定されているか。 

 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。 

・博物館の組織は、理念・目的に照らして適切なものであるか。 

 上述の理念・目的を遂行するためには、博物館に専門的職員としての学芸員の配置がな

される必要がある。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

応整ったことになる。 

・組織の適切性について、定期的に検証を行っているか 

 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．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

人類学博物館の人員配置および組織については、先にも述べたように、2012 年度に 2名

の特別嘱託を学芸員とし、事務担当の専任嘱託を採用することで、博物館としての体制を

整えることができた。これによって、特別嘱託が学芸を中心とした業務のできる体制がで

きたことになる。 

②改善すべき事項 

専任嘱託の採用によって、一応、博物館としての体制は整った。しかし、学芸員の立場

は特別嘱託であり、勤務時間数に制限があることは変わりがない。昨年度の自己点検・評

価報告書でも危惧を示したが、今年度行われた博物館の移転とリニューアルによって夏期

休暇中（８～９月）に仕事が集中したため、リニューアル・オープンした後に、博物館の

スタッフが就労時間数の関係で出勤できなくなる事態が実際に生じた。このことは、リニ

ューアルしたにもかかわらず、博物館活動が低迷してしまったことを意味する。 

今後、博物館活動を一定レベルで維持していくためには、それに対応できるような業務

体制を整える必要があるであろう。 
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３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.②の改善すべき事項について 

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。 

 

≪活動内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明 

・研究目標は適切に設定されているか。 

≪組織≫の１でも述べたように、人類学博物館は、大学博物館としての特性を活かすべ

く、人類学博物館規程を定め、それにしたがって活動している。したがって、現在人類学

博物館で行っている活動は、大学博物館として適正なものであると考える。 

・研究目標に沿った成果が上がっているか。 

 ２で示すような活動を行っており、地道ではあるが、成果は確実に上がっているものと

考える。今年度には、博物館をリニューアル・オープンすることができた。今後は新博物

館の名に恥じないような、新たな事業展開を計画していかなければならない。 

２.具体的な活動成果 

人類学博物館ではリニューアル・オープンの準備のために、2012 年より休館にはいった

ため、昨年度に引き続き活動を縮小し、博物館講座については今年度も実施していない。

だが、フィールドワークおよび名城大学附属高校との連携授業は例年とおり実施している。 

 フィールドワークは今年度も「東海の考古遺跡を歩く 2013」として、岐阜県大垣市・本

巣市、同関市、そして愛知県北名古屋市の遺跡を巡った。巡検には黒沢と博物館スタッフ

が同行し、現地の遺跡に詳しい現地教育委員会の文化財担当者に案内をしてもらった。フ

ィールドワーク参加者は、人数を制限していることもありほぼ固定化してきているが、そ

れでも年々増加する傾向にあり、今年度の参加者数は 19 名となった。 

 名城大学附属高校（以下、名城高校）との連携授業は、2006 年より始めたもので、今年

ですでに 8年になる。これは、毎回名城高校の国際クラスの授業の一部を人類学博物館の

施設や資料を使って行うものである。名城高校側が積極的に進めていることもあり、軌道

に乗った活動の一つといえる。また、今年度は博物館リニューアル後の学習連携について、

南山学園単位校（男子部・女子部）との協議を始めた。 

 博物館同士の連携も大きく発展し始めた。まず、明治大学博物館との交流事業であるが、 

今年度は第１期が終了して次の 3年間の協力関係に入った。これまでは中規模・大規模の

特別展開催やシンポジウムの実施など、ある意味で「目立った」活動が多かったが、これ

からはもうすこし落ち着いた、それでいながら着実に成果を積み重ねられるような小規模

展示・学習プログラムの実施に重点を置いていきたい。その一環として、11 月 9 日から 12

月 14 日まで人類学博物館と明治大学博物館とで交換展示を行った。明治大学博物館では、

「パプアニューギニアの物質文化」と題して人類学博物館所蔵の民族誌資料を展示し、そ

れに合わせて学芸員がギャラリー・トークを行い、博物館担当教員が学生向けの講義を行

った。また、人類学博物館では明治大学博物館所蔵の刑事資料を展示した「史料が語る江

戸捕物帳の世界」を行い、またそれに合わせてギャラリー・トークと学生向けの授業を明

治大学博物館学芸員が行っている。 

更に、今年度からは名古屋大学博物館との事業協定も結ばれ、今後博物館活動と学生に
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対する教育活動で連携していくことになった。3月４日より名古屋大学博物館で開催されて

いる『人類史上画期的な石器――名大のアフリカ考古学と南山大の旧石器コレクション』

はこの連携の枠組みの中での 初の事業であった。 

また、名古屋市博物館が来年度開催を予定している特別展『感じる縄文』についても、

ワークショップなどの学習プログラムでの連携が予定されている。 

 この他、調査研究の成果としては、『人類学博物館紀要』第 32 号が刊行されている。 

 

３．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

１の現状説明で述べたように、博物館としての定例の事業は一般に認知されつつあり、

特にフィールドワーク参加者は 20 名になろうとしている。ここでは博物館を利用する固定

層が定着してきたものと考え、継続的な活動が実を結んだものと評価しておきたい。また、

来年度には休止していた博物館講座も復活する。更なる発展を望めるであろう。 

学習連携の上でも、例年の名城高校との連携だけでなく、南山学園単位校との連携も本

格化すべく協議を開始している。学園内単位校との連携は、当然といえば当然であるが、

これまでなかなか機会をとらえることができなかったが、博学連携のための方針とプログ

ラム開発などで、積極的に取り組んでいきたいことの一つである。 

明治大学博物館・名古屋大学博物館・名古屋市博物館等、博物館同士との連携も大きく

発展しつつある。人類学博物館のような小規模博物館の場合、単独での活動展開には限界

があるが、他館との連携によってそのような限界を乗り越えていくきっかけとしたい。今

後もいくつかの博物館・美術館との連携も視野に入ってきており、一層の展開を図りたい。 

更に、4.①で述べているように、新・博物館は視覚障がい者でも利用できる「ユニバー

サル・ミュージアム」を目指しているが、そのために視覚障がい者団体の利用が始まって

いることは特筆しておきたいことの一つである。 

②改善すべき事項 

 ①で述べたように、リニューアル後には活動の更なる展開を図る方針でいるが、そのこ

とによって現在の博物館スタッフの業務量が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、ほとんどすべ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、これにあたらなければならない。 

 

４．将来に向けた発展方策 

①上記 3.①の効果が上がっている事項について 

 2013 年 10 月、人類学博物館はリニューアルした。新博物館は「すべての人の好奇心のた

めに」をスローガンとしており、これまで博物館を利用しにくかった視覚障がい者や日本

語を解さない外国人に対しても利用可能にした「ユニバーサル・ミュージアム」を目指し

ている。3で述べているように、ほとんどすべての展示資料を実際に触ることができるなど、

国内の他館だけでなく、おそらく世界的に見ても前例のない展示方法をとっている。これ
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によって、視覚障がい者だけでなく、晴眼者にとっても資料との距離が縮まったようであ

る。 

 開館以来、来館者は増加し、旧博物館の頃より 3倍に近い来館者を得ている。その中に

は視覚障がい者団体も含まれており、博物館で目指したユニバーサル化の効果が顕著に現

れている。また、博物館関係者からの注目度も高く、高い評価を受けていることがわかる。 

 今後は、学校との連携、博物館同士の連携によって博物館活動を更に発展させていかな

ければならないだろう。新博物館のオープンは、そこがゴールなのではなく、スタートラ

インについたものと考えなければない。 

②上記３．２の改善すべき事項について 

 3.②で述べた事項を速やかに検討し、対応していきたい。 

 また、施設面でも防災・防犯対策は万全ではないし、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。 

 

以上 
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2013 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自己点検・評価委員会 

 

≪研究組織≫ 

１．現状の説明 

・理念・目的は適切に設定されているか 

本学の 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）

は、各地域の特殊性、センター創設の経緯、活動指針の独自性を尊重しつつ、相互に交流

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理念・目的は適

切に設定されている。それを具体化した事業の一つが「地域研究センター共同研究」であ

る。 

・組織は理念・目的に照らして適切なものであるか 

2012 年度の本委員会の構成は、規程どおり各学部選出委員７名、4 地域研究センターの

センター長の計 12 名により構成されている。すべての地域研究センター、学部代表が委員

会に属しており、地域研究・教育に関する全学出動の委員会となっており、組織は、理念・

目的に適合していると考える。 

・組織の適切性について、定期的に検証を行っているか 

委員長を含め、各部署から出てくる委員は各 2 年の任期（再任可能）となっており、原

則として毎年、構成員の半数は交替する。したがって、惰性に流れることなく、常に新し

い可能性を取り込む体制ができている。全学の各部署から委員を出すという組織のあり方

は、学内の研究・教育の交流を深める意味でも重要である。 

 

２．点検・評価 

・委員会とその仕事の内容は、基本的に「地域研究センター共同研究」に関する事項が

中心であるため、この自己点検・評価報告書も、共同研究を中心に作成する。この事業は、

2006 年度から開始され、本年度で８年を経過したことになる。 

① 効果が上がっている事項 

・本委員会が中心となって実施している地域研究センター共同研究は、1～3 年計画で企

画されているが、毎年度末にそれぞれ大部の中間報告を刊行し、計画満了の時点には、

終報告を研究書の形で出版し、その成果を世に問うことになっている。また、研究成果を

より目に見える形で外部に披瀝していくことが地域社会への還元にもつながり、そのこと

によって、本学の学術的プレゼンスを高め、学内外の知を結集する一助となると考え、2008

年度からは 終報告を書籍とし、行路社より「南山大学地域共同研究センター共同研究成

果 シ リ ー ズ 」 の 形 で 出 版 し て お り 、 こ れ ま で 6 冊 を 数 え て い る

（http://www.nanzan-u.ac.jp/Menu/kyoin/publications/index.html）。 

・共同研究会の発足以来、その事業の成果・期待される結果に関して、例年 3 つの目標

を掲げている。その 3 本柱とは、１）予算を増額するのではなく、与えられた予算内（各

センターが予算を工面して供出する 270 万円）で 大限の成果を実現すること。２）研究

成果は、学術に値する書籍として一般書店等で適正な価格で販売可能なものとすること。
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３）共同研究を継続し、学内の共同研究、学外との連携活動を活発化すること、であるが、

３）を除けば、以上は充分に達成できていると考える。 

・共同研究会の開催は、本学 Web ページ、新聞等で PR され、また学内では看板、チラシ、

ポスターでも宣伝され、ここ数年、地域住民、学生の参加が目につくようになってきた。

こうした事業は、研究会を単なる研究の場とするだけでなく、教育の場とも捉えていこう

とする理念と合致しており、今後とも広報活動に力を入れていきたい。 

・大いに評価されるべきは、この事業が本学の４つの地域研究センターを中心に独自に予

算を捻出し活動を始めることになった点である。本共同研究の原資は、2010 年度まで、本

学の４つの地域共同研究センターがその予算をやりくりして持ち寄る 150 万円と、国庫補

助金である私立大学等経常費補助（特別補助）で交付される 150 万円の計 300 万円であっ

た。しかし 2010 度末に私立大学等経常費補助（特別補助）の配分方法の変更案が示され、

実際に一昨年度分から従来のような形での共同研究会には補助金がカットされた。これに

対し、4つの地域研究センター長が集まり、これまで育ててきた地域研究センター共同研究

を今後とも継続するのが望ましいとの結論を得、一昨年度以降も各センターで予算を工面

しながらこの事業を発展させていくことで合意が得られている。昨年度に引き続き、本年

度も自前の予算を工面し、レベルを低下させることなく活動を展開することができている。 

② 改善すべき事項 

・各地域研究センターの予算は減額傾向にある。共同研究を恒常的に開催するには、毎

年 40 万円弱の負担をしていくことになる。ここ数年、科研費の間接経費が各地域研究セン

ター予算の人件費として認められているので、その割り当てのあったセンターの運営はが

若干楽になった。ただ、こうした状態を継続するためには、外部資金を安定的に獲得でき

ることが不可欠であり、そのためには、今後、各研究員のよりいっそうの研鑽が求められ

る。 

・これまで、課題としておいた「本学の教員・研究者のより積極的な参加と奮起の必要

性」は、開催日、時間配分、PR の仕方などの工夫により、大幅な改善が見られ、学生、地

域社会の方々の積極的な参加も増えている。また、共同研究に加えて、地域研究センター

主催の企画（それぞれ単発ではあるが）がさまざまな機会が準備され、学内の学科・学部・

研究科等とのコラボレーションが見られるようになってきた。以上は、昨年度同様、改善

すべき事項というよりも、改善された事項に記入すべきかもしれないが、しかし、現状の

まま改革が進んでいく保証はなく、「経過観察」という意味を込めてこの項に入れておく。 

 

３．将来に向けた発展方策 

① 上記 2.①の効果が上がっている事柄について 

・予算削減で存続が危ぶまれた共同研究だが、その継続が満場一致で決議されたのは、

これまでの地道な活動と成果報告の実績（ことに「南山大学地域共同研究センター共同研

究成果シリーズ」）があったからに他ならない。それを持続していくには、やはり斬新なア

イデア、人材が必要となる。たとえば、大学院生の積極的な参加を促し、教員との活発な

学術交流を深めていくのも、教育機能も含めて一つの方向ではないかと考える。 

・2008 年度から共同研究の 終報告は、研究書の形でシリーズ化して刊行されることに

なっている。今年度から再来年までは、研究期間が満了となる事業がない――その後は、
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毎年 1 つずつ出てくるように計画されている――ので 終報告としての研究書は、あと 2

年は 6 冊のままだが、各地域研究センター単位で他大学との交流や連携をにらんだ活動が

開始され、学外との共同研究も視野に入れ、目に見える形で、研究成果を積み上げていく

努力がなされている。 

・予算削減の障壁はあるが、共同研究、 終報告書としての書籍の刊行の道を選択した

以上、それを成功させよりいっそう発展させねばならないが、そのためには、やはり安定

的な予算が必要である。というのも、共同研究のために、各研究センターはセンター独自

の予算を工面して供出しているからである。共同研究を優先するあまり、土台となる地域

研究センターの研究がおろそかになっては、本末転倒であろう。大学当局に予算の無心を

する状況にないので、独自に科研などの外部資金を獲得するよう努力している。 

②上記２．②の改善すべき事柄について 

・予算に関しては上記に述べたとおりである。外部資金について言えば、旧来の私立大

学等経常費補助（特別補助）は消滅したのではなく、補助の条件が変更――他大学との交

流実績が要件――になっただけなので、それに適合するように昨年度から本学と他大学、

他研究機関が連携し、共同研究を模索し、今年度より共同研究を始めたセンターもある。

ただし、短期の交流を、いきなり説得力のある実績と見做してもらえるとは考えにくいの

で、しばらくは地道な交流に努め、将来を見据え上記の特別補助の申請の可能性を探りた

い。 

・地域研究センターの催し、共同研究に教員・学生・一般の方々をいかに積極的に参加

させるか。一昨年度から、開催日時に工夫を加え、参加者の増加に一定の成果は上げてい

るが、それだけでは十分ではないだろう。別の角度から言えば、いかに魅力的な催し、共

同研究を組織するか、いかなる形で PR するかにかかっている。さまざまな試行錯誤が必要

であると考える。 

 

≪研究内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明 

・研究目標は適切に設定されているか 

2011 年度に活動していた 3 つの共同研究事業は、その年にすべて満期年度を迎え、 終

報告書が提出されたので、2012 年度からは新たに 3 年計画で 2 つの共同研究会がスタート

した。事業の内容は、年度初めに各共同研究の目標、予定等に関する資料の提出を求めて、

それにしたがい各年次の研究が開始されているので、研究目標は適切に設定されていると

考える。なお、申請書類は学外からも Web ページで閲覧できるようになっており

（http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/kenkyu/ic/kyodo/index.html）、それによって透明性は

確保されている。 

なお、事業の全体の動きを見てみると、毎年一つずつ 終年度があたり、 終報告書の

出版火を無理なく安定的に捻出されるのが好ましい。そこで、来年度には新たに一つの共

同研究会を立ち上げ、更に、現行の 2 つの研究会のうちの一つの満了期間を 1 年遅らせる

ことでスムーズに運営されるよう準備が始まっている。 

・研究目標に沿った成果が上がっているか。 

各研究会の実績は、各々平均して年５回。昨年度より 1 回増加している。中間報告の準
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備、執筆、議論、読み合わせ等にも多くの時間が割かれ、活動は活発である。 

 

２．具体的な研究成果 

2 つの事業（予算配分に関しては、各事業一律 900 千円とした）の内訳は以下のとおり。 

☆『記憶』の共有をめざして」（3年継続計画 2年目、代表：川島正樹） 

上記の共同研究会は 3回のシンポジウム、2回の勉強会が開催された。講演者・題目は以下

のとおり。 

◎第 3 回シンポジウム 演題：「アジアでの『和解』の追究――第二次世界大戦終結 70 周

年を前に」王暁葵（華東師範大学教授）「中国において南京大虐殺はいかに記憶されてきた

か」；和田春樹（東京大学名誉教授）「戦後平和主義とアジアとの和解の可能性」；コメンテ

ーター 金光旭（岐阜経済大学兼任講師） 

◎第 4回シンポジウム 演題：「日米戦をめぐる『記憶』の共有の模索」松尾文夫（元共同

通信ワシントン支局長）「オバマ大統領をヒロシマへ―中国、韓国、そしてアメリカ どこ

を向いても待ったなしの「歴史和解」―」；油井大三郎（東京女子大学教授）「日米戦争の

記憶―その溝をどう埋めるか―」 

◎第 5回シンポジウム（講演会）五百旗頭真（熊本県立大学理事長、前防衛大学校長） 「日

米戦と戦後日米関係」 

●第 2回勉強会 松田京子（南山大学人文学部教授）「植民地支配下での戦争動員をめぐる

語りの相克―近年の台湾での動向に即して―」；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）「原爆投下に関する米国の歴史教科書の記述の変遷―テキサス州採択の

教科書と 21 世紀発行の教科書を事例に―」 

●第 3回勉強会 小林純子（南山大学外国語学部講師）「現代フランス教育制度のなかの独

仏共通歴史教科書」；大竹弘二（南山大学外国語学部准教授）「カール・シュミットとポス

ト主権国家の秩序構想」 

☆「19～20 世紀のヨーロッパにおける科学と文学の関係」（3年継続計画 2年目、代表：真

野倫平）上記の共同研究会は 3回のシンポジウムと、日本学術振興会科学研究費助成事業・

基盤研究（Ｂ）「科学の知と文学・芸術の想像力―ドイツ語圏 世紀転換期の文学について

の総合的研究」主催のシンポジウムに共催として参加した。 

◎第4回シンポジウム  
中村翠（上智大学研究員）「ゾラと科学―『テレーズ・ラカン』から『労働』まで」；橋

本 知子（京都女子大学非常勤講師）「イメージの生理学―テーヌ、フロベール、ゾラ、モ

ーパッサン」パネリスト：梅澤礼（日本学術振興会特別研究員 PD）；鎌田隆行 (信州大学

准教授)；クリストフ・ガラベ (大阪大学准教授)；橋本一径（早稲田大学准教授）；松村

博史（近畿大学准教授）  

◎第 5回シンポジウム 

松村博史（近畿大学准教授）「19世紀に医学史をどう書くか」；山崎敦（中京大学准教授） 
「フローベール『ブヴァールとペキュシェ』における知の言説」；高岡佑介（南山大学講

師）「世紀転換期ドイツにおける生理学的人間像の諸相」パネリスト：石橋正孝（立教大

学助教）;梅澤礼（日本学術振興会特別研究員 PD）;クリストフ・ガラベ（大阪大学准教授）;

橋本知子（京都女子大学非常勤講師） 
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◎第 6回シンポジウム  

鎌田隆行（信州大学准教授）「≪ Monographie du rentier ≫――バルザックによる「凡

庸」の分析」;石橋正孝（立教大学助教）「ジュリアン・バーンズからエルネスト・プタン

へ――気球の文学性をめぐって」;真野倫平（南山大学教授）「グラン＝ギニョル劇におけ

る異境のイメージ」パネリスト：梅澤礼（日本学術振興会特別研究員 PD）；クリストフ・

ガラベ（大阪大学准教授）；橋本一径（早稲田大学准教授）；橋本知子（京都女子大学非

常勤講師）；松村博史（近畿大学准教授） 

◆シンポジウム 科学知の詩学－19～20 世紀のフランス・ドイツにおける科学と文学・芸

術：演題： 1. 『 心霊科学と文学 』真野倫平（南山大学教授）；鍛冶哲郎（東京大学大

学院教授） 司会 長木誠司（東京大学大学院教授）演題：2. 『 犯罪と表現 』梅澤礼（日

本学術振興会特別研究員 PD）；竹峰義和（東京大学大学院准教授）司会 ヘルマン・ゴチェ

フスキ（東京大学大学院准教授）演題：3. 『 身体とメディア 』橋本一径（早稲田大学

准教授）；石原あえか（東京大学大学院准教授）司会者 佐藤恵子（東海大学教授） 

『 全体会議 』司会者 市野川容考（東京大学大学院准教授）コメンテータ：クリストフ・

ガラベ（大阪大学准教授）；高岡佑介（南山大学講師）；中村翠（名古屋商科大学講師）；橋

本知子（京都女子大学非常勤講師）；松村博史（近畿大学准教授）；田中純（東京大学大学

院教授） 

 

３．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

・昨年度指摘しておいたように、今年度は満期を迎える共同研究がないので、 終報告

としての「南山大学地域共同研究センター共同研究シリーズ」は 6 冊のままだが、今年度

の中間報告は刊行された。なお、これまでの 6 冊の共同研究シリーズのうちいくつかの巻

は、その後も学会誌の書評欄、日本図書館協会の選定図書に選ばれるなどしており

（http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/LATIN/kanko/index.html）、アカデミックなプレゼンス

を高めるという当初の目標に一歩ずつ踏み出してきている。 

・２.②に記載した事柄に加えれば、ここ数年、共同研究とは別に研究センター間、学部、

学科とのコラボレーション企画が出てきた点が重要である。とりわけ、学部や学科との共

催は、大きな教育効果が見込まれ重視したい。 

②改善すべき事項 

・地域研究センター共同研究は、事業開始後、快調な滑り出しを見せ、一定の成果と評

価を得てきている。ただし、それは、脆弱な経済基盤の上に積み上げられてきたものであ

り、その点が、 大の弱点となっている。だとすれば、改善点は、そうした体質をいかに

自立可能なものに改善できるかということにならざるを得ない。 

 

４．将来に向けた発展方策 

①上記３．①の効果が上がっている事項について 

・各地域研究センターの学術行事（講演会等）と共同研究会とを合体させ、研究者間の

議論を公開する試みを拡張する（昨年度同様、盛んに実施された）。また研究成果としての

出版物を更に蓄積していくことも肝要である。 
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・共同研究で地域研究センター所属の研究員以外の人材を発掘し、研究センターと共同

研究の充実をはかる。 

②上記３．②の改善すべき事項について  

・繰り返しになるが、共同研究に恒常的に補助金を提供してくれる外部資金団体はない

ので、私立大学等経常費補助金（特別補助）の新しい要件に見合う共同研究会とする。た

だし、そのためには、大学間の協定が前提として要求されており、本学と相手側との調整

が必要となる。まずは、他の研究機関との地道な交流から始めなければならないが、この

点に関しては、一部の研究センターでは今年度、交流が開始され、着実に連携・協定への

道筋をつける方向に進んでいる。 

 

以上 
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2013 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自己点検・評価委員会 

 

≪研究組織≫ 

１．現状の説明 

・理念・目的は適切に設定されているか。 

アメリカ研究センターは、我が国のアメリカ研究分野における中部・東海地方の拠点

として、講演会やセミナーを企画するとともに、人文社会科学分野を中心に文献等資料

を収集し、閲覧や貸出等を通じて学内外のアメリカ研究の進展を図ることをその理念・

目的としている。この理念と目的は適切に設定されていると判断される。 

・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。 

2013 年度の本研究センターの構成は、センター長を含め、政治学、外交・国際関係論、

歴史学、憲法学、経済学、財政学、文学、言語学等の人文社会科学分野にかかわる 10

名の研究員からなる。昨年度まで欠員だった経済学分野のセンター研究員として新任の

平岩恵里子准教授をお迎えし、研究員の専門分野の充実を図ることができた。ただし従

来伝統的に重要な柱の一つであった社会学部門の研究員に関しては依然として欠員のま

まである。 

・組織の適切性について、定期的に検証を行っているか。 

 原則的に年 2 回（年度当初と後半に）開催される、本研究センターの運営にかかわる

センター研究員全員が一堂に会して意見交換を行うセンター会議や、付加的に逐次行わ

れるメイル審議において、理念・目的に沿った計画が立案され、実行されているかを、

頻繁に確認する機会を持ち、本組織の適切性に関して定期的に検証を行っている。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

昨年度年度当初のセンター会議で立案された次の 4 点の目標について検証する。 

(1)学術研究の 新動向や内外の政治経済情勢を考慮して年度ごとに取り組むべき研

究テーマ／トピックをあらかじめ掲げ、シンポジウム等、やや大規模な学術的催しを企

画実行し、翌年度の Nanzan Review of American Studies に「特集」としてその成果を

公表すること：今年度は「『私には夢がある』演説と JFK 暗殺 50 周年にちなんで」と「TPP

と日米関係の行方」の二つが採択され、企画実行され好評を博すことができた。次年度

発行の Nanzan Review 第 36 号に「特集」として掲載される予定である。(2)センター長

が研究代表を務める四地域研究センター共同研究「『記憶』の共有を目指して」との連携：

今年度３回のシンポジウム／講演会を企画実行し、いずれも多くの聴衆を集め、好評を

博した。(3) Nanzan Review の編集体制の整備：昨年度からは投稿を主体とした編集に

改めたことに合わせ、日英両語で「投稿規定」が整備された。今年度は「審査手順」も

整備された。これらにより同誌は「査読付き学術雑誌」となった。前年度開催の年次研

究テーマに即した「特集」を組み、今年度の Nanzan Review には昨年度のシンポジウム

「アメリカ〈帝国〉論再訪」の講演者のうちから 2 名の論文を「特集」として掲載する
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ことができ、また高水準の投稿論文 3 本を掲載することができた。(4)名古屋地域のアメ

リカ研究者の学術団体として長年本研究センターとも関係の深い「名古屋アメリカ研究

会」との連携強化を通じた地域社会への貢献：同研究会の二人の幹事のうち 1 名をセン

ター長が兼任し、この地方におけるアメリカ研究の深化と研究者ネットワークの整備に

更に貢献できた。 

②改善すべき事項 

本研究センターの理念・目的については、現時点では改善すべき点はないと考えられ

る。 

も改善が必要とされるのは、前項①で既述のごとく、本研究センターが長年編集・

発行し内外の評価も定着しつつある伝統を誇るわが国有数のアメリカ研究分野の英文学

術雑誌 Nanzan Review of American Studies の編集業務に関してである。従来は、英語

を第一言語とするセンター研究員を中心に内部で行っていたが、同誌の世界標準化を目

指して、次年度は専門性の高い仕事を含む編集作業を外部の専門業者へ委託したい。 

 同誌編集に関連して、もう一つ改善すべき点がある。日本語を第一言語としない投稿

者が投稿しやすくするために、ぜひとも本学英文 Web ページの修正をお願いしたい。現

状では、南山大学の英文版のトップページからは、本研究センターを含む本学が誇る研

究所・研究センターにアクセスすることも、研究所・研究センターの存在を海外の人々

に知らせることすらもできない。是非とも英文トップページ修正に関して、ご一考をお

願いしたい。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

高い評価を受けた NASSS の成果を受け継ぎ、アメリカ研究分野における中部・東海地

方の拠点として、今後も、年度ごとに統一的なテーマを掲げ、シンポジウムや講演会や

セミナー等を企画し、その成果を翌年の Nanzan Review of American Studies 刊行を通

じて、情報発信していく。また、地域社会への貢献活動としては、インターネット利用

による第一次資料データベースの導入や、図書の収集を中心とした本研究センター図書

室等の充実、オンラインのアクセスの至便化を図られている。更に「名古屋アメリカ研

究会」等との連携し、例会の場所の提供や行事の共催等をとおして地域の学術発展に貢

献している。 

②上記 2-②の改善すべき事項について 

日本語を解さない研究者が Nanzan Review に投稿しやすくするために、ぜひとも本学

英文 Web ページの修正を重ねてお願いしたい。編集作業など高度な専門性が必要とされ

る業務を外部の専門業者へ委託することが、今年度第二回センター会議にて決定された。 

 

≪研究内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明 

・研究目標は適切に設定されているか。 

従来から本研究センターでは、【グローバル化時代におけるアメリカ研究の方向性を示

唆し得るような研究の促進】を主な研究目標としている。今年度はその目標を達成する
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ために年次研究テーマ／トピックとして、「『私には夢がある』演説と JFK 暗殺 50 周年に

ちなんで」と、「TPP と日米関係の行方」を掲げた。そのほか、「名古屋アメリカ研究会」

との共催行事にも多く取り組んできており、アメリカ合衆国名古屋領事館・名古屋アメ

リカンセンター協力の下、著名外国人研究者を中心に招いてセミナーも開催した。更に、

アメリカ研究センター長が研究代表を務める、昨年度から開始された 3 年計画の 4 地域

研究センター共同研究では、市民にも開かれたシンポジウムや学内勉強会などの積極的

な取り組みが引き続き行われた。次年度はこの研究目標を継続発展させるために、「市民

権法（the Civil Rights Act）制定とトンキン湾事件の 50 周年にちなんで」と「集団的

自衛権と憲法改正議論をめぐる日米関係の行方」を年次研究テーマとして掲げ、シンポ

ジウムを企画実行することが、既に決定済みである。これらの研究目標の設定は適切で

あると判断される。 

・研究目標に沿った成果が上がっているか。 

 Nanzan Review of American Studies 第 35 号および次項に示した具体的な行事に見ら

れるように、ように設定された目標は十分に達成された。 

 

２.具体的な研究成果 

Nanzan Review of American Studies 第 35 号を発刊し、次の 11 の講演会等を実施し

た。 

・5/21（火）シンポジウム（参加者約80名）「南シナ海の安全保障と日米同盟の役割」（Ralph 

Cossa氏・パシフィックフォーラム CSIS、Sheldon Simon氏・アリゾナ州立大学教授、 

Elina Noor女史・マレーシア戦略国際問題研究所、Nguyen Hung Son氏・ベトナム外交学

院、佐藤洋一郎氏・立命館アジア太平洋大学教授) 

・5/25（土）講演会（参加者約30名）「Eldridge Cleaver Goes to Pyongyang, Hanoi, and 

  Peking: Third World Internationalism and American Orientalism」（Judy Wu女史・ 

 オハイオ州立大学准教授） 

・5/27（月）講演会（参加者約65名）「Studying Japanese American Internment through 

 Digital Narratives」（Judy Wu女史・オハイオ州立大学准教授） 

・6/29（土）シンポジウム（参加者約60名）「『私には夢がある』演説とJFK暗殺50周年に

ちなんで」（梶原寿氏・名古屋学院大学名誉教授、松岡完氏・筑波大学教授） 

・7/13（土）シンポジウム（参加者約50名）「アジアでの『和解』の追究―第二次世界大

戦終結70周年を前に」（王暁葵氏・華東師範大学教授、和田春樹氏・東京大学名誉教授、

コメンテーター/金光旭氏・岐阜経済大学兼任講師） 

・10/12（土）シンポジウム（参加者約70名）「日米戦をめぐる『記憶』の共有の模索」 

（松尾文夫氏・元共同通信ワシントン支局長、油井大三郎氏・東京女子大学教授） 

・12/14（土）シンポジウム（参加者約30名）「TPPと日米関係の行方」（石黒馨氏・神戸

大学教授、吉村亮太氏・㈱住友商事総合研究所国際調査部長、井戸一元氏・名古屋外国

語大学教授） 

・3/23（日）シンポジウム（参加者約100名）「日米戦争と戦後日米関係」（五百旗頭真氏・

熊本県立大学理事長・前防衛大学校長） 

・4/27（土）第 213 回 名古屋アメリカ研究会 4 月例会（参加者約 15 名）（福島崇宏 
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 氏・名古屋外国語大学非常勤、河内信幸氏・中部大学教授） 

・7/20（土）第 214 回 名古屋アメリカ研究会 7 月例会（参加者約 15 名）野村達朗『ア

メリカ労働民衆の歴史－働く人びとの物語』（ミネルヴァ書房、2013 年）書評会（大

橋秀子氏・愛知大学非常勤講師、山本明代氏・名古屋市立大学教授） 

・11/16（土）第 215 回 名古屋アメリカ研究会 11 月例会（参加者約 15 名） 

斎藤祐実氏・京都大学大学院生、草間秀三郎氏・愛知県立大学名誉教授） 

 

３．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

第一に、昨年度の「改善すべき事項」に挙げた「統一テーマに基づくシンポジウム等

の催しの計画立案には、なるべく早期から着手すべきである」という点においては、今

年度はかなり効果を上げることができた。第二に、Nanzan Review of American Studies

の「投稿規定」の修正・整備は、昨年度と比べてかなり本来の意図に沿った改善が実行

できた。第三に、昨年度問題点として挙げたインターネット利用の一次資料データベー

スの導入に関する「データベース使用料」に関しては、本学名古屋キャンパス図書館と

の調整が済み、少なくとも昨年度来の問題に関しては解決した。第四に、地元の研究団

体である「名古屋アメリカ研究会」との連携だが、昨年度に確認された努力の成果が上

がっている。第五に、大学院国際地域文化研究科との連携は、同研究科の 2 名の TA 予算

が付加されたことに伴って、かなりの程度の改善が見られた。予算措置を講じていいた

だいた各所に感謝したい。 

②改善すべき事項 

Nanzan Review of American Studies の「投稿規定」の修正・整備を更に進め、海外

からのものを含めた多数の投稿を促したい。そのために、ぜひとも本学英文 Web ページ

の修正を学内関係部局に重ねてお願いしたい。 

名古屋アメリカ研究会との連携については、今後更に拡充を図るべきである。また大

学院国際地域文化研究科や外国語学部英米学科など本学教育機関・部門との更なる連携

が望まれる。更に昨年度取り入れたブルーグラス・コンサートで試みられた大衆文化研

究を含む、広範な地域研究としてのアメリカ研究の拡充については、今年度は取り組む

ことができなかったが、次年度以降は取り組みを復活させたい。 

 

４．将来に向けた発展方策 

①上記 3-①の効果が上がっている事項について 

 名古屋アメリカ研究会と連携・協力しながら、研究プロジェクトや講演会およびセミ

ナー等の企画と実施し、本研究センターが中部地方のアメリカ研究・教育の拠点として、

今後もこの地域における中心的役割を引き続き果たすよう努めたい。また、その成果を

学術雑誌 Nanzan Review of American Studies の発行を通して発信する活動にも、更に

努力したい。そのためにもセンター研究員の拡充も目指す必要がある。 

②上記 3-②の改善すべき事項について 

Nanzan Review of American Studies の「投稿規定」の整備や査読体制の更なる充実

化に努めると同時に、海外を含めた多数の投稿を促ために、は本学トップページ英語版
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の修正を、是非とも、ご一考願いたい次第である。 

 

以上 
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2013 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自己点検・評価委員会 

 

≪研究組織≫ 

１．現状の説明 

・理念・目的は適切に設定されているか。 

今年度に限定しているわけではないが、当センターの理念・目標は、センターの国際化、

地域貢献、若手の育成である。ラテンアメリカを専門とする研究機関は日本全体を見ても

数少なく、とりわけ中部地方では当研究センターが唯一のものである。したがって当セン

ターの役割は地域的にも重要であり、その意味でも理念・目的の設定は適切と言える。（根

拠資料 http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/LATIN/index.html） 

・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。 

2013 年度の当研究センターの構成は専任教員 8名からなる。専門分野別に見ると、思想・

異文化コミュニケーション・教育・経済・文化史・国際関係論・ジャーナリズム論・言語

学からラテンアメリカを広く把握できる人員構成となっており、幅広いテーマをカバーで

きる体制を整えている。 

・組織の適切性について、定期的に検証を行っているか 

研究員は学部教員が兼任している。研究員の任期は 2 年だが、再任を妨げない。研究対

象が広大なラテンアメリカであるので、昨年度からは、ジャーナリズム論・言語学の専任

教員 2 名を迎え守備範囲を広く増強した。また、ラテンアメリカと密接な関係があるスペ

インのエキスパートも配置している。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

・国際化に対応し、欧文研究雑誌を毎年刊行している（本年度で 10 号）。公刊物は PDF 化

してあり世界中からアクセス可能である。また、この学術雑誌は世界の主要な 135 の研

究機関に備えられている。(根拠資料 http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/LATIN/index.html) 

・若手育成の手段として学部生、大学院生を巻き込む形の共同研究会や講演会を開催して

いる。また、各種の学術行事では積極的に通訳やコメンテータを務めてもらい、さまざ

まな経験を積ませ、よりいっそう成長するのを期待している。 

・和文研究書を年に 1 冊ずつ刊行するのを目標としている。これは、ラテンアメリカに関

心はあるが、外国語の文献に直接アクセスできない人々への便宜を考慮して出版され、

当センターの研究成果を啓蒙していくツールの一つと考えている。また、地域貢献とし

てセンターが主催する学術事業を地域住民にも公開している。 

・Web ページを活用し、行事予定、結果、刊行物情報等を定期的に更新し、当センターの活

動を記事、写真を中心とし外部からも見えやすいように工夫している。 

②改善すべき事項 

・当センターはラテンアメリカを専門とする中部地方で唯一の研究機関であり、貴重な文

献や資料を所蔵しているが、その約半分が N 棟 1 階の図書館に、残りの半分が J 棟地下
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に保管されるという所蔵形態となっている。とりわけ後者は、段ボールに入ったままの

貴重な資料も多く、実質的に「死蔵」した状態となっているので、何らかの対応が望ま

れる。所蔵スペースの問題は、学内の施設全体の問題でもあり、将来を見据えた展望の

もとに、予算措置の可能性を含めた形で関係部署との話し合いが必要となる。図書館に

は、すでに問題点に関して通知してあり、返答を待っているところである。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

・ラテンアメリカの研究を専門に行う研究機関は、日本には上智大学・立教大学・京都外

国語大学・関西外国語大学等がある。上智大学のイベロアメリカ研究所とは、今年度よ

り共同研究・出版、情報交換などを含めた密な交流を行っており、次年度も学術行事を

共同開催し、交流が予定されている。 

・情報の発信という意味で、欧文雑誌の刊行が順調に進んできているが、第一線で活躍す

る外国人研究者との交流という意味でも、外部資金によって招聘（過去 9 年間で 6 名の

研究者）してきており、こうした事業は、条件が整えば（以下の「改善すべき事項」を

参照のこと）今後も推進していきたい。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

・J棟に保管されている文献・資料に関しては、速やかにその状態を改善する必要があると

考える。ただし、これは当センターだけでは解決できない問題であり、図書館長には問

題点を報告してあり、返答を待っているところである。 

・本学が以前に所有していた招聘者用の施設が売却されたことで、招聘後のケアに問題が

生じ（民間の宿泊施設の賃料は高く、外部資金の補助額は、多くの場合、大学の補助を

前提としている）学術とは別の次元の問題を引き起こしている。近年、招聘者の宿泊施

設を整備する大学は少なくない。国際化の道は開かれてきたが、それを実践するには、

大学全体の施設整備も必要である。今年度は外部資金を利用して一人招聘できたが、宿

泊施設を含め、PC の貸与等、研究環境が十分には整っているとは言えなかった。 

 

≪研究内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明 

・研究目標は適切に設定されているか。 

日本の学術レベルではなく、世界に通用する研究を遂行するためのツールを用意し、そ

の充実をはかってきており、研究目標は適切に設定されていると考える。国際化に対して

は、Perspectiva Latinoamericana を刊行、PDF でも公開し、当センターからの学術情報の

発信に努めている。（根拠資料 http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/LATIN/index.html） 

若手の育成には学会の地域部会、大学院生の主宰する研究会への支援、当センターが企画

する学術行事が利用できる。社会貢献は、当センターが主催する学術行事の公開のほか、

南山大学ラテンアメリカ研究シリーズの刊行、また要請があれば、出前講演も行ってきて

いる。今年度は、ペルー総領事館での講演に参加した。 

・研究目標に沿った成果が上がっているか。 

今年度は、Perspectiva Latinoamericana の刊行、南山大学ラテンアメリカ研究シリーズ
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の刊行、13 件の講演会・シンポジウムの実施、ペルー総領事館での出前講演等を通し、国

際化、情報発信、若手育成、社会貢献すべてにおいて、目標に沿った成果を上げられた。 

 

２.具体的な研究成果 

・2013 年度に実施した講演会等は以下のとおり。 

「マチュピチュ村初代村長・野内与吉物語」（野内シーザー良郎）、「-世界で活躍する卒業

生‐外交を仕事にすること」（外務省日米経済調整室・津田文代）、「アンデス・アマゾン

研究の回顧と展望」（兵庫県立大学名誉教授・真鍋周三、国立民族学博物館名誉教授・藤

井龍彦）、「日本で暮らす外国とつながる子どもたち-教育現場で求められていること-」

（上智大学総合人間科学部教育学科教授・杉村美紀ほか。「アンデスの染色について」（染

色家、㈱ポコ・ア・ポコ代表取締役・早内香苗）、「異文化の中での暮らし」（㈱NAO TOUR

代表取締役・篠田直子）、「ソーシャル・ネットワークのスペイン語のバリエーション」（上

智大学教授・Antonio Ruiz Tinoco）、「スペイン語文字音韻史資料の作成と分析：デジタ

ル文献学の方法」（東京大学大学院教授・上田博人）、「Historia y sociedad de chile」、

「Discursos coloniales e identidades étnicas」（Universidad de Chile・José Luis 

Martínez Cereceda）、「Asturias, patria querida 民族音楽とは何か-ガイタの演奏とと

もに-」（慶應義塾大学講師・安藤万奈）、「メキシコ流・クリスマスの祝い方講座」(桜花

学園大学教授 Natalio Bustos)、「La Asociación Pro Indígena: Una Contribución a la 

Etnohistoria Andina」（南山大学外国語学部客員研究員・Wilfredo Kapsoli、名桜大学

専任講師・上原なつき） 

・アンデス・アマゾン学会第 3回大会 

・上智大学イベロアメリカ研究所、グローバルコンサーン研究所との交流事業として、以

下のシンポジウムを企画、実施した。 

シンポジウム「日本で暮らす外国とつながる子どもたち-教育現場で求められていること」

（上智大学創立 100 周年・南山大学外国語学部創設 50 周年記念事業） 

第一部：「多様化する日本の学校教育と多文化共生の課題」（上智大学・杉村美紀）、「母語

教育の重要性-学力への影響を中心に-」（南山大学・牛田千鶴）「在日フィリピン人の家

族と子どもたちの様相」（南山大学・ムンカダ・フェリペ）、「多文化の子どもと保護者

のエンパワメント」（上智大学短期大学部・宮崎幸江）、「豊かな心と生きる力を育むた

めの新たな学校を目指して」（ムンド・デ・アレグリア学校・松本雅美） 

公演：ムンド・デ・アレグリア学校生徒による民族舞踊、学校の歩みと活動 

第二部 支援と交流-学生による活動紹介：「多文化の子どもと居場所」（上智大学短期大

学部サービスラーニング）、「ムンド・デ・アレグリア学校での活動」（南山大学スペイ

ン語部、ムンド・デ・アレグリア学校生徒）、「外国籍の子どもと日本語教育」（南山大

学人文学部日本文化学科坂本正ゼミ）、「ブラジル人学校との文化交流」（上智大学パッ

サレーラ・アルコイーリス） 

・2013 年度に刊行した欧文雑誌：Perspectiva Latinoamericana No.10：投稿された論文

数 20 本、査読の上、掲載した論文数 11 本。 

・2013 年度に刊行した和文研究書：ラテンアメリカ研究シリーズ No.5 牛田千鶴編『南

米につながる子どもたちと教育－複数文化を「力」に変えていくために－』（行路社） 
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３．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

・欧文雑誌 Perspectiva Latinoamericana の評価は高く、2013 年度は米国・ラテンアメリ

カ諸国の著名な研究者からの投稿が相次いだ。 

・若い研究者向けの研究会の支援や共催により、東海 3 県の若手ラテンアメリカ研究者の

交流が高まり、世代・研究領域、所属する大学間の壁を越え、切磋琢磨してきている。 

・異文化の体験を通して、その理解を深める実践型の事業（いわゆる「体感する授業」）を

導入し（今年度は、「ピニャータ」「ガイタ」の体験付き講演）好評を得た。 

・外国の研究機関の研究者の訪問を受け、非公式ながら彼らの研究機関、大学との提携の

提案がなされることが多い（今年度は、コロンビア大使館、チリ大学、リカルド・パル

マ大学）。今後、本学の国際化推進本部等で、組織上の諸規程、従来の慣行、予算等で、

当センターを超えたレベルでの議論が必要と思われるが、当センターとしては、研究活

動の活性化と新たな方向性の模索と絡め、将来的に実現したいと考える。ただし、大学

全体の組織運営に時間がかかりすぎ、この点に関しては、学長はじめ 2014 年度に発足す

る新執行部に問題提起してある。 

②改善すべき事項 

国内外を問わず情報の発信、交換が双方向にできる仕掛けの構築はほぼ完了し、欧文雑誌

に関しては、既刊の雑誌すべての PDF 化が済んでいる。ただ本学の Web ページからアクセ

スしようとすると、日本語ページをたどってそこに入っていかねばならず、日本語を知ら

ない外国人研究者には閲覧できないことになり、当センターの雑誌の国際化にとっては大

いに妨げとなっている。当センターでは、欧文のページを作成済みで、学内の関係部署に

は知らせてあるが、その後、何の連絡もない。 

 

４．将来に向けた発展方策 

①上記 3.①の効果が上がっている事項について 

・一昨年から新しい試みとして導入した「体感する授業」というワークショップのより一

層の充実をはかり、若手、一般向けのラテンアメリカ文化の理解講座を拡張する。 

・内外の研究者・識者・エキスパートの話を直接聞ける場を提供し、ラテンアメリカに関

心を持つ人々のすそ野を広げていく。 

②上記 3.②の改善すべき事項について 

すでに必要な部分の欧文を用意してあるが、それは学内の全体のコンピュータ管理の変更

にもかかわることであり、現状ではその欧文の案内はネット上では機能していない。Web

ページの変更は、当研究センターだけではできないので、本学のコンピュータ関連施設の

充実を待って関係部署に対応いただき、話し合いを進めたい。  

 

以上 
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2013 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自己点検・評価委員会 

 

≪研究組織≫ 

１．現状の説明 

・理念・目的は適切に設定されているか。 

 ヨーロッパ研究センターの理念・目的は、公式 Web サイトの「センター設立の経緯・目

的」に次のように掲載されている。「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、および

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。更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」。 

・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。 

 2013 年度は以下の 13 名がセンター員として任命されている。真野倫平教授（フランス文

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）、小林純子講師（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）、太田達也准

教授（外国語教育学、応用言語学）、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・西洋法史）。

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。2012 年度より真野倫平教授

が二期目のセンター長を務めている（任期 2年）。 

・組織の適切性について、定期的に検証を行っているか 

 センター員の任期は原則として 2 年であり、任期更新の際は慣例として前年度のセンタ

ー長がセンター員を任命し、センター会議で承認されるという手続きを取っている。組織

の適切性については、更新時にセンター会議で検証を行っている。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

2013 年度も例年と同様に、主催あるいは共催での講演会や研究会を開催した。また 4 年

前に始まったセンター員有志による定期的な研究会も引き続き行われた。センター員の研

究論文を『ヨーロッパ研究センター報』第 20 号として刊行した。また、図書室においてヨ

ーロッパ関連の資料の収集、整理ならびに貸し出しを行った。 

2012 年度予算よりセンター員の研究交流助成のため国外旅費のカテゴリーを設けた。

2013 年度はセンター員 2 名がフランスに研究出張を行い、研究成果を『ヨーロッパ研究セ

ンター報』第 20 号に発表した。 
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また、地域研究センター共同研究に関連して、2012 年度から真野センター長が代表者を

務める共同研究「19 世紀～20 世紀のヨーロッパにおける科学と文学の関係」が 3年計画で

開始され、本年度も下記にあるように共催によるシンポジウムが 4回にわたり開催された。 

②改善すべき事項 

これは以前からの問題であるが、センター員はヨーロッパの多くの国の専門家から構成

されることが理想的であるが、現実的には学科構成の事情もありフランスとドイツの専門

家が中心になっている。また、これも以前からの問題であるが、各学部・研究科との兼任

研究員ばかりで専任研究員が存在しないので、おのずから活動に限界がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

センターの主要活動である講演会・シンポジウムについては、引き続き外部から多彩な

研究者・講師を招聘して積極的に続ける必要がある。またセンター員の研究交流助成の海

外出張に関しても引き続き積極的に支援してゆきたい。地域研究センター共同研究との共

催による「19 世紀～20 世紀のヨーロッパにおける科学と文学の関係」シンポジウムについ

ては 2014 年度に 終年度を迎える。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

センター員の構成ならびに専任研究員枠の問題は、大学全体にかかわる問題であり早急

に改善することは難しいが、重要な問題なので今後も地域研究センター会議において他の

センターと議論を続けてゆきたい。 

 

≪研究内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明 

・研究目標は適切に設定されているか。 

ヨーロッパ研究センターは「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」を通じてヨーロッパ「諸国と日本との相互理解に資する」という理念

を掲げている。以下に記すようなセンターの諸活動、ならびにセンター員の研究の内容は

いずれもこの理念に合致するものである。 

・研究目標に沿った成果が上がっているか。 

2013 年度は次項に示すようにさまざまな研究会、シンポジウム、ワークショップが開催

され、例年以上に豊かな成果が上げられた。 

 

２.具体的な研究成果 

 2013 年度の活動としては、まずセンター主催の活動として以下のものがある。4 月 4 日

に法学会との共催によるウールリッヒ・マンテ氏（パッサウ大学教授）による研究会「ロ

ーマ法における解放奴隷に対する保護者の相続権と近代ヨーロッパ法におけるその痕跡」、

5 月 29 日にフランス学科共催、日本フランス語教育学会後援によるジャン＝マリー・クラ

ンケンベルグ氏（リエージュ大学名誉教授）による講演会「北のフランコフォニー文学：

特徴と傾向」、10 月 30 日には近藤潤三氏（ヨーロッパ研究センター客員研究員）による研

究会「ドイツにおける社会民主党の危機―2013 年連邦議会選挙を手掛かりに」が行われた。 
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 定例研究会としては、2008 年度から開始されたヨーロッパの私法基本概念研究会「Hans 

Hattenhauer, Grundbegriffe des Buergerlichen Rechts」が今年度も 4 月 16 日の第 103

回から 1月 28 日の第 117 回までの計 15 回にわたって開催された。 

 センター共催の活動としては以下のものがある。10 月 10 日、11 日にフランス学科主催

による共催ワークショップとして、ロジャー・ダニエル・ベンスキー氏（ジョージタウン

大学教授）によるフランス語劇 ラビッシュ「ペリションの旅」（外国語学部創設 50 周年

記念事業）のワークショップが行われた。 

 また、地域研究センター共同研究との共催で以下の 4回のシンポジウムが開催された。7

月 13 日：共催シンポジウム（地域研究センター共同研究主催）「19～20 世紀のヨーロッパ

における科学と文学の関係」第 4回 中村翠氏（上智大学研究員）、橋本知子氏（京都女子

大学非常勤講師）。11 月 9 日：共催シンポジウム（地域研究センター共同研究主催）「19～

20 世紀のヨーロッパにおける科学と文学の関係」第 5回  松村博史氏（近畿大学准教授）、

山崎敦氏（中京大学准教授）、高岡佑介氏（南山大学講師）。12 月 7 日：共催シンポジウム

（日本学術振興会科学研究費助成事業・基盤研究（Ｂ）「科学の知と文学・芸術の想像力―

ドイツ語圏 世紀転換期の文化についての総合的研究」主催、地域研究センター共同研究共

催）第 6 回『科学知の詩学－19～20 世紀のフランス・ドイツにおける科学と文学・芸術』 

真野倫平（ヨーロッパ研究センター研究員）、鍛冶哲郎氏（東京大学大学院教授）、梅澤礼

氏（日本学術振興会特別研究員 PD）、竹峰義和氏（東京大学大学院准教授）、橋本一径氏（早

稲田大学准教授）、石原あえか氏（東京大学大学院准教授）（東京大学駒場キャンパスにて

開催）。3月 27 日：共催シンポジウム（地域研究センター共同研究主催）「19～20 世紀のヨ

ーロッパにおける科学と文学の関係」第 7回 真野倫平（南山大学教授）、鎌田隆行氏（信

州大学准教授）、石橋正孝氏（立教大学助教）。 

 以上に加えて、『ヨーロッパ研究センター報』第 20 号を刊行した。論文 6 篇を収めた充

実した内容となった（根拠資料 『ヨーロッパ研究センター報』第 20 号）。 

 2013 年度の図書・雑誌の受入冊数は、図書 51 冊（和書 11 冊、洋書 40 冊）、雑誌 18 タイ

トル（109 冊、うち和雑誌 4タイトル 9冊、洋雑誌 14 タイトル 100 冊）、視聴覚資料 1点に

のぼる。 

 

３．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

 2013 年度は上記のようにセンター主催・共催による多くの講演会が開催された。外国か

らも多くの講師が招聘され、その招聘先もドイツ、ベルギー、アメリカとさまざまであっ

た。また 12 月 7 日のシンポジウムは他大学の研究グループとの研究交流という点で非常に

有意義なものであった。 

②改善すべき事項 

 2013 年度のセンター活動は上記のように活発なものであったが、講演会の企画において

も、センター報への論文執筆においても、一部のセンター員に負担が集中する傾向がある。 
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４．将来に向けた発展方策 

①上記 3.①の効果が上がっている事項について 

次年度も引き続き、ヨーロッパに関するさまざまな講演会・研究会を実施したい。すで

にいくつかの企画がある。また、他大学の研究グループとの共同シンポジウムなどの試み

も継続して行ってゆくべきであろう。 

②上記 3.②の改善すべき事項について 

一部のセンター員に負担が集中しないよう、センター員全体に活動の分担を訴えてゆき

たい。また、昨年度の報告書において、長期的な問題提起として、予算処理の柔軟化（次

年度繰り越しを可能とすることや補正時期を遅らせることなど）の可能性についても検討

を提案しておいたが、これについても地域研究センター会議で議論を行いたい。 

 

以上 
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2013 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自己点検・評価委員会 

 

≪研究組織≫ 

１．現状の説明 

・理念・目的は適切に設定されているか。 

アジア・太平洋研究センターは、近年、日本とアジア・太平洋地域との相互交流や地域

協力の重要性が高まりつつあることを背景に、2005 年 4 月に設立された。アジア・太平洋

地域は、21 世紀の活力ある地域協力を実現するために、ASEAN や APEC を中心とした様々な

試みがなされている。こうした現状認識に立脚して、アジア・太平洋研究センターは、北

東・東南アジアを中心とするアジアと、オーストラリアを中心とする太平洋地域の政治、

経済、社会、文化、歴史などの諸分野における総合研究と資料収集を行い、同地域におけ

る学術交流とネットワークの形成を目指している。また、南山大学と国内外の大学や各種

機関との交流を深めるとともに、共同研究の企画と実施、研究会や講演会、文化イベント

や公開セミナー、研究成果の刊行等の諸活動を通じて、南山大学の学生や教職員、更には

地元の方々に交流の場を提供し、これらの地域に対する理解や関心を高めることができる

よう、様々な努力を行っている。 

・組織は、理念・目的に照らして適切なものであるか。 

 2013 年度のセンター研究員は、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 2 名（うち 1 名は客員研究員）の計 8 名によって構成されている。専門

分野からみれば、インドネシア近現代史・中国近代教育史・東アジア文化交流史・国際関

係論・国際政治経済学・日本近現代史・開発経済学・製品開発の国際移転論等があり、ア

ジア・太平洋研究にとっては幅広い研究人材が確保され、組織として適切に活動している

と思われる。 

・組織の適切性について、定期的に検証を行っているか 

 全員会議の時、常に組織の適切性について議論し、検証を行っている。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

2013 年度は、前年度の 1 名減を補うべく新鋭のメンバーを迎え、センター員 7 名および

客員研究員１名で研究活動を行った。当センターは研究員の全員が企画にかかわる形で、

年度初め早々に各自、活動計画をたてた。その後センター内で時間の調整を行い、年間計

画は大体予定とおりに実行された。背景としては、各研究員がセンター事務局と連携し、「早

くから活動計画に取り組み、時宜を逃さず実現する」体制作りに努めてきたという点が挙

げられる。特に瀬戸キャンパスにおける講演会は参加者確保等のリスクがあるため、２年

連続開催されなかったが、今年度は新任のセンター員の努力によってついに開催された。 

 

②改善すべき事項 

専任の研究員がいない中、センターの各研究員には時間的に制約があり、負担が大きい
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点および瀬戸キャンパス所属の研究員は、移動にあたっての負担が加わる点が問題点とし

て挙げられる。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の「効果が上がっている事項」について 

前述のように「各研究員の時間的制約が大きい中でのセンター活動の充実」を目指し、

今後とも引き続き、各研究員による相互協力と工夫を重ねながら、「早くから活動計画に取

り組み、時宜を逃さず実現する」体制づくりに努めていきたい。 

②上記 2.②の「改善すべき事項」について 

 今後は名古屋キャンパスに集約されることによって移動の問題は自然に解消されること

になるだろうが、学部とセンターの仕事の両立に関して更なる工夫を重ねることが求めら

れよう。なお、2014 年度はセンター員 4 名が学内の要職につくため多忙が予想され、セン

ターでの研究活動を従来とおりに支障なく行うためには十分に配慮する必要がある。 

 

≪研究内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明 

・研究目標は適切に設定されているか。 

2013 年度の研究目標は急成長を成し遂げている北東・東南アジアの諸事項に対し、引き

続き関心を向けるとともに、北朝鮮や台湾などの敏感地域にも注目をよせることであった。

日中関係が緊迫した状況の中、若手研究者の立場から日中戦争を再検討しようという特別

企画も設けられた。 

・研究目標に沿った成果が上がっているか。 

上記の研究目標に沿って、結果として幅広いテーマにわたって充実した研究活動を実現

することができた。 

 

２.具体的な研究成果 

主な活動内容としては、以下の形で共催セミナー1回、講演会 16 回が実施された。 

・6 月 13 日 講演会「総合安全保障と持続可能性: グローバルなアジアにおける相互依

存的安全保障」バーバラ・M・ワイス氏（ソルブリッジ国際ビジネススクール（韓国）

准教授） 

・6 月 24 日 講演会「生物多様性がもたらす生態系サービス―東・東南アジアに見られ

る持続的活用」  杉村 乾氏（森林総合研究所企画部上席研究員） 

・6 月 26 日 共催講演会「アジア歴史資料センターの事業と公開資料の概要」大野太幹

氏（アジア歴史資料センター研究員） 

・6 月 26 日 講演会「中国における台湾史研究の回顧と展望」王鍵氏（中国社会科学院

台湾史研究センター秘書長） 

・7 月 15 日 講演会「唐山から汶川へ―中国の災害文化について」王暁葵氏（中国華東

師範大学教授） 

・10 月 11 日 講演会「戦後日本＝インドネシア関係史―賠償交渉から反日暴動（マラリ）

まで―」倉沢愛子氏（慶應義塾大学名誉教授） 
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・11 月 8 日 講演会「Islamic Justice in Indonesia: Family Law reforms and legal 

practices in the Religious Courts」ウイス・ヌルラエラワティ氏（ジャカルタ国立

イスラーム大学教員） 

・11 月 11 日 講演会「ルックイースト政策 30 年の功罪と今後の課題」岡本義輝氏（ア

ジア・太平洋研究センター客員研究員） 

・11 月 18 日 講演会「植民地台湾の断髪運動とその限界―公文書・新聞記事・日記史料

を手がかりとして」許時嘉氏（山形大学講師） 

・12 月 5 日 講演会「Cosmopolitan Bataks in Tarutung, North Sumatera」Dｒ. A. Budi 

Susanto（サナタダルマ学園財団理事長、リアリノ研究所所長） 

・12 月 9 日 講演会「アジア太平洋地域における自然災害・武力紛争後の ILO(国際労働

機関)の対応」小山淑子氏（ILO アジア太平洋地域総局危機対応専門官） 

・1 月 10 日 講演会「明治前期の日本人と上海―北条鴎所を中心に―」王宝平氏（中国

浙江工商大学日本語言文化学院長、京都大学人文科学研究所招聘教授） 

・1 月 20 日 講演会「台灣日治時期的原住民族、習慣與國家法」曾文亮氏（中央研究院

台湾史研究所助研究員、名城大学客員研究員）   

・2 月 21 日 講演会「藤井新『北朝鮮の法秩序～その成立と変容』からみる北朝鮮の政

治体制」鐸木昌之氏（尚美学園大学教授）、平岩俊司氏（関西学院大学教授）奥薗秀樹

氏（静岡県立大学准教授） 

・2 月 27 日 講演会「日中戦争・対日協力政権研究の 前線」今井就稔氏（群馬大学准

教授）、関智英氏（明治大学兼任講師）、広中一成氏（三重大学非常勤講師）  

・3 月 18 日 講演会「日米首脳会談と「外圧」」浅野一弘氏（札幌大学教授） 

・3月 27 日、28 日 共催セミナー「世界史の中のインドネシアを考える」山﨑美保氏（東

京外国語大学大学院生）、川上桂氏（佛教大学大学院生）、小林篤史氏（京都大学大学院

生）、太田淳氏（広島大学准教授）、小林寧子（アジア・太平洋研究センター研究員）、

山口元樹氏（東洋文庫研究員）、服部美奈氏（名古屋大学教授）、高地薫氏（愛知県立大

学研究員）、山崎功氏（佐賀大学准教授）、松村智雄氏（東京大学研究員）、馬場公彦氏

（岩波書店編集局） 

(2) 図書・資料の収集 

今年度収集したのは、図書 153 冊（和書 123 冊、洋書 30 冊）雑誌 33 タイトル（190 冊、

うち和雑誌 19 タイトル 93 冊、洋雑誌 14 タイトル 97 冊）視聴覚資料 1点である。 

(3)センター報（第 9号）の作成（予定） 

 上記(1)の活動内容の報告を中心に作成を予定している。なお、2013 年度（第 9号）の発

行期日は、2014年 5月 31日を予定している（年度末の時期に実施した各種活動についても、

余裕をもって原稿作成や編集等の作業にあたるため）。 

 

３．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

今年度は例年のように、日本を拠点としている研究者のみならず、中国、台湾、韓国、

インドネシアから、政治、民族、宗教、国際関係等の各分野で精力的に研究を行っている

上記諸氏の訪日機会をとらえ、いずれも近年関心が高まっているテーマに関して 新の研
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究成果をご報告頂けた。今年度は特に台湾研究に関心を寄せ、中国人と台湾人の学者 3 名

を招き、台湾の歴史に対してそれぞれの角度から 新の研究成果を報告して頂いた。イン

ドネシアに関しては、イスラム法や教育現場について本国からの学者に第一線の情報を提

供して頂けただけでなく、日本人学者から見たインドネシア人の日本認識、特に日本東南

アジア学会と共催するセミナーで、「世界史の中のインドネシア」という視点からインドネ

シアの歴史への再認識など、様々な角度から検討がなされた。中国に関しては、日本との

関係が厳しい現状にあるからこそ、歴史を教訓としてより冷静に分析する必要があるので、

近年日本で活躍している 3名の若手研究者による「日中戦争・対日協力政権研究の 前線」

というテーマで活発な議論が行われた。なお、北朝鮮の政治体制という従来関心の薄かっ

た分野については、故藤井新氏の業績をめぐって北朝鮮研究第一人者と言える学者 3 名が

集まり、 新の研究成果を紹介してくださった。ほかには、アジアにおける総合安全保障、

アジアの生物多様性、アジアの歴史資料、中国の災害文化、ルックイースト政策、ILO(国

際労働機関)、明治期の日中文化交流、日米外交等、多種多様な分野にわたって盛んな研究

活動が行われたと言えよう。 

②改善すべき事項 

当センターの研究活動は多彩で多岐にわたる半面、研究内容の集約性にやや欠けている

ことも否めない。専門分野の違うセンター研究員たちがいかに力を合わせ、共同の研究テ

ーマを設けて取り組んでいくかが今後の課題である。 

 

４．将来に向けた発展方策 

①上記 3.①の効果が上がっている事項について 

活発な研究活動を行う勢いが引き続き維持されるよう努力するとともに、グローバル化

時代に応じて、視野を更に広げ、海外の研究組織および研究者との交流をなおいっそう推

進したいと考えている。2014 年度はオーストラリアの研究者と提携し、環境保護など新し

い研究分野を開拓したい。 

②上記 3.②の改善すべき事項について 

 早い段階で各センター研究員からの意見を集約し、当センター全体として共通の方向性

を打ち出せるように努めていきたい。また、研究活動の成果報告としてのセンター報は講

演会等の要約を載せるのみならず、講演者に論文の寄稿をも働きかけ、内容の充実に取り

組んでいきたい。 

 

以上 
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2013 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自己点検・評価委員会 

 

≪研究組織≫ 

１．現状の説明 

・理念・目的は適切に設定されているか 

人間関係研究センターのミッションは、「南山大学のモットーである『人間の尊厳のため

に』をもとに、人間関係のプロセスに光をあて、そのプロセスから学び合うことができる

民主的な風土づくりのための総合的な研究と教育実践」である。 

本センターは、2000 年 4 月に開設され、14 年目を迎えている。本センターは研究および

研修・講座等の活動において、「ラボラトリー方式の体験学習」を核としながら、この 14

年間、研究員の日々の実践的な研究をベースに公開講座や定例研究会などを開催すること

によって、地域社会への貢献を着実に行ってきている。 

・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 

研究員は、人文学部教員 8 名、経営学部教員 1 名、総合政策学部教員 1 名、および短期

大学部教員 3名の計 13 名である。それぞれのもつリソース（研究成果や教育経験など）を

活用しながらミッションの実現に向けて適切に運営してきている。 

具体的な活動として、一人ひとりを尊重する社会づくり、民主的な風土づくりのための

組織変革にかかわる実践的研究者を招聘して公開講演会を開催している。今年度は、2013

年 5 月 8 日（水）に「アフリカ独立革命～援助に頼らない自立と真の独立を目指して」を

テーマに島岡強氏による講演会（参加者数：103 名）、2014 年 2 月 22 日（土）に「変革と

学習のためのラボラトリー方式の体験学習」をテーマにパトリシア・バイドル-パドゥヴァ

（Patricia A. Bidol-Padva Ph.D. ）氏 （NTL Institute メンバー）によるワークショッ

プ形式（通訳付き）の講演会（参加者数 58 名）、また同日（2 月 22 日）には「ひとを選ぶ

こと、ひとに選ばれること」と題して鷲田清一氏（哲学者/大谷大学教授、せんだいメディ

アテーク館長）の講演会（参加者数 108 名）を開催した。これらの講演会は、研究員の関

心・専門領域との連携を活用しながら、研究者や実践家を招聘し、運営されている。 

 上述の公開講演会に加えて、センター主催の公開講座として、第 88 回人間関係講座（参

加者 34 名＝以下同じ）、第 89 回人間関係講座（35 名）、第 90 回人間関係講座（29 名）、ト

レーナー・トレーニング（16 名）、Tグループ〔人間関係トレーニング〕（19 名）、グループ

プロセス応用講座（23 名）、協同学習ワークショップ＜ベーシック＞（36 名）、協同学習ワ

ークショップ＜アドバンス＞（21 名）、組織開発ラボラトリー（14 名）を開催した。 

 公開講座に関する事業収入として、8,018,920 円（2012 年度 6,571,935 円、2011 年度

7,613,500 円）があった。いずれの講座開催においても、研究員のそれぞれのリソースを十

分に活かした講座運営が行われている。 

・組織の適切性について、定期的に検証を行っているか 

 公開講演会や研修会のプログラム内容に関しては、毎年センター全体会議において、本

研究センターの理念・目的と照らし合わせて、審議し承認を得る形で運営してきている。

また、毎月 1回、運営委員である 4名のセンター研究員と事務局とで会合をもち、運営状
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況を吟味検討しながら、センター運営を行っている。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

公開講演会については、近年に増して 3 つの公開講演会で 200 名を超える参加者があっ

た。参加者のアンケート結果も高い評価を得ており、地域への大きな貢献をなしている。

また、センター主催の各種研修会については、終了後のアンケートの研修プログラムに対

する満足度や意味度においても高い評価を得ている。近年では、研修会のプログラムは、

毎年 4 月に講座内容をトレーニングカタログや Web にて告知すると反応も早く定員をすぐ

に満たす状況になってきている。 

NTL Institute（NTL は National Training Laboratory の略）とのパートナーシップによ

る米国のNTL関係者の招聘に関しては、2009年度より組織開発(Organization Development : 

OD)ラボラトリーのワークショップをスタートしている。本年度は、第 5回ワークショップ

「Start up OD and Intervention Strategies（組織開発のスタートアップ＆働きかけの戦

略）」を継続して行うことができた。 

 このように、研究成果の還元として、一般市民に対して公開講座や研究会などを開催で

きている。 

また、米国 NTL Institute との連携の強化により、本研究センターは組織開発の先進国

である米国の研究者を招聘して、「組織開発ラボラトリー」や公開講演会を実施するなど、

国際性豊かなプログラムを提供してきている。 

②改善すべき事項 

参加者の満足度の高い研修プログラムを提供しているものの、それらのプログラムの内

容を絶えず点検評価しながら、今日の社会の問題に適合した研修プログラムの提供を考え

ていく必要がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

公開講演会や研修参加者からのアンケート結果を踏まえながら、更に今日的なテーマを

設定し、講演会や研修会の開催を検討する。 

また、NTL Institute とのパートナーシップをより緊密にし、組織開発ラボラトリーのワ

ークショップを継続するとともに、更に積極的な運営として NTL 認定の「組織開発」サー

ティフィケートプログラムを本センター研究員と米国 NTL メンバーとのコラボレーション

で実現できるように検討をする。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

地域社会のニーズを調査しつつ、それに応えるための研究員の研鑽とともに、幅広いリ

ソースを活用可能にするために研究員の追加委嘱等も今後検討していくことが課題となる。 
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≪研究内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明 

・研究目標は適切に設定されているか 

本研究センターのミッションである、人間関係のプロセスに光をあて、そのプロセスか

ら学び合うことができる民主的な風土づくりに根ざした研究活動や成果を発表する場を設

けている。たとえば、研究員をはじめ本研究センターのミッションとかかわりの深い研究

者による定例研究会の開催を年 4～5回実施したり、研究員などによる研究成果の公表を目

的としたセンター紀要「人間関係研究」を毎年刊行したりしている。 

・研究目標に沿った成果が上がっているか 

本センターは 2000 年 4 月に開設され、14 年目を迎えている。本センターでは研究および

研修・講座等の活動において、「ラボラトリー方式の体験学習」を核としてきている。 

毎年、センター研究員を中心とした定例研究会を開催し、センター員だけでなく、広く

地域社会の人々に毎月初旬に Eメイルマガジンの送信により研究会や研修会の案内をし、

センターの活動に関心をもつ地域住民に参加機会を提供してきている。 近の定例研究会

においては、毎回、一般市民も含む 20 名ほどの参加者が集まってきている。また、センタ

ー研究員以外の研究者の招聘も行い、今日的な問題であるトピックスに関する研究会も開

催している。 

 人間関係に関する研究成果や定例研究会、ならびに公開講演会の内容を掲載した人間関

係研究センター紀要「人間関係研究」を毎年発刊しており、本年度は第 13 号を刊行した。 

 

２.具体的な研究成果 

センター研究員を中心としたセンター定例研究会は、第1回2013年6月5日（水）伊東留美

講師（南山大学短期大学部英語科）「Art+Therapy： Creative Wellbeingに向けて」（参加

者：14名）、第2回2013年7月18日（木）五島敦子教授（南山大学短期大学部英語科）「ラー

ニング・コミュニティ」によるカリキュラムの統合―教職員の協働性を育むために―」（参

加者：15名）、第3回は2013年10月23日（水）金田裕子講師（南山大学心理人間学科）「「教

室の複雑さと可能性を描く：参加構造の視点から」」（参加者：20名）、第4回は2013年12月

12日（木）西脇良教授（南山大学総合政策学部准教授）、大島利伸氏（南山小学校生活指導

部長）「宗教教育の可能性を探る～南山大学附属小学校での取り組みを事例として～」（参

加者：8名）が開催された。いずれの研究会も活発な質疑応答がなされた。 

センター紀要「人間関係研究」は、社会の種々の問題の中，地域共同体や学級・学校と

いった共同体が問題を山積させている現状を鑑み，新しい共同体の構築にどのように貢献

できるのか，という視点をイメージしながら、特集テーマを「共同体の変革」と設定し発

刊した。五島敦子氏（南山大学短期大学部教授）より「ラーニング・コミュニティによる

カリキュラムの再構築―大学教員の協働性を支えるために―」と題した論文を、丹羽牧代

研究員（南山大学短期大学部教授）からは「『都市多言語エリアにおける共同体意識の変

容に関する一考察－地方自治体による言語併記の取り組みを手掛かりとして－」という題

名の論文、更に中村和彦研究員（南山大学人文学部教授）から「対話型組織開発の特徴お

よびフューチャーサーチと AI の異同」という題名の論文を寄稿していただいた。 

E メイルマガジンにより、毎月初めに、上述の公開講演会、公開講座、定例研究会などの



 

- 243 - 

 

人間関係研究センターの活動の情報を地域の人々に提供してきている。その登録者数も

1,000 名を越えており、日本全国の人々とのつながりが生まれ、広範囲の地域とのネットワ

ークの形成がされつつあるといえる。 

 

３．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

開設より 14 年を経過して、「ラボラトリー方式の体験学習」に関する研究とトレーニン

グ実践を行っている公的な研究機関として、我が国において高い認知度を得るようになっ

てきている。 

②改善すべき事項 

 更なる研究センターの発展に向けて、これまで培ってきた応用実践研究の成果を広く地

域社会のフィールド、たとえば学校教育現場や企業などにおいて、より積極的に提供し更

なる応用実践研究の展開が生まれることが期待されている。 

 

４．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

 本センターの研究員の研究成果をもとにしたワークショップの開催による研究成果の紹

介や、地域の関連機関からの要請を受け入れ研究員の専門性を生かしたコンサルテーショ

ン活動の充実を図る。その一つの事例として、身近な組織体ではあるが、南山学園の諸単

位校などにおいて、これまで以上のコンサルテーションの機能を果たしていくことも考え

られる。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

我が国において「ラボラトリー方式の体験学習」「ファシリテーション」といった実践研

究領域の中心的な機関として認識されつつあるが、一方、若手研究者の養成も検討しなけ

ればならない時期に来ている。南山短期大学人間関係研究センター時代より長く寄与して

きた研究員の高齢化にともない、若くて新しい研究員の可能性を探る必要が生まれている。

昨年度も記載したが、学内の若手研究員、ならびに全国の若手研究員が「ラボラトリー方

式の体験学習」への関心をもつような仕組みと、「ファシリテーション」の実践的研究を支

援するような制度を確立していく必要があるだろう。 

 

以上 
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2013 年度経営研究センター自己点検・評価報告書 

 

経営研究センター自己点検・評価委員会 

 

≪研究組織≫ 

１．現状の説明 

・理念・目的は適切に設定されているか。 

経営研究センターは、経営学および関連諸分野に関する学内研究者を中心に、学外の研究

者に幅広い参加を求め、有用な研究成果を推進し、その成果を広く社会に発信することを

目指し、1983 年より提唱者故ヒルシュマイヤー南山大学学長の志により、経営学部組織と

して活動を開始した。1985 年４月には全学組織として設立し、今日に至っている。この理

念に基づき、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」と定められている。 

・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。 

企業経営を取り巻く環境は日々変化しており、経営研究センターでは時代に即した経営学

および関連する諸分野に関するワークショップの開催やその研究成果の公開をタイムリー

に行う活動を奨励・支援している。 

・組織の適切性について、定期的に検証を行っているか 

経営研究センターが行う事業などについて議論する運営委員会は、規定に従って、経営セ

ンター長と運営委員（現在は経営、経済、法学部の専任教員）から構成される。このほか

に経営研究センター事務と教育研究支援事務室の担当者がオブザーバー参加している。経

営研究センターの事業計画、予算案、決算などについて運営委員会および運営小委員会で

定期的に報告・審議がなされ、その適切性について点検・監査が行われている。また、ワ

ーキングペーパーの承認などのように、適時性の高い事項については持ち回り審議やメイ

ル審議などを通じ行っている。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

経営研究センターの目的として、「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」が掲げられており、この目的に即した活動

としてワークショップの開催が挙げられる。大学内外の研究者および企業・団体などの実

務家らが参加することで、学内外の枠に捕らわれない活発な議論を展開することが可能と

なっている。これは新しい研究アイデアや発想を生む環境を学内研究者に提供するもので

ある。こうした取り組みは研究成果をより高いレベルの研究へ繋がるためのフィードバッ

クが得られる貴重な機会を学内研究者に与えるばかりでなく、新しい研究アイデアや 先

端の研究に触れる機会が増え、研究キャリアの浅い若手研究者の育成に非常に有用である。 

②改善すべき事項 

ワークショップによる波及効果の増大のために、ワークショップから派生した研究を積極

的に成果物として公開することが考えられる。また、多様な研究活動を支援するために、

研究プロジェクト活動を合わせて行うことを考える。 
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３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

ワークショップの開催は経営研究センターにおける も活発な活動である。この活動をよ

り発展させるためには、より多くのワークショップを開催するだけでなく、継続的なワー

クショップの開催ならびに研究成果の公開によって、センター活動の更なる発展を目指す。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

ワークショップで議論された内容およびそこから派生した研究について、Web や出版媒体な

どの形式で、幅広く公開・普及をする活動を継続的に実施する。また、ワークショップば

かりでなく、研究プロジェクトも積極的に行うことを呼び掛けることを検討する。 

 

≪研究内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明 

・研究目標は適切に設定されているか。 

2013 年 4 月 26 日を締切として全学向けに研究企画を募集し、センター運営委員会にて予算

および応募テーマとセンター活動の整合性を検討した。その結果、今年度はワークショッ

プ 5件を助成対象とした。ワーキングペーパーの募集は前年度同様、年 2回(4 月および 10

月)行った。その結果、今年度の応募は 3件であった。 

・研究目標に沿った成果が上がっているか。 

助成対象となったすべての研究テーマに関するワークショップは当初の計画とおりに開催

され、大学内外に研究成果が発信された。また、ワーキングペーパーも予定とおりに発行

され、研究成果が公開された。 

 

２.具体的な研究成果 

ワークショップ 

1）「消費者行動」                   3/6,7  

2）「観光・街づくり・交通」              9/21,22 (第一回)  

1/11,12(第二回) 

3）「マーケティング論・産業組織論・ビジネス経済学」    1/25,26  

4）「都市の OR」                                       12/14,15  

5）「国際会計研究会」 3/18  

講演会 

１）竹原 均 氏 (早稲田大学大学院ファイナンス研究科 教授)     10/7  

「日本企業の CSR と企業特性の関係」 

 

２）竹内 伝史 氏（岐阜大学 名誉教授）                           11/11  

  「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」     

ワーキングペーパー 

・NO.1301 「The Determinants of Household Consumption and Their Relation with the 

Equity Risk Premium」 

竹澤直哉 
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・NO.1302 「車社会の交通利便性と不動産賃貸価格に関する考察」 

竹澤直哉、長谷川高則 

 

・NO.1303 「How Did Malaysian Economy Go Global -Emphasis on the Role of Growth 

Enclaves」    

Khondaker Mizanur Rahman, Rafiuddin Ahmed 

講演会冊子 

 「中部地区～これからの１０年と成長戦略について」                 

                          石垣智徳、奥田隆明、薫 祥哲、 

南川和充、湯本祐司、竹澤直哉 

その他の活動 

・Web ページの修正 

・センター報（第１３号）の刊行 

・資料収集： CSR 報告書等の収集（述べ 145 社） 

…昨年度に収集されたレポート 63 社 

   ※「CSR レポート」の他に「環境・社会報告書」、 

「環境レポート」、「事業・CSR 報告書」、 

「環境社会活動報告書」、「Sustainability Report」 

英文アニュアルレポートの収集(延べ約 240 社） 

…昨年度に収集されたレポートは約 80 社 

(CSR レポートとの統合レポート含む) 

 

３．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

・今年度は 1件の新規ワークショップに対して助成を行い、4件のワークショップに対して

継続的に助成を行った。また、講演会 2件を開催し、その内容をまとめた冊子を印刷・配

布した。継続的に学外から幅広い研究者の参加を得て、センターの理念、目的に沿い活動

の充実を図ることができており、研究助成に対する効果がおおむね達成されていると考え

られる。 

・研究センター予算区分を統合することによって、より柔軟な運用を可能にした一方で、

ワークショップおよび研究プロジェクトの予算区分変更に関する規定を運営委員会で審議

の上、使途変更に関する記述を明確にした。また、継続的なワークショップとして申請が

可能になる条件として義務付けられた成果物の公開についても、段階的な運用が開始され

た。 

・研究成果物の公開への取り組みの一環として、Web ページの更新を定期的に行うことでタ

イムリーな情報提供を実施した。また、昨年に引き続き、過去の研究プロジェクト、ワー

クショップなど活動実績（80 件）を別ページにまとめ、閲覧が可能となるように更新を行

った（一部については PDF 形式でダウンロード可）。これによって、広く研究成果の発信を

めざす経営研究センターの目的が達成されている。 

・研究基礎資料として、約 200 社のアニュアルレポート（事業報告書 SEC Form８K）と CSR
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報告書（環境報告書）の経営研究センターでの収集状況を一覧表で公開するとともに、経

営研究センターで随時閲覧できる体制を整えた。こうした報告書原本の整備は他に例のな

い特色のあるものとして、研究助成に一定の効果を上げている。 

②改善すべき事項 

・研究プロジェクトについては前々年度 0、前年度 0件、本年度も 0件となっており、プロ

ジェクトの開催およびワークショップの継続的開催とその研究成果の公開が望まれる。 

・より多くの研究成果を Web、本学のレポジトリ、印刷媒体などを通じて学外へ広く発信す

ることや講演会の開催などを通して、次年度以降の研究プロジェクトやワークショップを

行う基盤を強化する。 

 

４．将来に向けた発展方策 

①上記 3.①の効果が上がっている事項について 

・Web ページの修正を継続的に行う一方、センター報を電子媒体化して提供することを運営

委員会で審議し、他のセンターと同様、電子媒体での提供を継続的に行う。 

・来年度のワークショップ助成審査にあたっては、2011 年度運営委員会で決定された「過

年度の成果発表実績の提出」を段階的に運用しているが、引き続き「初稿の提出」につい

て呼びかけを行い、運営委員会で議論を引き続き進める。 

②上記 3.②の改善すべき事項について 

・研究プロジェクト、ワークショップ活動を充実させるため、ビジネス研究科との連携を

深め、幅広い研究成果をさまざまな媒体を使って発信することを検討しながら関係各方面

との調整を進める。また、若手研究者の研究環境の改善に向けた取り組みについても検討

することが期待される。 

 

以上 
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2013 年度数理情報研究センター自己点検・評価報告書 

 

数理情報研究センター自己点検・評価委員会 

 

≪研究組織≫ 

１．現状の説明 

・理念・目的は適切に設定されているか。 

 数理情報研究センターは、情報理工学部・数理情報研究科と社会との連携の推進ならび

に、それによる情報理工学部・数理情報研究科の研究教育の活性化を目的として 2005 年 4

月に設立された。2013 年の数理情報研究科の理工学研究科への改組、2014 年の情報理工学

部の理工学部への改組に伴い、本センターも理工学研究センターに名称変更されるが、社

会との連携および研究教育の活性化は、大学として推進すべき重要な課題である。 

・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。 

 センターの運営は、センター長を議長とする運営委員会が行っている。運営委員会はセ

ンター長のほか、情報理工学部の教員 8名、総合政策学部の教員 2名、オブザーバーの事

務職員 2名からなる。また、運営委員会の下に庶務運営委員会を置き、様々な業務・活動

の企画・調整・推進を随時行っている。事務局は 2007 年度より瀬戸キャンパスに移し、諸

活動の効果的な支援を受けている。運営委員会の主たる構成員は情報理工学部の教員であ

るが、瀬戸キャンパス総合政策学部の 2名の運営委員参加により、より広い視野からの意

見ならびに目的達成のための協力を得ており、適切な組織であると考える。また、事務局

が瀬戸キャンパスにおかれていることにより、運営委員会と事務局の連携および日常の業

務が効果的に進められている。2015 年に理工学部、2017 年に総合政策学部の名古屋キャン

パス移転が予定されているが、移転終了後に組織の見直しが必要となる。 

・組織の適切性について、定期的に検証を行っているか。 

 毎年、年度初めの運営委員会において、組織の紹介を行うとともに、事業計画の承認を

受けるにあたり、運営委員、特に新委員の意見を聴取している。また、年度末の運営委員

会においては、次年度へ向けての組織の確認を行っている。これまで特に問題点が指摘さ

れたことはない。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

学生支援事業 

本センターの主な事業は、学生の教育・研究支援である。研究奨励奨学費の応募は 13 名

にのぼり、成績優秀者 5名の大学院生支援を行った。また、大学院の優秀論文賞には 8名

の応募があり、5名の表彰を行った。本年度の学部・大学院生の研究活動は、例年になく活

発であり、研究出張、学会参加費の補助は、年末で終了となった。また、学費支弁が困難

な学生に対する第 2種奨学金を 1名に給付した。 

②改善すべき事項 

 外部資金受入れ額の減少 

本年度の受入れは、受託研究 3件、共同研究 4件であり、これに伴う間接経費は昨年に
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比べ 35％増であった。しかし、繰越金がわずかであったため、本年度の予算は、昨年並み

となった。研究奨励奨学費募集の段階では、予算が不十分のため、募集を 5人とすること

で対応した。本センターの活動資金は、外部資金の間接経費であるが、2010 年度から半減

したため、一昨年度から第 1種奨学金、第 2種奨学金、研究奨励奨学金は例年の 1/3 に減

額して支給している。奨学金を規定額に戻すためには、受託研究、共同研究受入れの積極

的活動が必要である。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

数年前の 1/3 の予算のため奨学金の減額にもかかわらず、研究奨励奨学費の応募は 13

名であり、奨学金が必要とされていることが実感される。また、大学院の優秀論文賞には 8

名の応募があり、研究の一つのモチベーションとなっていることが窺える。学部・大学院

生の研究発表も活発であり、本センターの補助がその一役となっている。今後更に、 

学部・大学院生の教育・研究の活性化のため、学部の研究シーズを公表することにより、 

受託研究、共同研究受入れを推進して行く。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

本センターの財源は、外部資金の間接経費であるので、情報理工学部教員全員に受託

研究、共同研究、奨学寄付金受入れの協力を要請している。中部経済産業局では、中部地

域における組込みシステム関係団体の連携を促進することを目的に中部地域組込みシステ

ム連絡会」を 2012 年 8 月に設置し、「中部地域組込みシステム分野の研究者一覧」を作成

公表している。組込みシステムの研究者の多い、ソフトウエア工学科に資料提供の協力を

要請した。本年度は、運営委員会および教授会において学部全体の研究シーズ集を作成す

ることの承認を得ており、本年度の研究業績入力時期に、Web データを提出してもらう予定

である。データ公開とともに、各教員に受託研究・共同研究推進に協力を要請する。 

 

≪研究内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明 

・研究目標は適切に設定されているか。 

数理情報研究センターは、すでに１の理念・目的の項で述べたとおり、研究目標を設定 

して設立されていない。センターの目的の一つは、社会との連携の推進であるので、一昨

年度までの 5年間の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 適運用計画の策定と普及」のように、研究テーマが適切である研究

を推進している。本年度は、「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）の主査として青山教授がセンターから参加することを承認した。この協議会

の目的は、大規模システム開発プロジェクトの管理データを組織を越えて一元化すること

であり、大手 6企業が参加しており、その活動は、プレスリリース、Web で公開されている。

また、青山教授を主査に、産学官 6名の参加により、ビジネス要求工学研究会がセンター

内に設置され、要求工学の実践的研究を行うことになっている。いずれも社会との連携事

業であり、その目的も適切と考える。 
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・研究目標に沿った成果が上がっているか。 

 「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 適運用計画の策定と普及」

のプロジェクトでは、研究会、国際会議の成果は報告書としてまとめられている。昨年度

の成果としては、ISOLDE XII の研究発表があげられる。 

 PROMCODE の成果は、2013 年 10 月に公開され、その成果を国際標準化するため、情報技

術国際標準化団体 OASIS(https://www.oasis-open.org/)に加盟している。ビジネス要求工

学研究会の参加者は 10 名程度の予定であるが、成果は今後まとめて公開される。 

 

２.具体的な研究成果 

PROMCODE の成果は、2013 年 10 月に仕様として公開されている。(PROMCODE Web ページ： 

http://www.promcode.org/) 

受託研究に伴う特別研究員からは、バンドル販売の分析、広告効果の検証、 適発注政策

の研究成果が、別の特別研究員からはシフトスケジュール作成支援システムの開発、時間

割編成の研究成果が報告されている。 

 

３．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

提案されたプロジェクトのテーマに沿って、5年にわたり研究会や国際会議を行うため、 

研究の持続と発展がはかられるので効果的な研究形態と考えられる。また、他大学や企業

の研究者との交流により新しい視点やテーマが生まれる。 

②改善すべき事項 

数理情報研究センターは、固定された研究目標とその研究を行う組織ではないので、プ

ロジェクトに関連する分野の教員は、プロジェクトのテーマに依存し学部の数分の１程度

である。例年臨時の研究発表会が開催されるが、プロジェクトと並行して学内の定例研究

発表会などが必要である。 

 

４．将来に向けた発展方策 

①上記 3.①の効果が上がっている事項について 

多くの教員が参加できる研究組織としては、複数年にわたるプロジェクトが、望ましい。 

オープン・リサーチ・センタープロジェクトが終了したので、なるべく早く次のプロジェ

クトを立ち上げるように理工学部３学科に要請している。 

②上記 3.②の改善すべき事項について 

ソフトウエア工学、機械電子制御工学の分野で、学科としてプロジェクトを計画するよ

うに要請する。研究シーズ集の公開に合わせて全教員に、シーズの周知、受託研究・共同

研究の推進をお願いする。 

 

以上 
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2013 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自己点検・評価委員会 

 

≪組織≫ 

１．現状の説明 

・理念･目的は適切に設定されているか。 

南山大学法曹実務教育研究センターは、「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。 

・組織は、理念･目的に照らして適切なものであるか。 

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。 

・組織の適切性について、定期的に検証を行っているか。 

センターの運営は運営委員会の審議（4/11,11/14 開催）に従って行われ、センターの

予算としては「法曹実務センター運営費」として 100 万円が認められ、その範囲内でこ

れらの活動を行ってきた。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

センターの運営は、運営委員会の審議に従って行われ、模擬依頼人養成プログラムは、

幸い適任者を得て、学生の評価も高く、よい成果が上がった。研修会、講演会には法科

大学院の学生、司法修習生、弁護士、教員等が参加しいずれも好評であった。 

②改善すべき事項 

リーガルクリニックについては、市民向けの広報等を行ったが、相談の申し込みが少な

く、実施できたケースは少数にとどまった。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

秋学期に研修会と講演会を企画し、それぞれ１～２回開催する予定である。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

従来より、リーガルクリニックの広報については、大学 Web ページに掲載したり学内開

催行事等でリーフレットを配布したり新聞折込広告をしたりする他、コミュニティ誌に

案内記事を掲載してもらってきたところであるが、今後更にメディア上の広報的記事の

可能性を考えるなど検討していきたい。 
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≪内容・方法・成果≫ 

１．現状の説明 

・目標は適切に設定されているか。 

センターにとって７年目にあたる 2013 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。 

・目標に沿った成果が上がっているか。 

以下に記すとおり、一部不十分な点もあったが、概ね目標に沿った成果を上げることが

できた。 

 

２.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 

 

３．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

・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

し込みがすく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。 

南山法律事務所（仮称）設置に代えて、リーガルクリニックの対象として子どもの人権

関係と医療過誤関係のほかに、新しく家庭相談を加え、リーガルクリニックを拡大した

ことは良かったと思われる。 

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あらかじめ了解

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

申し込み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

した。 

・研修会 

今年度も 2013 年 12 月 19 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
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修習生と学生が多く参加した。 

・講演会 

2014 年 3 月 18 日に、子どもの人権に関する講演会を開催した。 

・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、本年

度も元ＣＢＣアナウンサーの後藤圭子氏に協力をお願いして、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。 

・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 11 日と 11 月 14 日に開催された。 

・講演録の発行 

2013 年 12 月と 2014 年２月に講演会の講演録２冊を発行した。 

②改善すべき事項 

・更にリーガルクリニックの対象拡大を含めた件数の増大等、その充実を図っていきたい。 

 

４．将来に向けた発展方策 

①上記 3.①の効果が上がっている事項について 

2014 年度も、研修会や講演会を開催するとともに模擬依頼人の数も更に増やしていき

たいと考えている。 

②上記 3.②の改善すべき事項について 

2014 年度も、リーガルクリニック（法律相談）については 10 回を予定しており、広報

を充実させ、相談の申込者を増やしていく努力をしたいと考えている。 

この他、講演会の記録を冊子化することと、他の法科大学院における法曹実務教育の担

当者と交流をしたいと考えている。 

限られた予算の中ではあるが、センター設置の趣旨に沿った事業を地道に行っていきた

い。 

 

以上 
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2013 年度南山学会自己点検・評価報告書 

 

南山学会自己点検・評価委員会 

 

１．現状の説明 

 南山学会は、南山大学における研究活動の促進を目的とし、研究例会およびシンポジウ

ムの開催、学術誌『アカデミア』および南山大学学術叢書の刊行、経済学会、経営学会お

よび法学会が行う学術誌出版への助成などを主たる事業とする組織である。正会員 327 名

（文学・語学系列 73 名、人文・自然系列 97 名、経済系列 27 名、経営系列 30 名、法学系

列 37 名、社会科学系列 29 名、情報理工学系列 34 名）と名誉会員 67 名の、総会員 394 名

から構成されている。役員は、会長（学長）、副会長（教学担当副学長）、理事 8名（常任

理事 1名、系列理事 7名）、幹事 9名、監事 1名である。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

【『アカデミア』等の刊行】 

『アカデミア』文学・語学編第 94,95 号、人文・自然科学編第 6,7 号、社会科学編第 5,6

号、情報理工学編第 14 巻を刊行した。また、『南山経済研究』第 28 巻第 1,2,3 号、『南山

経営研究』第 28 巻第 1,2,3 号、『南山法学』第 36 巻第 3・4号、第 37 巻第 1・2号の出版

助成、『南山神学』第 37 号、『南山大学日本文化学科論集』第 14 号の出版補助を行った。 

【南山大学学術叢書の出版助成】 

学内外の審査委員による査読を経て、3件（KUCICKI, Janusz 准教授、松田京子教授、山

岸敬和准教授）の学術研究書を南山大学学術叢書として出版助成した。 

【シンポジウム・研究例会】 

「リポジトリ化時代とこれからの教育・研究活動」と題し、11 月 20 日（水）にフラッテ

ンホールにてシンポジウムを開催した。学内外のパネリスト 3 名がそれぞれ「紐帯として

のリポジトリ：リポジトリの意義と役割」「リポジトリ構築の歩みと課題について～データ

ベース技術の観点から～」「大学教育と生涯学習のための教育用リポジトリの可能性」と題

し報告を行い、その後、活発な質疑応答が続いた。参加者は総計 40 名であった。教員のみ

ならず職員や学生・院生にも積極的に参加してもらい組織全体で南山大学の将来について

考える場としたかったのだが、様々な事情から、実際に参加した人数は上記のごとく少な

いものになった。 

各系列研究例会の開催状況と参加者数は、第 1回研究例会が文学・語学系列 26 名、人文・

自然系列 29 名、経済系列 17 名、経営系列 9名、法学系列 13 名、社会科学系列 8名、情報

理工学系列 33 名、第 2回研究例会が文学・語学系列（講演会）80 名、経営系列 5名、法学

系列 15 名、情報理工系列 32 名であった。 

【学会・系列の運営】 

本学会の運営は、学長指名の常任理事と各系列から選出された任期 2年の理事、幹事、

監事が担当している。2013 年度の理事会は 2014 年 3 月までに計 3回（4月の新旧合同理事

会を除く）開催され、これとは別にメイル審議が 5回行われた。 
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各系列理事・幹事は系列研究例会を企画・運営するとともに、「文学・語学」「人文・自

然」「社会科学」「情報理工学」の各系列においては『アカデミア』各編の編集にも携わる 

（今年度は執筆要項の一部に「知的財産権」の扱いに関る項目の加筆が検討された）。その

他の系列については、南山学会とは独立して各学部・研究科のもとに南山大学経済学会、

同経営学会、同法学会が組織され、これら各学会において学術刊行物の編集･刊行が行われ

ている。 

②改善すべき事項 

【『アカデミア』等について】 

刊行の遅延を是正するため「編集スケジュール」に沿って編集を進めたが、すべての系

列での刊行期日内の出版には至らなかった。また投稿規程を整備し、編集委員の負担（形

式チェック、非会員の単独掲載に係る査読等）を軽減していくことも望まれる。 

【南山大学学術叢書の出版助成】 

同じ人ですでに三度も出版助成を受けている方がいる一方、全体としては申請者の数が

まだ少ない。特に若い教員に積極的な応募を呼びかけるとともに、採択者には年度内出版

に留意するよう強く働きかけていくことが求められよう。 

【シンポジウム・研究例会】 

シンポジウムの参加者は前項で述べた理由もあり極めて少なかった。今後とも引き続き、

広報活動をはじめ参加者確保の工夫を進める一方、シンポジウムそのものの在り方につい

ても検討されなければならない。また例年の参加人数の規模（数十名から 大でも 100 名

以下）を考える時、現在のフラッテンホールが 適なのかについても一度考えてみること

が大切となろう。 

研究例会について、2013 年度は第 2回研究例会の開催系列が半数を超えた。参加人数は

「講演会」となった文学・語学系列が 80 名、情報理工系列は 32 名であったが、他は 5名、

15 名と少なく、こうした研究例会にどのような意義があるのかといった意見も理事会で提

出された。しかし一方、専門の研究者が 10 名前後集まりひとつのテーマについて深い議論

が交わされるなら、それには大きな意義があり、15 名ならむしろ研究例会としては「大成

功」であるといった意見も表明された。様々な考え方があろうが、参加人数だけで評価す

るのではなく、後者のような立場も尊重しながら、今後とも活発な議論のなされる場とし

て、研究例会の開催されていくことを望むものである。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

図書館を中心に取り組みが進みつつある機関リポジトリ化の流れの中で（昨年の総会で

承認された）本年度以降の『アカデミア』電子化・公開を見据え、外部に（電子化）公開

しても恥ずかしくない形式・内容をどう確保するかについて（理事会で）議論が交わされ

た。たとえば論文内の「翻訳」についてどのように「翻訳許諾」を取得、確保するかなど、

いかに「知的財産権」を犯すことなく論文を公開していくかをしっかり議論しておくこと

が大切となろう。そのための投稿規程の整備などこれからの理事会においても審議を進め

る予定である。 
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②上記 2.②の改善すべき事項について 

シンポジウムについて、来年度は社会倫理研究所主催の「ヒルシュマイヤー著作集刊行

記念シンポジウム」を「共催」という形で予算面から支えることを提案している。こうし

たこれまでのシンポジウムとは違った形での開催も時にあってよいのではないかと考える。

また（例年のようなシンポジウムの代りというわけではないが）南山大学 Web ページにあ

る「南山学会」サイトの加筆修正、またそこにリンクさせる形での「南山学会史」サイト

の作成なども総会に提案することを予定している。 

 

以上 
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Ⅴ．各種委員会 
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2013 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自己点検・評価委員会 

 

１．現状の説明 

 本委員会は、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、そして外国語委員会委員長からなり、オブザーバーとして英語教育センター

長と学務部長が参加している。 

 本年度は、5月と 6月、そして 10 月に委員会を開催した。本委員会規程第 3条の定める

『管掌事項』にあわせ次の報告・協議を行った。 

・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 

・共通教育科目における再試験科目について 

・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 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

(1)全学向け科目の登録状況について 

 本委員会は、全学向け科目のうち登録に際し抽選が行われた科目について報告を受け、

抽選漏れが発生している科目について、開講主体に対し改善方法の検討を従来から継続的

に要請してきている。第 1回および第 3回委員会における協議資料「2013 年度全学向け科

目の登録状況について」によると、両キャンパスで開講された共通教育科目（外国語、体

育、情報、インターンシップ科目を除く）において、初回決定率は 87.6％から 89.2％と上

昇しており、上記要請の効果が上がっていると言える。なお、抽選科目数については 2012

年度 376 科目中 47 科目で抽選が行われていたことに対し、2013 年度は抽選科目が 377 科目

中 51 科目とほぼ横ばいである。 

(2) 国際科目群への科目の指定について 

2012 年度から始まった国際科目群について、履修登録の状況と成績が報告された。また

各学科および共通教育委員会に対して行われた協力の要請の結果、国際科目群に指定する

科目数が、2013 年度の 54 科目から 2014 年度は 59 科目に増えた。 

②改善すべき事項 

(1)全学向け科目の担当状況について 

各学部学科の全学向け科目の担当状況が報告された。各学科に対してあらかじめ全学向

け科目担当コマ数が定められており、実際に担当しているコマ数との比率を充足率として

算出し、委員会において提示している。更なる充足率向上について委員会を通じ呼びかけ

ている。第 2回委員会における協議資料「全学向け担当状況について」によると、全体の

充足率は 2012 年度 2013 年度とも 83.6％で変更はないが、9学科で充足率が下降しており、

改善が必要である。 
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(2)国際科目群に指定された科目の登録状況について 

 第 1 回および第 3回委員会における協議資料「2013 年度国際科目群に指定された科目の

登録状況」によると、2013 年度国際科目群に指定された科目への履修者は、登録期間終了

時点で春学期 667 名、秋学期 372 名であり、2012 年度と比較して科目としては 8科目増加

なのに対し、履修者は 2.6％の増加に留まっている。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

(1)全学向け科目の登録状況について 

 初回決定率は上がっているとは言え、選択必修科目、選択科目ではまだ抽選が発生する

科目がある。こうした科目をゼロにすることは無理であるが、引き続き、登録状況の確認

を行い、学生たちの不満が募ることのないよう適切な科目数、開講期の検討を開講主体に

要請する。 

(2)国際科目群への科目の指定について 

国際科目群の一層の充実を図るために、英語以外の外国語による開講も含めて、関係会

議体に検討を求める。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

(1)全学向け科目の担当状況について 

 18 学科（英語教育センター・教職センター含む）中、全学向け科目担当状況の充足率が

下降した学科が前述のように 9学科であった。充足率が年度によって変動することは、あ

る意味当然である。全学向け科目のみならず、学科の枠を超えて担当する科目担当状況も

視野にいれながら、全学向け科目を本学の全教員によって担うという意識の共有を進める。 

(2)国際科目群に指定された科目の登録状況について 

 国際科目群を履修する学生を増やすために、各学部や共通教育委員会にバラエティに富

んだ内容の科目開講を要請していく。 

 

以上 
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2013 年度教務委員会自己点検・評価報告書 

 

教務委員会自己点検・評価委員会 

 

１．現状の説明 

本委員会は、各学部教授会および教職課程委員会との連携のもとに、教務に関する事項

を円滑に運営することを目的としている。主な管掌事項は単位認定に関すること、定期試

験等に関すること、時間割編成に関すること、教務関連諸規程の整備に関することなどで

ある。委員会は、教務部長を委員長に、教務部次長、教職課程委員会委員長と学部選出の

委員各 1名、そして教務課長とで構成され、オブザーバーとして学務部長も出席している。

本年度は、5 月の第 1 回から毎月（9 月と 3 月を除く）開催した。ただし、1 月には 2 回

開催し、4月の 1回をあわせて都合 11 回開催した。 

主な審議事項と報告事項は以下のとおりである。 

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

目と単位認定、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。 

本年度は、教職センター設置に伴う教務委員会規程の改正、理工学部履修要項の制定、

経済学部の学則・履修要項の改正、司書に関する科目の履修要項改正等をおこなった。ル

ーティンの議題の他には、特別警報の運用開始に伴う「災害時の授業等の取扱について」

の改正を行った。また、「レポート・論文作成における引用の方法について」を教務課 Web

ページに掲示して、学生に注意を促した。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

単位認定については、原案のチェックが適切におこなわれている。定期試験の運営につ

いては、監督者集合時間に遅れる教員も少なくなり、監督者が時間に余裕を持って試験運

営にあたれるようになってきた。これは、教授会の席上でガイドブック冒頭の注意事項の

アナウンスを各学部教務委員にお願いしていることもあり、教員の間に浸透してきている

結果だと考えている。また、非常勤講師による Web でのシラバス入力もより順調に行われ

るようになった。 

 ②改善すべき事項 

  試験運営については、改善すべき点がまだある。遺憾なことに不正行為の件数が増加

した。他にも、教室棟内外における騒音の問題は解消されたわけではないし、レポート

試験の締め切りと提出先の指示が適切になされていない科目が一部に見られる。試験問

題や成績報告書の提出についても、期限を守らない教員がなお一部に見られる。成績訂

正も春学期で 36 件あった。（第 5回委員会報告資料 3による。秋学期は未集計。） 
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 シラバスの形式は相当程度整ってきてはいるが、なお一部で要求された書式に従って記

載されていないものが見られる。 

 

３．将来に向けた発展方策 

① 上記 2．①の効果が上がっている事項について 

単位認定にあたっては、教務課および原案作成者・当該学科長・教務委員会の複数チェ

ック体制を引き続き機能させていく。定期試験ガイドブックの活用を促して定期試験の運

営をより円滑にするために、内容の見直し・充実化と教授会アナウンスを継続する。来年

度以降も定期試験の運営については毎回継続の議題として委員会で議論していく。シラバ

ス入力時の PORTA 利用についても、非常勤講師に対して更に利用の呼びかけをおこなう。 

② 上記 2．②の改善すべき事項について 

不正行為については、監督者が摘発したものに加えて、試験終了後に学生等から教務課

に告発がなされるケースも見られる。不正行為は、監督者が厳正に業務を遂行することに

よりかなりの割合で予防できるものであるから、監督者に対して、試験開始前のアナウン

スや試験時間中の巡回等により学生の注意喚起を励行することをいっそう呼びかけてい

く。また試験室の割り当て見直しも進めて、複数教室において余裕のない座席配置の形で

実施することを可能な限り減らしたり、座席指定を採用したりして、不正行為防止に努め

る。 

試験教室内外の騒音対策は引き続き学生課とも連携をはかりながら検討を進める。レポ

ート試験の締め切りと提出先については、適切に設定されるよう、文書や教授会アナウン

スを通じて周知をはかる。 

成績訂正が相当数あったことは看過できず、教員に対して成績報告を慎重にかつ厳正に

行うよう、教授会アナウンス等を通じて更に求めていく。 

シラバスの記載については、これまでの「学修目標」に代わり、来年度から新たに「到

達目標」を明示することが求められるようになった。その他の項目と合わせて適切に記載

がなされるよう、教務委員会および時間割編成委員会の場で注意を促していく。 

 

以上 
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2013 年度大学院教務委員会自己点検・評価報告書 

 

大学院教務委員会自己点検・評価委員会 

 

１．現状の説明 

 本委員会は、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に、大学院教

務に関する事項を円滑に実施することを目的とする。本委員会は教務部長を委員長とし、

研究科各専攻主任、学事課長（学長指名）および教務課長を委員として構成されている。

2013年度は、春学期に2回と秋学期に2回の合計4回開催した。管掌事項の主なものは以下の

とおりである。 

－ 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程の制定改廃(ただし、

学則は除く) 

－ 各研究科の教務にかか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 

 本年度は、総合政策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、社会科学研究科の履修要項制定、教職関係科目の履修要項改正などの審議を行った。 

また 2014 年度版講義概要冊子に関する変更や研修生（継続）の受付期間の変更等について

の報告を行った。 

 

２．点検・評価  

 ①効果が上がっている事項 

 履修要項の改正や制定にあたっては、本委員会で慎重に審議をおこなっており、原案が

十分に練り上げられていない場合には、研究科委員会で再度審議するよう要請し、より適

切な形に修正した上で改めて審議を行ったこともあった。 

 また、2010年度から12月に第4回委員会を開催するようにして、履修要項改正等の事案に

対して、メイル審議ではなく、委員会の場で丁寧な審議が行えるようにしているが、本年

度においても、第4回委員会で複数の研究科の案件を取り扱っており、委員会として適切に

対応しているといえる。審議にあたっても、他専攻の主任から、問題点の指摘や改善の方

法についての示唆がなされ、それらを踏まえて修正が行われるなど、委員会として十分に

機能している。 

 次年度から各研究科で順次開講することになった、教職関係科目「授業研究」の担当者

の決定とシラバスの作成、および文科省への申請書類の作成に関しては、本委員会で説明

をして各研究科の協力を求めた。各研究科でも迅速に対応がなされ、履修要項の改正も円

滑に行われた。 
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 ②改善すべき事項 

 履修要項等の改正は次年度の講義概要に掲載し、反映しなければならないが、第4回委員

会での審議となると、日程的にやや厳しいものがある。研究科委員会との連携によって、

少しでも早い時期に審議できるよう、調整を図っていく必要がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

 ①上記 2．①の効果が上がっている事項について 

 上で述べたとおり、履修規程の制定や改正は概ね滞りなく行われた。ただし、第4回委員

会では、履修要項の改正を審議事項の中心とするのではなく、休日における集中講義科目

の開講や専門職大学院等の学年暦の審議を中心に進められるよう、各研究科とのいっそう

の連携を図っていく。 

② 上記2.②の改善すべき事項について 

第 1 回委員会においてスケジュール確認を行う際に、諸規程の改正等を円滑に進めら

れるよう、各研究科に対して審議の期限を明示し、協力を求めることによって、時間的

に余裕をもった形で審議が行えるようにする。 

 

以上 
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2013 年度学生委員会自己点検・評価報告書 

 

学生委員会自己点検・評価委員会 

 

１．現状の説明 

本年度は、学生部次長（厚生担当）の交代および 12 月に学生課長の交代があった。学生

部長、学生部次長 3名（厚生担当、課外活動担当、ＮＳＣ担当）、学生交流センター担当教

員 1名、指導司祭担当教員 1名、各学部選出教員 8名、国際教育センター事務室長、学生

課長の合計 16 名の委員構成で、学生委員会を 8回、奨学生選考委員会を 9回開催し、それ

ぞれの案件について慎重に審議した。 

 (1) 学生委員会管掌事項 

上南戦は、2011 年 3 月の東日本大震災の影響で、2010 年度と 2011 年度、２年連続で本

学を会場として開催されたため、今年度の第 54 回大会も昨年度に引き続きアウェイで実施

された。5月 31 日～6月 2日の 3日間で 31 の競技が行われた（この他、合気道もオープン

競技として実施）。今年度は上智大学創立 100 周年の記念大会でもあり、開会式および男子

バスケットボールの試合は代々木第二体育館で行われるなど、それにふさわしい盛り上が

りとなった。 終結果は 10 勝 20 敗 1 分けで、南山大学は残念ながら昨年同様総合準優勝

となった。また、スポーツに関する交流に加え、開会式の聖歌斉唱や、上南合同演奏会、

写真展など、両大学の文化系団体の通じた文化面での交流も行われた。 

名古屋キャンパスでは、5月 13 日～24 日の期間「BUNBUN FESTA 2013（文化会フェステ

ィバル 2013）」が例年とおり開催され、文化会所属各団体がライブ演奏や作品展示、茶会な

どの催しに参加した。これにより、文化系団体の活動を広く知らせることができた。 

今年度の名古屋キャンパスでの大学祭は、11 月 2 日～5日の 4日間、『万華鏡』をテーマ

に開催された。来場者数は 4日間で計 17,000 人であった。コンサートや各種教室企画・ス

テージ企画などが行われ、盛況のうちに幕を閉じた。一方、瀬戸キャンパスでは、11 月 3

日、4日の両日にわたり、『LINK』をテーマに聖南祭が開催された。周辺地域の家族を含む

約 8,400 人の来場者があり、盛況であった。 

12 月 13 日には、南山大学の恒例行事の１つでもある降誕祭が開催された。クリスマス聖

式には、体育会や文化会の執行委員会委員長など、課外活動団体の代表も参加し、荘厳な

雰囲気の中、１年の活動が滞りなくできたことに対して感謝の祈りを捧げた。 

このほか学生委員会では、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）、

学生部長表彰選考、学生の懲戒等の案件を審議した。 

 (2) 奨学生選考委員会管掌事項 

 例年とおり、本学奨学金採用者および学外各種奨学金推薦対象者の選考に関する審議を

行うとともに、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・警告等の処置を実施した。 

 本年度は、学生の困窮度に配慮した新給付型奨学金制度を実施した。また、日本学生支

援機構による学業成績処置基準の厳格化に伴う学内処置基準の見直しを図る等の手続きを



 

- 265 - 

進めた。 

 (3) 学生交流センター関連事項 

2011 年度終了の文部科学省「大学教育・学生支援推進プログラム」（学生支援 GP）によ

って設置した学生交流センター（セントルム、アウルラリア）を引き続き運営した。昨年

度からの継続課題である、学生スタッフ（セントルム 11 名、アウルラリア 4名登録）の養

成に注力し、学生が立案する各種企画のサポートを行った。今年度からの新規取り組みと

して、聴覚障がい学生の支援者を養成する「ノートテイク体験会」をセントルム企画行事

として開催し、学生による主体的な障がい学生支援の足がかりを得た。また、「南山の授業

について話そう」を実施し、教職員および学生の授業改善に向けた幅広い意見交換が行わ

れた。ニュースレター「カカ・ワリ」vol.5 も昨年度同様発行し、センター所属グループ（コ

アグループ）の活動やセンターの役割について情報発信を行った。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

 大学祭など各種イベントの際、近隣へ迷惑をかけないよう、十分配慮するよう心がけて

いる。例えば、騒音については、学内・学外にいくつかポイントを設置し、測定機材を用

いて騒音測定を適宜実施しており、また、迷惑駐車についても、掲示・見回りを徹底して

いる。今年度、苦情等は報告されていない。 

 奨学金改革については、昨年度固めた方針に基づき、南山大学友の会および同窓会によ

る了解を得て、規程等の制定を行った。新たに開始された応募型の奨学金（大学および友

の会）の運用について、申請・選考・採用日程を決定し、実施に移した。これにより、新

制度の定着の第一歩となった。 

学生交流センターを中心とする学生への修学支援については、学生主体のコアグループ

の活動が継続し、国際交流や就職活動支援、資格取得など分野ごとの企画実施により、学

年や学部を超えた交流が広く生まれた。また、2012 年度から始まった発達障がい学生や対

人不安の強い学生へのピアサポート（プラット）も引き続き実施された。瀬戸キャンパス

では、障がいのある学生に対する修学および生活支援が、継続的に行われ、一定の成果が

上がっている。両キャンパスとも保健室や関係学部学科と連携し、継続的に利用する学生

への対応が行われており、組織的な支援体制が整いつつある。 

 瀬戸キャンパスにおいて、近年、駐車許可を受けていない車輌の入構が後を絶たなくな

っていたが、今年度より駐車無許可車輌の入構への対応を厳格化した。これにより、一定

の成果を上げている。 

②改善すべき事項 

 昨年度から、名古屋キャンパス通学時、地下鉄名城線名古屋大学駅および八事日赤駅を

利用する学生に対し、交通安全の観点から山手通門を通って入構するよう呼びかけている。

しかしながら、山手通門が十分利用されていない時期や時間帯が見受けられるようなので、

今後一層の改善が望まれる。また、大学祭において、エレベーターのない建物でも教室展

示が行われていたが、障がいをもつ来場者から、こうした展示を見学するための配慮を求

める要望が 1 件あった。バリアフリー対応の施設が増えつつある現状を踏まえ、こうした
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要望に応える工夫が必要である。 

新給付型奨学金は、本年度は新入生のみを対象とするものであったため、入学時に効率

的に周知することができた。一方、同窓会の新給付型奨学金は、応募資格を有する学生に

対して、一斉に周知する機会がないため、学内掲示、Web ページへの掲載等、早急に周知を

始めることが次年度の課題である。 

学生交流センターについては、学生交流センター委員会を 2014 年度から設置することと

なり、学生委員会との連携の下、運営方針策定や関連部門との連携、更なる学生スタッフ

の養成が課題となる。また、障がいのある学生支援の取り組みを学生スタッフと協働し、

継続的に支援ができる体制づくりが急務である。 

 今年度定期試験において、名古屋キャンパスで春学期 2 件、秋学期 1 件、瀬戸キャンパ

スで春学期 4 件、秋学期 4 件の不正行為が発生した。こうした不正行為を防止するための

様々な対策について継続的に検討する必要がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

 学内で行われる諸行事の際に発生しうる騒音や迷惑駐車を防止するため、今年度までの

方策を踏襲し、近隣の方々に迷惑をかけることのないよう引き続き心がけたい。 

奨学金改革について、今年度、新制度定着の第一歩を踏み出した。今後は、その円滑な

運用に向けて、様々な方策の検討を行っていく必要がある。 

学生交流センターを中心とする修学支援の取り組みを更に発展させるために、コアグル

ープの活動をハードとソフトの両面から支援していく必要がある。例えば、センターに常

駐する学生運営スタッフの雇用や、申請に基づく企画へのコアグループへの物品援助等が

あることが望ましい。また、大学祭やフレッシュマン祭など既存の課外活動との連携を図

り、より在学生に対する認知度を上げていく工夫を行っていく。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 今年度、教職員に加え、フレッシュマン祭を運営する学生や体育会・文化会所属の学生

の協力も得て、『通学路歩行マナーキャンペーン』を実施し、山手通門利用の呼びかけや山

手通１交差点近辺の歩行マナー向上の呼びかけを行った。来年度も新入生ガイダンスの時

期から同様のキャンペーンを実施し、より一層のマナー向上を目指せればと考えている。

また、エレベーターのない建物におけるバリアフリー対応が望まれる。 

来年度は、同窓会給付奨学金制度の運用が開始されるとともに、今年度運用が開始され

た奨学金（大学および友の会）の新・旧の制度が併存する２年目である。新制度の周知・

定着の促進を図るとともに、旧制度の運用に支障をきたさないよう留意する。 

障がいのある学生支援の取り組みを学生スタッフと協働して行うため、今年度行われた

学生主体の支援体験会企画を引き続き行う。また学生スタッフが有効に機能している他大

学との交流を行い、ノウハウを継続して蓄積していく。 

 

以上 
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2013 年度保健管理委員会自己点検・評価報告書 

 

保健管理委員会自己点検・評価委員会 

 

１．現状の説明 

 青木教学担当副学長が委員長代行の任期を終えた後、2013 年度より筆者が保健管理委員

長を務めた。本委員会は、学校保健安全法第 1条および労働安全衛生法第 18 条の規定に基

づいて、学生および職員の保健管理計画、環境衛生の維持改善、保健管理の組織および運

営、その他の保健管理などを所掌し、本委員会の統括下に二つのキャンパスの衛生委員会

を設置している。本委員会の委員は、二つのキャンパスに跨がる計 14 名で構成され、教学

担当副学長と学務部長がオブザーバーとして参加している。2013 年度に本委員会は計 3回

（5月と 11 月と 2月）開催された。年度始めの第 1回では、2012 年度の保健室および学生

相談室の活動、学生定期健康診断の受診状況、衛生委員会活動などが報告された。年度末

の第 3回では、2014 年度の保健室および学生相談室の活動計画、学生定期健康診断の実施

計画、衛生委員会の活動計画などが審議された。次に 2013 年度に本委員会において報告お

よび審議された内容の中の特記事項を示す（根拠資料：2013 年度保健管理委員会の資料）。 

第一は、2014 年 10 月に日本学生支援機構の主催で全国の大学副学長を対象に開催された

『平成 25 年度高等教育における障がい学生支援に関するシンポジウム』についての報告で

ある。この背景には、日本が障がい者権利条約に署名した後、国内での障がい者基本法の

改正と障がい者差別解消法の公布などを受けて、文部科学省が各大学に障がい学生支援を

求めていることがある。本委員会の下で本学における障がい学生支援のあり方を検討する

ことが第 2回委員会で承認された。 

第二は、理工学部（2015 年度から）と総合政策学部（2017 年度～）の名古屋キャンパス

への移転に向けて、保健室と学生相談室のあり方を検討するワーキンググループの設置が

第 2回委員会で承認されたことである。メンバーは両保健室長、学生相談室長、学生課長

の４名である。 

第三は、新入生を対象にしたメンタルヘルスアンケートの実施と結果についてである。

第1回と第3回の委員会でそれぞれ2012年度と2013年度の調査結果の概要が報告された。

それによれば、やせ症と抑うつ状態には相関があり、発達障がい（自閉症スペクトラム）

傾向と抑うつ状態は相関していることが明らかになり、学生の潜在的な支援のニーズの高

さが示唆された。本調査は 2014 年度の新入生と二年生にも実施することが承認された。 

第四は、瀬戸キャンパスの保健室におけるメンタルヘルスに関する包括的学生支援とし

て、軽度発達障がいの小学生を対象にした「キッズゼミ」や発達障がい児の保護者を対象

にした「ママゼミ」などの新規事業の立ち上げ計画が第 3回委員会で承認されたことであ

る。これらは本学における発達障がい者支援の活動の幅を更に広げると思われる。 

第五は、本学の非常勤カウンセラーの雇用と学生相談室の兼任カウンセラー体制に関す

ることである。2013 年度の労働契約法の改正に伴う学内方針に従って本学の非常勤カウセ

ラーの雇用を進めることが承認された。学生相談室の兼任カウンセラーの相談枠について、
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別科学生への対応の必要性を受けて、2013 年度より 2～3月にも伊東留美講師の相談期間を

広げること、ならびに兼任カウンセラーの所属学科での業務の増加に伴って 2014 年度から

の楠本和彦教授と伊東留美講師の毎週の相談時間の減少を補うために、臨床心理士の坂中

正義教授が新たに兼任カウンセラーとして加わることがそれぞれ第 2回と第 3回の委員会

で承認された。 

 

２．点検・評価 

 ①効果が上がっている事項 

本委員会は、学校保健安全法に基づく学校の管理運営体制の一部を担っているが、本委

員会の報告事項および審議事項は、定例の内容から臨時性や緊急性の内容まである。多く

は学校保健や産業保健という専門性のある内容であり、本委員会の統括における委員長の

役割は大きい。特に各現場における課題や問題を取りまとめて、本委員会を通じて大学執

行部にそれらを伝達することが重要である。2013 年度は、少しづつではあるが、委員長と

して筆者は本委員会の活動に貢献できた。 

二つのキャンパスにおいて、各々の専門性や独自性を活用した学生のメンタルヘルスケ

アの実践は軌道に乗っていると考えられる。特に瀬戸キャンパスの早川徳香准教授の主導

で新入生に対してメンタルヘルスアンケートが実施され、その結果が本委員会を通じて学

内で共有されたことは、学生と直接かかわる大学職員に重要な視点を提供したと考えられ

る。これはキャンパス移転に向けた保健管理活動の連携や本学における障がい学生支援の

充実に向けた準備としても有意義なことである。 

 ②改善すべき事項 

別科学生の中には、既にメンタルヘルス上の問題を抱えている学生もおり、母国語での

学生相談が必要になることも少なくない。また近年の障がい学生支援の流れは、生活支援、

留学生支援、保健管理、修学支援、キャリア支援などとも密接に関係しているので、個々

の事例への対応において、関係者間の綿密な連携が必要であり、更なる向上が求められる。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①保健管理委員長として本委員会をまとめて行くことに加えて、大学執行部、学生部、学

生課などの関連部局との連携を更に推進する。また現場レベルではこれまでの保健活動

を丁寧かつ確実に遂行することを目指す。更に全国大学保健管理研究集会や全国大学メ

ンタルヘルス研究会など、大学保健管理に関する学外の保健管理組織とのつながりを保

ちながら、情報収集などを通じて、本学の保健管理活動の充実を図る。 

②保健室と学生相談室のあり方を検討するワーキングでの作業を進めて、2014 年度中に

一応の報告をまとめる予定である。これまでの現状把握では、国際教育センターにおけ

る別科学生支援や本学における障がい学生支援などの関連領域の活動との役割上の調

整を図る必要があると考えている。 

以上
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2013 年度就職委員会自己点検・評価報告書 

 

就職委員会自己点検・評価委員会 

 

１．現状の説明 

 本委員会は、南山大学就職委員会規程に基づき、学部学生および大学院学生に対し、就

職指導上必要な学生に関する情報資料の収集、一般企業・官公庁および教育機関等の採用

に関する情報の収集と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、

運営されている。委員長・副委員長の他、各学部選出委員、学生部次長およびキャリア支

援室長の合計 12名によって構成され、学務部長がオブザーバーとして参加している。また、

2012 年度からはキャリアサポート委員会委員長がオブザーバー参加している。 

本委員会は定例で年２回の開催（５月および 11 月）となっているが、2013 年度は就職支

援事業の充実を図るため年３回開催し、メイル審議は５回実施した。 

 ・５月（定例）：前年度の報告と現状説明 

 ・９月（臨時）：企業訪問および 2016 年 3 月卒業予定者への就職支援について 

 ・11 月（定例）：現状説明と次年度計画・予算案 

2013 年度の本学四年制学部生の就職率は、前年度（96.4％）を 1.5 ポイント上回り 97.9％

であった。また、短期大学部の就職率は 95.5％と前年度の就職率（86.8％）を大きく上回

る結果（8.7 ポイント上昇）となった。「南山生の就職活動実態調査」における「進路先と

した企業の満足度」は、「満足(大変満足含む)」が 95.8％を占め良好な結果であった。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

(1)PORTA による情報提供の活用 

2012 年度から PORTA による就職関連の情報提供などを行っている。2013 年度は就職

ガイダンスや就職講座で繰り返し PORTA の活用や使用方法を説明したため、前年度を上

回る利用があり、5,145 名が閲覧、閲覧回数は 113,279 回に上った（2012 年度は 4,636

名閲覧、107,733 回閲覧）。 

(2)企業訪問の充実と成果の還元 

   2013 年度は就職委員による訪問も行い計 150 社訪問した（前年度 97 社）。多くの企

業の採用状況と方針を聞き取ることができ、その情報を元により具体的なアドバイス

ができるようになった。企業訪問数の増加が、PORTA による企業訪問報告書の閲覧数の

増加につながり、報告書の訪問者数は、9月～3月の同期比で 2012 年度 1,660 人から

2013 年度 1,916 人に増加、閲覧回数は 5,699 人から 13,289 人に増加した。 

  (3)就職支援策の拡充 

   年 3 回の委員会と 5回のメイル審議を行い、学生に対する就職支援策を検討・拡充

した。その結果、短大部ガイダンスは 2年生向けに 3回追加開催することができ、課

題であった短大部就職率の向上につながった(2013 年度 95.5%、2012 年度 86.8%)。 

学生就職支援スタッフを 12～2 月に内定者 34 名雇用し、就職相談の充実を図った。

その結果 225 名の相談があり好評であった。更に、新規事業として障がいのある学生の
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個別就職相談会を 5月に開催し 5名の参加があった。その他 4年生の未内定者支援とし

て「ハローワーク就職ガイダンス」の新規開催(2014 年２月)、3年生向けに「ES・面接

準備ワークショップ」を追加開催(2014 年２月)した。 

  (4)教員の意識改革と就職指導力向上のための新規取り組み 

   学生の就職支援に対して教員のサポートが必要な昨今の状況を踏まえ、教員に対し

てキャリア支援室スタッフが就職状況について説明する機会を設けた。その結果、総

合政策学部で 5月に説明会が開催され、多くの教員の理解が図られた。また、12 月に

はキャリアサポート委員会、FD 委員会との共催で、就職関係 FD 企画として外部の講師

等による講演会を開催し 31 名の参加があった。 

②改善すべき事項 

(1)就職活動に対する学生の積極性 

 2013 年度は前年に比較して各種就職支援プログラムへの学生（３年生）の参加度が

低かった。 近南山大生の就職状況が改善しているために、学生が自身の就職を楽観視

しているためと思われるが、これからも南山大生の良好な就職状況を継続していくため

には、学生の意識を啓発していく必要がある。 

 

(2)就職活動スケジュールの変更に伴う教員の理解と学生へのサポート 

 教員に対する就職関連講演会を開催したり、キャリア支援室による学部ごとの説明会

を実施したりすることができたが、参加人数は期待したほど多くは無かった。新規の取

り組みを行うだけでなく、参加人数の向上が必要である。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

(1) PORTA の利用を更に増やすため、就職ガイダンスなどでの PORTA 利用の呼び掛けだけ

でなく、ゼミなどを通じた教員による呼びかけも行っていく必要がある。 

(2) 企業訪問数は、委員（教員）の協力により大幅な増加があったが、キャリアカウン

セラーを継続雇用し企業訪問を更に数多く行う必要がある。 

(3) きめ細かな支援事業を開催することができたが、更に参加者を増やすために進路希

望調査の結果から個別に広報するなどの対策が考えられる。 

(4)他委員会と FD を共催することができたが、このような企画に対する教員の参加を促

すため、教授会等での告知が徹底される必要がある。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

   PORTA だけでなく、例えば指導教員を通じた学生への情報の提供などを行い、就職支援

プログラムへの参加を促す必要がある。 

 

以上
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2013 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自己点検・評価委員会 

 

１．現状の説明 

本委員会は、南山大学キャリアサポート委員会規程に基づき、学生の職業観育成支

援プログラムである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）の

実施の円滑な運営、推進を図ることを目的として、運営されている。 

本委員会は、各学部選出の教育職員、課外活動担当学生部次長、キャリア支援室  

長、教務課長、ならびに学長指名の教育職員および事務職員からなる。また、４年次

の就職支援との連携強化を目的とし、就職委員長がオブザーバーとして出席している。 

本年度、本委員会は計４回開催された。主な審議事項は、次のとおりである。 

（審議事項） 

・ 今後のキャリア教育（第１、４回） 

・ 自己啓発型インターンシップの支援基準（第 1回） 

・ キャリアサポートプログラム（インターンシップを含む）に関する謝礼・手当

支給基準（第１回） 

・ 卒業生によるキャリア・アドバイザー制度（第２回） 

・ 2014 年度「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（第２、３、４回） 

本学の進路選択に関する指導・ガイダンスは、大きく①：「キャリアサポートプロ

グラム」、②：「インターンシップ」、および③：「就職支援プログラム」からなり、前

２者が、本委員会が企画・運営するプログラムである。①は主として１・２年生対象

で，今後のキャリアを考えるためのプログラムである。②は３年生を対象とした共通

教育科目としての「インターンシップ研修」と、２年生以上を対象としたインターン

シップ活動支援である「自己啓発型インターンシップ」からなる。プログラムの参加

人数は、新入生に対する「キャリアサポートガイダンス」を除くキャリアポートプロ

グラムが 3,196 名（前年度比 49 名減）、インターンシップ研修が 122 名（前年度比 55

名減）、受入機関数 69 機関（前年度比 26 機関減（3 機関増、29 機関減））、および自

己啓発型インターンシップが69名（前年度比25名増）（41機関（前年度比16機関増））

であった。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

本学のキャリアサポートプログラムは、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。参加者数も延べ 3,387 名（前年度比 79 名減）で在学生の

ほぼ 3割で安定し、アンケート調査による参加者の満足度も高い。 

秋学期から、PORTA 上で全学年対象の進路希望調査システムを稼働した。これによ

り、キャリアサポート充実のための基礎データとして、全学生の希望進路動向が半年

ごとに把握できるようになった。 
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就職委員会、FD 委員会と共催で、外部から２人の講師を招き、就職関係 FD 講演会

を行った。就職委員会委員長の基調講演に続き、「就職活動の時期繰り下げの趣旨と

大学教育への期待」、「社会人基礎力と能動的人材を育てる教育」と題して時宜に即し

たご講演をいただき、教員の参加は 31 名であった。 

③ 改善すべき事項 

学生の職業観育成において、その規範としての社会人と接する機会は重要である。

卒業生は、キャリア親密度が高く学生のロールモデルの有力な候補である。これま

でも、卒業生の就職・就業体験を聞く「キャリア入門 A」などのプログラムが企画さ

れてきたが、更にその機会を広げてゆく必要がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

① 上記 2．①の効果が上がっている事項について 

現行の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

数と満足度からみれば、一定の効果は得られている。しかし、プログラムの参加が任

意であることもあり、関心の薄い学生の参加率が低いという問題がある。更にプログ

ラムを発展させるには、Web などを利用して学生への働き掛けを強化するとともに、

進路希望調査などで入手した情報に基づき、学生の要求に配慮したプログラム編成と

する必要がある。 

そこで、来年度は全面的に見直したプログラムを実施する。全プログラムを６つに

カテゴリ化し、各プログラムには明確な目標とそれを示す表題を付け、分かりやすく

提示する。また、「キャリアプラニング」カテゴリのプログラムは、進路希望調査に

基づき、希望進路別、テーマ別に編成し、より個別的・具体的で選択しやすいものと

する。 

これにより、就職支援プログラムからの乗り入れが強化されるとともに、2016 年 3

月卒業予定者からの「就職活動の時期繰り下げ」に向けたキャリアサポートプログラ

ムの機動的再編成が容易になるという効果も期待できる。 

FD 活動を継続して実施する。教員に対し、本学内外における先進的なキャリア教育

の実例紹介や社会（企業）の実情や大学への要求などの情報提供を行うことによって、

各学部での共通教育および専門教育とキャリア教育の連携を強化する。 

② 上記 2．②の改善すべき事項について 

来年度には、南山大学卒業生による「キャリア・アドバイザー制度」を発足させ、

キャリア教育に卒業生の力を積極的に取り入れる。 

アドバイザとして登録して頂いた卒業生には、各種プログラムへの参加、個別相

談、本学作成冊子への執筆、各種情報提供を行って頂き、学生の進路に関する良き

相談相手となって頂くとともに、学生の職業観の育成にご協力頂く。 

 

以上 
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2013 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・カレッジ委員会自己点検・評価委員会 

 

１．現状の説明 

南山エクステンション・カレッジは、本学の教育のモットーである「人間の尊厳のため

に」に立脚して生涯学習事業を推進し、南山大学の知的・人的リソースを活かした「南山

だからできる、一歩上の学び」を提供して地域社会に貢献することを目的としている。 

春期・秋期の「公開講座」、「公開講演会」、「体験講座」、「英語教員セミナー」の開催や、

近隣自治体との連携による「市民大学講座」などの開講を通して、地域社会の生涯学習ニ

ーズに対応している。また、在学生のスキルアップやキャリア形成をサポートする「学生

向け特別講座」を開講している。 

委員会は委員長、学部選出委員 8名、学長指名委員 2名の 11 名から構成され、教育・研

究事務部長がオブザーバーとして加わる。委員会の主な審議事項は、公開講座の講座構成・

開講日程および新規開講提案の採否、学生向け特別講座および外部委託講座の委託先選定、

公開講演会の企画案、市民大学講座等の実施案、予算案の検討などである。 

２．点検・評価  

① 効果が上がっている事項 

［公開講座］ 2013 年度は 12 講座を新設し、春期 77 講座、秋期 80 講座を開講した（いず

れも受講申込が 5名未満で閉講となった講座を除く）。受講者数は年間のべ 2,595 名で、前

年度より 69 名（2.7％）増加して過去 高となった。過去 5年間の推移は次のとおり。 

 2009 年度 2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度 

 講座数 

受講者

数 講座数 

受講者

数 講座数 受講者数 講座数 受講者数 講座数 受講者数

春期講座 55 899 65 1,098 77 1,303 80 1,363 77 1,380

秋期講座 60 900 67 958 73 1,104 73 1,163 80 1,215

計 115 1,799 132 2,056 150 2,407 153 2,526 157 2,595

受講者数の継続的な増加は、南山エクステンション・カレッジへの社会の評価と期待の 

高さを示しており、春期・秋期の講座終了時に実施した受講者アンケートの調査の「講座

内容の満足度」に関する回答の平均は、5段階評価の 4.59（前年度と同じ数値）であった。 

［公開講座の運営に関する取扱要項制定］ 南山エクステンション・カレッジには委員会

規程はあるが、講座運営に係る規程等がなかったため、公開講座の開講期間や受講料の原

則、講師採用基準など、講座運営の基本事項をとりまとめて明文化することを委員会で検

討し、「公開講座の運営に関する取扱要項」として制定する手続きをとった（2013 年 11 月

25 日開催協議会承認。12 月 10 日副学長決裁）。取扱要項の制定は、より円滑な公開講座の

運営に資するものと期待される。 

［周辺自治体との連携］ 前年度と同様に豊明市、春日井市および大学コンソーシアムせ

と（瀬戸市）との連携により実施し、更に 2013 年度は清須市への講師派遣を行い、名古屋

市生涯学習推進センターとの連携講座を開講した。継続的に講座開催ならびに講師派遣の

依頼があることは、本学が提供する講座内容に高い評価と信頼が得られているものととら
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えている。 

なお、2005 年度から継続して名古屋市生涯学習推進センターとの共催で実施している

「公開講演会」は、南山大学人類学博物館リニューアル記念シンポジウム『未来へ向かう

博物館』として開催し、報告と討議を通して地域における博物館の役割と可能性などにつ

いて考えた（10 月 5 日開催、155 名参加）。 

［学生向け特別講座］ 2012 年度に改善すべき事項として挙げた「学生向け特別講座」の

講座構成等の見直しに関して、開講ニーズと開講日程等を検討し、受講申込者数が少なか

った公務員試験対策の「直前総合コース」と教員採用試験対策の「直前コース」の 2013

年度開講を取り止め、二種証券外務員資格試験対策講座と日商簿記 3 級検定試験対策講座

を一般向けの公開講座として開講することとした。 

上記ふたつの「直前コース」は卒業年次生向けの講座であるが、受講申込者数が少ない

だけでなく、採用試験の開始までに対策講座として十分な開講コマ数を確保するのが難し

いという点からも開講を断念した。また、ふたつの検定試験は、学生のみでなく社会人の

受講ニーズにも応えるべきであると考えた。このことにより 2013 年度の「学生向け特別講

座」は 7講座構成となったが、それでも受講者数合計は 249 名で過去 高の人数となった。 

② 改善すべき事項 

周辺自治体との連携において、秋期公開講座の「学び直しの英語－5 つのアプローチ」

を、名古屋市生涯学習推進センターとの連携による「キャンパス講座」として共同開講し

たが、名古屋市側での受講者募集の広報開始が 8月下旬からであったため、申込締切まで

の期間を十分に確保できず、同講座の受講生 37 名中、同センターを通じての受講者数は 7

名にとどまり、名古屋市との連携において、開講時期の設定に課題を残すこととなった。 

 

３．将来に向けた発展方策 

① 上記２.①の効果が上がっている事項について 

［公開講座］ 今後も継続的にアンケート等を通じて受講者の希望や意見等を把握し、よ

り充実した講座内容・講座構成によって年間のべ 2,000 名以上の受講者数を確保するとと

もに、受講者の満足度を維持・向上させる講座運営に努める。 

また、「南山の知的、人的リソースを活かす」というエクステンション・カレッジの基本

コンセプトに沿って、本学の専任教育職員が担当する講座を増やしていく。 既に 2013 年

度新設の 12 講座のうち 6 講座、2014 年度春期新設の 2 講座はいずれも専任教育職員が担

当するものである。 

［周辺自治体との連携］ 地域に密着した社会貢献事業として引き続き積極的に取り組み、

各地域のニーズに応じた質の高い講座内容を提供するとともに、2014 年度において新たな

連携先を増やすよう具体案の検討を進める。 

② 上記２.②の改善すべき事項について 

周辺自治体との連携、とりわけ名古屋市生涯学習推進センターとの連携においては、名

古屋市側と十分に協議し、適切な開催時期と受講生募集の広報のあり方などを具体的に検

討して 2014 年度中の実施を目指す。なお、公開講演会は 2014 年度も引き続き名古屋市生

涯学習推進センターとの共催により開催することとする。 

以上 
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2013 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自己点検・評価委員会 

 

１．現状の説明 

 本年度は、定例的な委員会と併せて、相談事案への対処のために臨時の委員会を開いた

ほか（議事の詳細については、本委員会の性質上、例年とおり、開示しない。）、ハラスメ

ント研修活動（対学生、対教員、対事務職員）を、以下のとおり実施した。 

①教員研修：4月 2日(火) 10:20～10:40 新任教員 15 名参加 

      10 月 16 日（水）～11 月 27 日（水）および 3月 28 日（金）各学部教授会、

センター会議等にて実施 

②学生研修：新入生ガイダンス（学部・大学院）      3 月 31 日、4月 2日、3日 

教職課程ガイダンス             4 月 30 日、5月 2日 

インターンシップガイダンス         7 月 17 日 

外国人留学生別科 新入生オリエンテーション 9 月 10 日・1月 9日 

リーダーズキャンプ・ガイダンス（体育会）  3 月 19 日 

リーダーズキャンプ・ガイダンス（文化会）   3 月 24 日 

③関係委員研修会：9月 6日(金) 15:00～17:00 関係委員 20 名参加 

④学生向け講演会：講師；名古屋大学ハラスメント相談センター 相談員 

            葛文綺氏 

              演題：「大学生とハラスメント－コミュニケーションを考えて防止する－」 

日時；12 月 18 日(水)13:15～14:45 学生および教職員約 223 名参加 

⑤事務職員研修：3月 18 日(火) 13：30～14：30 新採用者 16 名参加 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

ハラスメント防止研修の一環として、例年 4月に実施している新任教員向け研修に加え、

10 月中旬以降、全教員向けの研修を実施した。これは、本年度の新たな研修の取り組みと

して実施することとしたものであり、アカデミック・ハラスメントをテーマとして、日常

的な学生・大学院生への指導上の注意事項について具体的に周知する機会となった。従来

から実施されてきた年１度の講演会形式の研修とは異なり、できる限りすべての教員が参

加しやすい形式の研修とするため、所要時間は 10 分程度と短時間の企画ではあったものの、

教授会やセンター会議等において各１回、原則として当該会議体の構成員である関係委員

が配布資料に基づき説明する方式でそれぞれ実施することができ、画期的な取組みであっ

たと言える。 

大学院生への啓発強化のため、昨年度に引き続き、新入生向けの専攻別ガイダンスを実

施し、関係委員による 15 分程度のハラスメント防止のための説明を実施した。 

学生向けのハラスメント講演会では、名古屋大学ハラスメント相談センター相談員の葛

文綺氏をお招きして、日頃のコミュニケーションのあり方を見直し、相手を尊重した会話

を心がけるとともに自己のストレスに気付く意識を持つことがハラスメント防止にとって



 

- 276 - 

効果的であることを、分かりやすくお話ししていただき、アンケートで高評価を得られた。

学生への講演会参加の呼びかけは学生課の協力を得て行い、結果、両キャンパスで総勢 223

名が参加した。参加者の 9割方が学生であったが、複数の教職員の参加もあり、ハラスメ

ント問題への関心の高さがうかがわれ、今後も研修機会の充実が求められていると言える。 

 関係委員の相談対応に関する知識・技術の向上を図るため、調停・調査委員会の学外委

員でもある白石恵美子氏（株式会社ハーモニークリエイション代表取締役）を講師として、

ハラスメント関係委員を対象とした講演会を実施した。講演では、大学におけるハラスメ

ント対策の歴史的経過を振り返り、現段階において大学に求められるハラスメント対応上

の課題をいくつも提示していただき、関係委員がハラスメント問題に取り組む姿勢につい

て認識を深める機会となった。 

 また、学生向けに本学のハラスメントへの取組みについて周知するための媒体として、

例年、パンフレットを作成し、用いてきたが、学生の年次が上がるにつれて、配布したパ

ンフレットを受け取らない学生が増える傾向にあることを踏まえ、より有効な周知媒体を

模索する目的で、次年度に向け、新たにクリアファイルの導入を行うべく検討に着手した。 

②改善すべき事項 

 本年度は、相談しようかどうか迷っていると思われる学生からの質問があり、その都度、

迅速かつ丁寧な回答・助言により対応したものの、結果的には相談に至らなかったケース

が複数件あった。本委員会の相談システムの周知は着実に進んできたと言えようが、本委

員会の相談システムを利用することへの心理的障壁が一定程度存在していると言わざるを

得ない現状があると思われる。したがって今後は、ガイダンスや講演会等の機会をとらえ、

一層分かりやすい情報の周知等、ハラスメント相談に関する様々な悩みや迷いを抱える学

生の心情に応えられるよう、そしてひいては、問題が深刻化する前の、より早い段階での

相談を受けられるよう、その体制づくりに努める必要がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

本年度実施した各教授会等での教員向け研修は、教員の意識向上に一定の成果を上げた

と言えるが、未だ新たな試みの段階であり、今後の研修機会の充実のためには、研修内容

および実施方法の両面において引き続きの検討が必要である。また、教員のみならず、職

員、学生・大学院生、関係委員というように、大学を構成する各層が抱える問題状況にき

め細かく応えられる企画を検討し、可能な限り多様な研修機会の提供を目指す必要もある。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 ハラスメントの相談システムの周知について、新たなツールとして導入予定のクリアフ

ァイルも活用し、一層の情報提供に努める。また、学生向け講演会の場も積極的に活用し、

一層の知識・情報の普及に努める。更に、本委員会の検討課題として、個々の相談案件へ

の対応と並行して取り組むには困難も伴うが、近年、他大学の相談体制が充実してきてい

ることを踏まえ、これらについて情報収集し、本学の現状の検証にも取り組む。 

 

以上 
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2013 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自己点検・評価委員会 

 

１．現状の説明 

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て 2001 年度に設立され、運営されてきた。

2011 年度に、上部機関であった学術情報センター協議会が解消されたことに伴い、情報シ

ステム委員会の管掌する機関に移行した。 

本委員会の委員は、教務部次長を委員長とし、学長指名による瀬戸キャンパス学部各 2

名の委員、および瀬戸キャンパス第 1課長によって構成されている。 

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） 教室プロジェクタに係る計画的な整備 

（3） 視聴覚機器利用サポートに関する事項 

（4） 瀬戸キャンパスのマルティメディア教育関連予算に関する事項 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

プロジェクタの入替は、2012 年度から実施が始まった 3カ年計画に従って順調に実施す

ることができた。更に、プロジェクタの性能の高度化と価格の低下に対応して，入れ替え

時期を前倒しして，2014 年度入れ替え予定であった 5教室を含めて，合計 9教室のプロジ

ェクタを交換した．更に 2014 年度の計画を見直した．これは管掌事項（1）と（2）と（4）

に関して効果の上がっている事項となる。 

（3）については、これまでと同様の体制で機器利用サポートを実施した．特段大きな問

題は発生していない． 

②改善すべき事項 

前述の e-learning の利用について、学生の自主的な利用に任されている授業の場合、あ

まり効果が上がっていないことが、ヒアリングによって明らかとなった。効果的な利用の

ためには、教員に対して授業の中に e-learning を組み込んでもらえるような働きかけがが

重要である。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

・プロジェクタの更新は、計画どおりに更新し、教育・研究活動の環境の維持を進めてい

く。今年度は予算の範囲内で計画を前倒しして更新を実施したが，今後は，瀬戸と名古屋

のキャンパス統合が 2015 年度より始まることを考慮して，更新の計画について検討するこ

とが必要となる． 
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②上記 2.②の改善すべき事項について 

e-learning については、推進主体となる英語担当教員と協働し、必修科目である英語科目

（総合政策学部：英語リテラシーA、情報理工学部：英語 A・B）において、授業での積極的

な活用を進めることで、時間・場所にとらわれない e-learning の利点を生かして、学生の

自律学習環境の維持に努める。また、授業時間外における学生の自主的利用のためのソフ

トウェアについても英語担当教員と協働して、適切なソフトウェアの選定を進める。 

 

以上 

 

参考 

 

表 1：2013 年度 A社語学教育ソフト利用状況 

コース １年次生 2 年次生以上 

スタンダード 284[222] 15[16] 

初中級 174[178] 14[13] 

技術英語 188[228] 211[267] 

(人)[ ]内は 2012 年度 

 

表 2：2013 年度 H社語学教育ソフト利用状況 

総登録クラス  34 クラス[87] 

総登録人数  694 [2031] 

[ ]内は 2012 年度 
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2013 年度大学院委員会自己点検・評価報告書 

 

大学院委員会自己点検・評価委員会 

 

１．現状の説明 

（１）2013 年度の大学院入学者数、修了者数等は、次のとおりである。 

 
博士前期

・修士
ビジネス 法務 博士後期 論文博士 計 

2013.4. 1 入学者数 73 26 14 8 - 121 

2013.5. 1 学生数(全学年) 200 52 74 34 - 360 

2013.9.15 修了者数 2 0 0 0 - 2 

2014.3.21 修了者数 93 24 19 6 - 142 

2014.3.21 博士論文     0 0 

 なお、上記の他に、休学者 39 名（述べ人数）および退学者 28 名の身上異動があった。 

（２）2013 年度は、委員会を 9回開催した。審議された主な事項は、次のとおりである。 

(1)  研究科委員会追加委嘱について 

(2)  研究科委員会講義担当者の委嘱について 

(3)  大学院学則の改正について 

(4)  学位規程の改正について 

(5)  南山大学大学院の目的に関する規程の改正について 

(6)  社会科学研究科３つのポリシーについて 

(7)  研究指導補助教員について 

(8)  研究指導体制について 

(9)  学位授与の決定について 

(10) 理工学研究科博士後期課程の設置について 

(11) 数理情報研究科博士後期課程の募集停止について 

(12) 南山大学三機工業株式会社奨学金給付規程の制定について 

(13) 大学院生の学生教育研究災害傷害保険の全員加入について 

（３）本委員会が管掌する奨学金・奨励金については、次のとおりである。 

(1) 南山大学大学院社会人入学者奨学金（給付：3年目の履修年度の授業料および施設設

備費相当額） 

・博士前期課程：3名(2014 年度受給者の決定) 

(2) 南山大学大学院日本学生支援機構（JASSO）第一種奨学金返還免除候補者の推薦 

・博士前期・修士課程：7名、博士後期課程：1名、専門職学位課程：3名 

(3) 博士論文作成奨励金（給付：2007 年度入学者までが対象） 

・博士後期課程 0名 



 

- 280 - 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

・2013 年度より、本委員会の審議事項の主なものについては、委員会で審議する前に

大学協議会の協議を経ることとした。これにより、全学的な調整が行われることによ

り手続きも円滑に進むようになった。 

・2013 年度より、平成 11 年文部省告示第 175 号に基づき「研究指導補助教員」を置き、

研究指導教員との両者により研究科委員会を構成することとなった。また、複数の教

員による研究指導体制を進めていくことを承認した。 

・博士後期課程の早期修了について、標記制度の導入のための学位規程の改正をおこな

った。 

・学位規則（昭和 28 年文部省令第 9 号）の改正に伴い、機関リポジトリ登録に関する

規程が整ったことを受け、博士論文の公表について、インターネットを利用した公表

とするための学位規程の改正をおこなった。 

・2014 年度より学生教育研究災害傷害保険に大学院生全員が加入することを承認した。 

②改善すべき事項 

・2013 年度の大学院入学者数は、博士前期（修士）課程入学定員 167 名に対し 73 名（定

員充足率 43.7%）、博士後期課程入学定員 38 名に対し 8名（定員充足率 21%）、専門職

学位課程入学定員 90 名に対し 40 名（定員充足率 44.4%）であり、大幅な定員割れと

なった。 

・各研究科で定めている学位（論文博士）審査内規について、字句統一を含め大学とし

ての規程の一本化を進める必要がある。 

・社会科学研究科の設置届出にあたり、一部の領域にマル合教員が不足している問題点

が浮き彫りとなった。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

・付議事項について、重要案件は大学協議会で協議するようになったが、大学院委員会開

催の予定に向けて、関係研究科および事務課室との情報共有をおこなう。 

・学生教育研究災害傷害保険への全員加入は大学院振興策のひとつとなることが期待され

る。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

・一部の専攻において、2014 年度入学定員の見直しがされたが、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。 

・規程の整備に向けた検討は、早急に進めたい。 

 

以上 
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2013 年度国際交流委員会自己点検・評価報告書 

 

国際交流委員会自己点検・評価委員会 

 

１．現状の説明 

 国際交流委員会は、国際教育センターの運営する機能別委員会として、本学における国

際交流、海外への派遣留学、海外からの外国人留学生受入れ（外国人留学生別科を除く。）

に関する重要事項を審議することを目的として置かれている。更に、キャンパス固有の事

項を管掌する下部委員会として、国際交流委員会（名古屋キャンパス）と国際交流委員会

（瀬戸キャンパス）が置かれている。  

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

 派遣留学については、別の国際教育センター委員会自己点検・評価報告書にも記してい

るが、2014 年秋交換留学生数が、昨年同時期の 65 名から 80 名と増加した。海外留学をし

たいという学生は、既に入学前から関心を持ち、受験勉強プラスアルファで外国語運用能

力の向上に努めているケースが多いが、それに弾みをつけるためには、やはり国際教育セ

ンターでの指導が大きな役割を果たしていることは間違いない。また、秋派遣（交換）へ

の学内出願は 2年次生が大半を占めるが、それらの学生たちが当時 1年次であった 2012 年

10 月に NaSA（Nanzan Study Abroad の略。留学の推進・サポート、国際理解の促進などの

国際教育・交流活動を行う学生によるグループ）が発足し、NaSA が主催するイベントに参

加した学生が少なからずいたことも、学内選考面接での回答から伺うことができる。 

 また、2013 年度は、派遣留学、外国人留学生受入れともに、これまでの運用に不備はな

いか、あるいは正しいのかを議論した一年であった。派遣留学については、どのような場

合に派遣留学の認定が取り消されるのか、認定の存否にかかわらずどのような場合に派遣

留学奨学金が取り消されるのか、まさにケースバイケースでの判断であったが、学生留学

規程、派遣留学奨学金規程を改正することで明確化することができた。 

②改善すべき事項 

 国際交流委員会としては、派遣留学者数（交換・推薦・認定すべてにおいて）の拡大に

努めていなかければならないが、一方で、派遣留学を奨励し、経済上の援助を行う目的の

奨学金制度改革がこれからの将来構想に対して追いついていない。また、派遣留学（交換・

推薦）の選考にあたり、基本的に GPA による成績と出願者の志望大学（第三位まで定める

ことができる）を考慮しながら派遣先大学を割り当てるが、志望大学をどの順位に当てた

かによって、GPA が低い学生が先に割り当てられる結果が、稀にではあるが生じている。更

に、派遣留学生の多くが特定の学部（外国語学部（特にその中でも英米学科））に所属して

おり、派遣留学制度の恩恵が全学部に広がっていないという問題もある。 

 交流会館について、多様な文化を持つ海外からの外国人留学生と日本人学生とが、日常

的に交流を深めながら共同生活を行い、それを通じて異文化を理解する力を付け、真の国

際人となる基礎を育むという重要な目的を持っているが、その交流会館から南山大学の国

際化推進に向けて何かを発信するという仕組みには至っていない。 
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３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

 国際交流委員会としては、引き続き本学の特長である国際性を更に高めるために、派遣

留学生数を拡大していくと同時に、その学生の質的向上を行うための方策を議論していく

必要がある。そのためには、NaSA の団体の活動に対する後方支援を含めた、学内広報をよ

り積極的に行わなければならない。特に、新入生に対する留学への意識の植え付けをでき

るだけ早く行うことが重要である。 

 派遣留学制度についての規定・運用の整備についていえば、危機管理体制の更なる強化

にも努める必要がある。出発前の通常の窓口対応やオリエンテーションをよりきめ細やか

に行うとともに、学生に事故が起こった場合に備えて、事前事後問わず、指導教員や学生

部との連携（情報共有）の強化に取り組んでいく。また、規程や要項のレベルとはいかな

いまでも、管掌事項についての日頃の運用マニュアル整備（見直しを含めて）を行う。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 南山大学の国際性を高めるためには、より多くの学部からより多くの学生が留学制度を

使うことが望まれる。奨学金制度改革については、学生の必要度に応じて奨学金を支給す

るなどの方策を検討すべきである。ただ、今後より多くの学生を送り出すことを考えるな

らば、奨学金制度の更なる拡充が必須であり、これは大学全体での議論が必要となる。2014

年度の大学の国際化推進本部や国際センター設立準備委員会における派遣留学生の拡大の

程度についての議論を踏まえて制度設計を検討したい。 

 派遣留学（交換・推薦）の派遣先大学の割当については、例えば、GPA の成績を一定の範

囲で区切った中で割り当てる、学部（学科）枠を設定するなどの見直しに行う。ただし、

派遣留学生が特定の学部・学科に偏るのは、求められる TOEFL や IELTS のスコアを達成で

きる学生が特定の学部・学科に偏っているからという事実がある。それを踏まえて留学す

る学生をより多くの学部・学科から出すとなると、国際教育センターとしては、上記でも

述べたようなできるだけ早い段階において、すべての学部・学科の学生に留学を意識させ

ることや、TOEFL のスコアを向上させるためのワークショップを開くことなども検討すべき

である。また、現在 3ヶ月以上となっている派遣留学制度を改め、1−3 ヶ月程度の短期語学

プログラムや短期異文化体験プログラムなどを開発して、より多くの学生を留学させるこ

とも検討すべきである。 

 交流会館については、まずは定期的なミーティングなどを通して、入居する学生とのコ

ミュニケーションを綿密に取りながら、交流会館での共同生活で得られた成果を南山大学

の国際教育・交流に還元できるよう、指導、支援に取り組んでいく。また、これは外国人

留学生と日本人学生の交流を促進するという、より大きな問題意識のもとで位置づけられ

るべきである。国際教育センターでは、既に外国人留学生と日本人学生が一緒に参加でき

るバスツアーなどを企画しているが、それに加え、例えば「インターナショナル・ランチ

ョン」など、より多くの日本人学生が気楽に参加できる異文化体験イベントを企画するこ

とも検討していきたい。 

 

以上
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2013 年度パッヘ研究奨励金配分委員会自己点検・評価報告書 

 

パッヘ研究奨励金配分委員会自己点検・評価委員会 

 

1. 現状の説明 

 パッヘ研究奨励金配分委員会の主な任務は、Ⅰ-A-1(特定研究助成・特別)、Ⅰ-A-2(特定

研究助成・一般)、Ⅰ-B(特定図書・施設助成)、Ⅱ-A(学部別研究助成)およびⅡ-B(海外出

張・渡航費助成)という四種別から成る研究奨励金について、これら研究奨励金の適正な配

分を図るため、(1)各研究奨励金の配分案(文部科学省私立大学等研究設備整備費等補助金

申請候補物件の選定を含む)を作成し、(2)その他、同研究奨励金の配分に係る事項を審議・

決定することにある(本委員会で決定された事項については、大学評議会において審議され、

正式決定される)。 

 まず(1)に関し、今年度の状況は以下のとおりである。Ⅰ-A-1(特定研究助成・特別)につ

いては、6件の申請があり、所定の選考の結果、上位 2件が採択された。 

Ⅰ-A-2(特定研究助成・一般)については、初申請者 9名、科研費等採択者 41 名、科研費

等不採択者 27 名の計 77 名の申請が採択され配分がなされたが、他方で科研費等非申請者 4

名について今年度は配分はされなかった。 

Ⅰ-B(特定図書・施設助成)については、予算額 10,815,000 円に対して 23 件の申請があ

り、所定の基準に則して、18 件が採択された(採択金額 10,153,340 円)。 

文部科学省私立大学等研究設備整備費等補助金申請候補物件については、図書 2 件およ

び設備 1 件の申請があった。このうち、図書 1 件(データベース)については、二年目以降

ランニングコストを必要とする物件であり、その費用負担について二つの学部にまたがり

四人の教員が学部配分図書費から分担する予定との申出であった。本委員会においては、

図書館委員会との協議を経た上、金額面から見て、上記図書を含め 3 件すべてにつき補助

金申請をすることとしたが、その後評議会での審議において、補助金申請については可と

するものの、ランニングコストの負担については、上記のようなやり方には問題がある旨

の指摘があり、別途の対応が要請された。それをうけて、公的な補助金を利用して購入す

るもので事後ランニングコストが必要なものについては、その負担について図書館や学

部・学科で責任をもって対応することを基本とする方向で、新年度に諮られることとなっ

た。 

Ⅱ-A(学部別研究助成)の学部研究費への配分については、今年度より配分先の追加(英語

教育センターおよび教職センター)を前提に、所定の配分を行なった。 

Ⅱ-B(海外出張・渡航費助成)に関しては、3,920,000 円の予算につき、申請のあった 28

件に対して、持回り審議の上、配分を行った(申請はしたものの、不参加や学会中止となり

取り下げられた 3件を除く。なお執行率は 100％である。)。 

(2)に関しては、Ⅰ-A につき、申請の便宜等から申請書の様式を科研費基盤 Cの様式にあ

わせる改善をおこなったほか、Ⅰ-B につき、教職センターの設置に伴い、配分方針の修正

を行った。 
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2. 点検・評価 

 ①効果が上がっている事項 

 Ⅰ-A-2(特定研究助成・一般)については、2011 年度から外部資金申請者に対して、優先

的に配分を行なう配分方針(端的には、外部資金採択者＞外部資金不採択者＞外部資金非申

請者)をとっているところ、今年度は、外部資金申請者の割合が八割を超えていることもあ

り(81 人中の 68 人)、概ね外部資金採択者 30 万円、同不採択者 174,000 円、同非申請者は

ゼロという結果となった。外部資金獲得への動機づけが定着しつつあるものといえる。 

 ②改善すべき事項 

 今回、Ⅰ-B(特定図書・施設助成)の文部科学省私立大学等研究設備整備費等補助金申請

候補物件に関わり浮彫りとなった問題として、公的な補助金を前提に購入申請をする物件

(データベースを含む)のランニングコストの負担がある。 

 

3. 将来に向けた発展方策 

①上記 2.①効果が上がっている事項について 

Ⅰ-A-2 について、研究の質、量ともの充実・向上に向けての外部資金の獲得につき、さ

らに一層意識を高めていくことが肝要である。 

②上記 2.②改善すべき事項について 

Ⅰ-B に関連するランニングコストの負担については、予算執行上の問題をクリアすること

は当然として、申請者個人の負担・分担というような不安定な対応ではなく、図書館や学

部・学科等において恒常的に維持できるような手当を申請の前提とするなど、本委員会と

しても、注意して方策を検討すべきものと考える。また、同じくⅠ-B で購入した図書等の

利用状況の調査については、具体的な調査作業の範囲等につき、次年度に向けて事務的な

検討に入った。 

 

以上 
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2013 年度研究審査委員会自己点検・評価報告書 

 

研究審査委員会自己点検・評価委員会 

 

１．現状の説明 

 本委員会は、委員長を始めとして学長指名の委員 8名、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。委員会開催については、

瀬戸キャンパス所属の委員の移動によるロスをなくすため、テレビ会議にて委員会を開催

している。 

 本委員会の管掌事項は以下のとおりである。 

１ 本学構成員が行う研究のうち別表第１に定める規程等の適用を受ける研究（研究指導

を含む。）について、関係法令等（指針も含む。）および社会通念上の規範に基づき科学

的合理性および倫理的妥当性ならびに実施の可否を判定すること 

 ２ その他研究審査に関する学長の諮問事項 

別 表 第１ 

１ 南山大学奨学寄附金規程 

２ 南山大学受託研究規程 

３ 南山大学学外共同研究規程 

４ 南山大学「人を対象とする研究」倫理ガイドライン 

５ 南山大学学位規程第 4条第 3項または第 5条第 2項第 2号 

６ 南山大学機関リポジトリ運用規程 

本委員会は、2013 年度は計 12 回開催された。 

 

「人を対象とする研究」および「学位論文審査」の推移 

審査項目
         年度 2011 2012 2013 

人を対象とする研究 101 100 108 

学位論文審査 159 158 119 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

   2009 年度から取り組んでいる「人を対象とする研究」倫理審査の迅速化について、

本年度についても継続的に行った。手続きは以下のとおりである。 

  1)本学研究者からの倫理審査申請書類の提出期限を委員会開催日の 2週間前とする 

  2)事務局から研究審査委員会委員に事前審査の依頼を行う 

  3)研究審査委員会委員からの事前審査回答期限を委員会開催日の 1週間前とする 

  4)研究審査委員会委員からの確認事項があれば、事務局が確認対象者となる本学研究

者に速やかに確認し、委員会開催までに回答を得る 

  5)委員会を開催する。 

  6)指摘事項等の確認事項については、事務局が本学研究者から回答(書)を提出しても

らい、事務局が本学研究者に代わって説明をする形に統一した。 
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  このことにより、本委員会の開催時間は、約 30 分程度となっている。 

   「人を対象とする研究」の審査結果を文書にて通知していたが、申請者に通知結果

が届かないトラブルが発生したため、研究審査委員会開催当日にメイルにて審査結果

を通知する方法へ変更した。審査委員会当日に申請者へ確実に審査結果が届けること

により、申請者は直ぐに「人を対象とする研究」が開始できるようになった。 

 

②改善すべき事項 

 2012 年度は、「人を対象とする研究」倫理審査の申請書類の誤り等が多く見受けられ、

事務局のフォロー件数が多かったが、委員会での指摘事項のポイントが本学研究者に浸

透し、指導生への適切な指導がされ、指摘事項が減少した。このことについては、各委

員が委員会で指摘事項を教授会等で報告する等、本学研究者から指導生への事前の適切

な指導がされるようになった結果である。今後は、論文計画書において指摘される内容

を事前に研究科委員会等で報告し、大学院生に対し、適切な指導を行えるよう要請して

いく必要がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

   2011 年度から各学部より委員が選出されることになり、周知する仕組みができ、研

究審査手続きについて、学部においての理解がより深まったと考えられる。 

 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

2014 年 1 月から本委員会で、南山大学機関リポジトリ運用規程が管掌事項として追

加された。2013 年度は機関リポジトリに関する審議等は発生していないが、今後、審

議することになった場合の対応について、検討していく必要がある。また、文部科学省

が改正を予定している「研究活動の不正行為への対応のガイドライン」についても研究

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。 

 

以上 
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2013 年度大学将来構想委員会自己点検・評価報告書 

 

将来構想委員会自己点検・評価委員会 

 

１．現状の説明 

 大学将来構想委員会は、1995 年 4 月 11 日開催の大学評議会において「新学部・学科の設

置および既存の学部・学科の改組等の将来構想について検討し、南山大学の将来構想案を

1995 年度末までに評議会へ答申する」目的で設置された委員会である。この答申終了後は、

常設委員会として、大学の将来構想や関連する事項を全学的立場で審議している。具体的

な管掌事項は、学部設置等の組織改編、任用人事、キャンパス計画等である。重要案件に

ついての 終的な意思決定は評議会においてなされるため、第一次的な審議機関として、

案件の調整機能も有している。特に教員の任用については、教授会審議に先立ち任用内交

渉の妥当性を審議する役割を担っている。委員構成は以下のとおりである。 

委員長：学長 

委員：副学長、学部長、ビジネス研究科長、法務研究科長、教務部長、学生部長、研究所

総合委員会委員長、国際教育センター長、大学事務部長 

 オブザーバー：図書館長、総務部長、学務部長、教育・研究事務部長、瀬戸キャンパス

事務部長、学長室長 

 

 任用人事を主たる審議事項としていることから、学部長、研究所総合委員会に加えて人

事権を持つ専門職大学院の研究科長、外国人留学生別科における人事権を持つ国際教育セ

ンター長を委員に加えている。また、学内事務部門における情報共有と手続の円滑化のた

め、各部長をオブザーバーに加えている。 

 本年度は、例年と同様にほぼ隔週の割合で 20 回開催し、その議題数は報告事項が延べ 26

議題、審議事項が延べ 99 議題であった。例年の案件に加え、キャンパス統合についての審

議を重ねた。関連して国際センター設置、情報センター設置、キャンパス構想に関しても

ワーキンググループを設置し、時期等について検討した。 

 

２．点検・評価 

① 効果が上がっている事項 

 人事案件では、学部教授会等の審議の前段階において、全学的見地から任用人事の妥当

性を議論している。 

 将来構想については、キャンパス統合案件についてワーキンググループを設置して慎重

に検討し、成案を得た。その後、上位の会議体に付議し、学園理事会において正式決定さ

れた。キャンパス統合に合わせて検討された国際センター、情報センターについてもワー

キンググループを設置し、中間報告を確認した。国際センターについては設置に向けた準
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備委員会の立ち上げも終了している。 

 キャンパスの将来構想として「20 年後のキャンパス」プラン策定も検討した。これも

ワーキンググループを設置し、方向性を定めた上で、そのキャンパスプランについて大手

建設・設計会社を対象に公募を行った。本来はキャンパス整備計画委員会の所管事項であ

るが、同委員会には学長が構成員として加わっていないことから、本委員会で引き取り、

大学としての採択プランを決定した。他委員会と連携しながら審議している例である。 

 他の議事についても、大学執行部が本委員会の前段階として学長室会議を開催して議事

の事前調整を行うとともに、大学執行部と関連部署との事前協議を蜜に行っており、議事

進行における特段の問題はない 

② 改善すべき事項 

 会議運営においては、特に問題は発生していない。南山大学全体の将来構想の課題とし

て挙げれば、昨年度と同様であるが、「南山大学における 20 年度の将来像」の中間的総括

をする必要があろう。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

  委員会構成について 2013 年度末に見直しを行い、これまでオブザーバーであった図書

館長を正式メンバーとした。これは、今後の将来構想、特にキャンパスプラン策定作業

を考慮したものである。加えて、2014 年度から新たに設けられた役職である将来構想推

進室長もメンバーとした。これにより、将来構想実現のための体制を整えた。 

②上記 2.①の改善すべき事項について 

「南山大学における 20 年度の将来像」の実現に関しては、キャンパス統合を含めた将来

構想計画において、その趣旨を活かす形で一部取り入れている。この計画は 2014 年度中

に成案を得る予定で検討を進めていることから、検討が終了した時点であらためて全体の

進捗状況を把握し、必要な方策を検討することとしたい。 

 

以上 
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2013 年度図書館委員会自己点検・評価報告書 

 

図書館委員会自己点検・評価委員会 

 

１．現状の説明 

 各学部選出の図書館委員８名、研究所総合委員会選出の委員１名に図書館事務課長およ

びオブザーバーの教育・研究事務部長と委員長の小職を加えた 12 名で委員会を構成し、6

回の図書館委員会を開催した。初回の委員会で、前年度の自己点検・評価報告書において

指摘された「改善すべき事項」と「将来に向けた発展方策」について、委員会として本年

度の課題として確認した。それらの点を中心にして以下に報告する。 

（１） 名古屋図書館の視聴覚コーナーとラーニングコモンズ 

平成 24 年度の私立大学教育研究活性化設備整備事業の採択を受けて、１階をマルチ・

ラーニング・エリアとして改装し、「視聴覚コーナー」「NEWS コーナー」として運用して

きたが、視聴覚コーナーは授業期間には空席がないほど利用者が多い。一方の「NEWS コ

ーナー」は、新聞は読まれているが、PC を利用した e-learning など授業と連動した学習

は行われていない。３階に設置されたグループ学習室①および少人数で利用できるグルー

プ学習室②は、ラーニングコモンズのスペースとして学生に活発に利用されている。 

（２） 名古屋図書館の収蔵スペースの狭隘化 

慢性的な問題となっている収蔵スペースの狭隘化は一層深刻さを増してきていた。それ

に対して、図書館では様々な取組の必要性を議論し、昨年度に認められた購読雑誌の電子

化に伴う紙媒体の雑誌の購入（受入）の停止および地下１階書庫に所蔵されている紙媒体

のバックナンバーの雑誌と機関リポジトリで閲覧可能な紀要の廃棄、そして地下２階書庫

に所蔵されている Web で閲覧可能な官報と白書の廃棄を進めている。一方、例年とおり開

架図書については計画的除籍を実施した。それだけでは解消にはならないので、瀬戸図書

館と併せて、「重複資料の除籍ルールの見直し」と「重複購入にかかわる取扱要領」の制

定について慎重に図書館委員会で議論を重ね、研究用（閉架）資料は複本を所蔵しないこ

と、教育的な配慮を必要とする学生用（開架）資料を除いて重複して購入しないこととし

た。 

（３）機関リポジトリの運用 

昨年度に大学の方針として構築を認められた機関リポジトリであるが、本年度には学位

規則の改正が施行され文部科学省から博士論文の要旨および論文を Web 上に公開するよ

う通知があったことを踏まえ、本学でもその運用に向けて運用規程、登録申請書を整備し、

2014 年１月より運用することが決定され、それに基づき 2014 年３月から公開を開始する

に至った。博士論文、南山学会で機関リポジトリでの公開が承認されたアカデミア、研究

センターの報告書や論文集など、順次、公開を目指して準備している。 

（４）研究センター付属の図書室との連携 

学内の研究所と研究センター（宗教文化研究所、社会倫理研究所、地域研究センター）

の図書室との連携を進めるために、各センター長との協議を３回行った。その結果を踏ま

えて、教育・研究支援事務室のコーディネートで事務レベルの会議を３回実施し、各図書

室の利用者サービスや管理などの業務について統一的な運営を行うべく協議を行った。そ

の結果、コピー機の利用等の問題は解消され、課題が整理されるとともに、情報の共有と

コミュニケーションの円滑化の成果があった。 
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（５）貴重書の指定および取扱要領と参考図書等貸出内規の改正 

昨年度より検討してきた貴重書を含む参考図書等の貸出について、各学部の意見を踏ま

えて図書館委員会で議論を重ねた。貴重書の指定についてはその基準を慎重に議論し、貴

重書の貸出は行わず、館内での閲覧に限ることとした。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

・昨年度に行った L棟 2階の視聴覚ライブラリーの名古屋図書館 1階への移設にともない、

古い媒体である VHS やベータなどの視聴覚ライブラリー資料の除籍対象リストを作成し、

各学部に対して精査を依頼した。学部からの要望に基づき保存・活用する資料を残した

上で、除籍資料を図書館委員会で慎重に審議した。 

・カトリック文庫創設 20 年を記念して、関係者を集めて座談会を開催した。座談会では設

立の経緯について新たな事実がわかるとともに、歴史が整理された。その座談会「カト

リック文庫 20 年の歩み」を『カトリコス』（28 号）の記念号として刊行した。 

・国立国会図書館デジタル化資料送信サービスを提供することにし、国会図書館がデジタ

ル化した入手困難な資料およそ 67 万点を図書館で閲覧すること、希望箇所をコピーする

ことができるようになり、研究環境が一層充実したものとなった。 

・図書館利用講習会については、各学部と協議を行い、学部の教育内容に沿った講習会を

実施できるように整備した。 

・昨年度から進めてきた名古屋図書館内の配置（コピー機の場所、NEWS コーナーの設置、

視聴覚コーナーなど）を学生の動線を主眼において変更したことによって、より静穏な

環境を実現することができた。 

②改善すべき事項 

・例年行っている除籍作業や電子化の推進によって不要な資料を廃棄しているが、依然と

して名古屋図書館の収蔵スペースの狭隘化は深刻である。 

・両図書館内におけるセキュリティ上の問題が発生しており、その対策について十分に議

論され、適切な対策が採られているとは言い難い。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

・視聴覚ライブラリー資料については、除籍リストを基に慎重に除籍を進めていく。また、

物理的に視聴ができなくなった資料については、デジタル化された媒体で同一内容の資

料を探す等、視聴覚ライブラリー資料の充実を図る。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

・セキュリティの確保については、利用者の確認、学外者や利用の多い高校生などの入館

資格の見直し、セキュリティ・ゲートの導入等を検討する必要がある。 

・キャンパス統合を控えキャンパス整備全体の中での図書館の配置や改築か新築かについ

て、更に未来に向けた図書館のあり方を検討していく必要がある。まずは 2015 年 4 月か

らの理工学部移転に伴う図書の移設の具体的な計画を策定し、実行に移す必要がある。 

・電子化が進む一方、データベースのランニングコストの負担をどのような形で予算化し

ていくかの検討を進めなければならない。また電子資料をより効率的に利用するための

検索ツールを見直すなどのソフト面の整備も進めなければならない。 

以上
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2013 年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自己点検・評価委員会 

 

１．現状の説明 

2013 年度の主な活動は以下のとおりである。 

情報システム委員会 

・PORTA ならびに事務システムの運用 

・情報関連予算申請の妥当性検討 

通信ネットワーク委員会（情報システム委員会の下部委員会） 

・学内ネットワーク AXIA について 2010 年度からの整備事業完了 

・外部データセンターの活用 

事務システム委員会（情報システム委員会の下部委員会） 

・事務職員向け EUC 講習会の開催 

・事務システム関連予算申請の妥当性検討 

学術計算システム委員会（情報システム委員会の下部委員会） 

・WindowsXP のメーカサポート終了対策 

・利用者ガイダンスの実施 

・学生貸与ノート型 PC の配付（瀬戸キャンパス） 

・マルチメディア教室機器整備計画の執行 

瀬戸キャンパスマルチメディア教育運営委員会（情報システム委員会の下部委員会） 

・瀬戸キャンパス語学教育における第 2 次 e-Learning 計画の執行 

・教室プロジェクター等整備 3 ヵ年計画（第 2 次）の執行 

その他 

・文部科学省補助金申請（ICT 活用推進事業に 2 件申請・採択） 

・Web 企画グループ(学長室管轄)との連携 

・情報センター設置ワーキンググループでの検討 

・南山大学情報環境ポリシー(案)の策定 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

・2011 年秋に本稼働を開始した PORTA ならびに事務システムは、稼働後 2 年を経過して

安定稼働期に入った。大学を運営する上で欠かせない処理について、機能改善や不具

合対応を行いながら、システム全体の安定化に努めた。結果、システムに起因する大

きな事故が発生することもなく、利用者へのサービスと事務課室のシステム処理を行

うことができた。また、事務システムの効果的な利用のために、事務職員向け EUC 講

習会を継続的に開催し、基本的スキルの底上げを行うことができた。 

・両キャンパスのネットワーク整備は、昨年に引き続き、両キャンパスの協働体制をと



 

- 292 - 

り、整備することができた。2010 年から 2013 年の 4 年間で当初計画した整備は完了

した。結果、高速で安定した通信環境を整備することができた。 

・文部科学省から平成 24 年度補正予算による補助金申請の案内があり、関係課室の協力

で 2 件（PC 教室整備、マルチメディア教室機器整備）の計画調書を提出することがで

き、2 件とも採択された。 

②改善すべき事項 

・両キャンパスの連携は、ネットワーク整備以外でも認証基盤等について行っているが、

視聴覚設備等まだまだ連携ができていない部分も多い。 

・利用者のニーズにあったサービスが提供できているか確かな検証ができていない。 

・危機管理として、大規模災害発生時に必要となる情報発信や情報収集等の仕組みが計

画のまま停滞しているので、関係部門と連携しながら具体化する必要がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①効果が上がっている事項について 

・「南山大学情報環境ポリシー（案）」に基づき、新棟の情報環境の検討を開始した。

BYOD(Bring Your Own Device)という考え方のもと、ネットワーク接続サービスの提供

方法について検討を行い、有線 LAN および無線 LAN の適正配置および利用者が持つ多

様な端末（PC、タブレット、スマートフォンなど）のネットワーク接続利用などを実

現していきたい。 

・情報センター設置ワーキンググループの中間報告を受けて、「情報センター」の役割

が明確化されてきた。これを受けて、今後検討すべき課題として、組織の再編、セン

ター機能のアウトソーシング化等が示された。2014 年度は、これらの課題への具体的

なイメージ作りを行わなければならない。 

②改善すべき事項について 

・PORTA ならびに事務システムについては、運用が一巡し、安定稼働の見込みがついた。

今後は、利用率の更なる向上を目指し、ポータルでの情報提供の充実や他システムと

の連携を深める。 

・2015 年度理工学部が名古屋キャンパスに移転する。移転に伴い、PC 貸与業務等も名古

屋キャンパスで対応しなければならない。今後、より一層瀬戸キャンパスと名古屋キ

ャンパス間で連携を密にしていかなければならない。 

 

以上 
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2013 年度入学試験委員会自己点検・評価報告書 

 

入学試験委員会自己点検・評価委員会 

 

１．現状の説明 

入学試験委員会は、試験運営委員会、学力検査委員会、入学試験広報委員会、合否判定資料作

成委員会、入学者選考委員会、入学試験研究委員会（現在は休止中）を統括し、入学者選考に係

る各種事案を審議する。 

(1) 2014 年度入試における志願状況 

・ 一般入学試験の全志願者数は、23,202 名(昨年度比 4.1％減、995 名減)に留まった。 

内訳は、一般入試では 10,888 名（昨年度比 6.7％減、784 名減）、全学統一入試［個別

学力試験型］では 2,596 名（昨年度比 6.0％減、166 名減）、全学統一入試［センター

併用型］では 3,969 名（昨年度比 3.1％減、128 名減）、センター利用入試［前期 3 教

科型］では 3,852 名（昨年度比 5.7％増、208 名増）、センター利用入試［前期 5 教科

型］では 1,522 名（昨年度比 7.9％増、111 名増）、センター利用入試［後期］では 375

名（昨年度比 38.6％減、236 名減）である。 

・ 一般入学試験の志願者数については、過去 2番目（昨年度は過去 高）を記録したが、

一般入試、全学統一入試については志願者減となり、センター利用入試については志

願者増となっている。ただし、センター利用入試［後期］は大きく志願者数を減らし

ている。 

・ 昨年度入試（2013 年度入試）において、歩留率予測以上に入学辞退者が増えたことに

よって 5 学部において入学定員を満たさなかった。全学統一入試の導入に伴い、学内

併願率が上昇したことが要因と考えられるが、非入学者の一部に対してアンケート調

査を実施し、要因分析を行った。また、一般入学試験における歩留率を予測する統計

的シミュレーションに、学内併願率の上昇傾向を要素に加えた結果、一部の学部で入

学定員を僅かに満たさなかったものの、全体的には入学者を充分に確保することがで

きた。 

・ 推薦入学審査の志願者数については、指定校・学園内高校・カトリック系高校等と合

わせて、495 名（昨年度比 9.3%減、51 名減）となった。 

(2) 2014 年度入試における試験実施状況 

・ 2014 年度入試シーズンは全国的に大雪に見舞われ、追試験等の対応に追われる大学が

多かったが、本学においては大雪の影響はなかった。 

・ 昨年度入試において発生したリスニング放送事故を受けて、関係部署と詳細な原因調

査を行った。その結果、老朽化したアンプ装置が原因であると判断し、装置の入れ替

えを実施した。2014 年度入試においては、リスニング放送を無事に終えることができ

た。 
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・ 2014 年度入試においては、障がい等による特別な配慮の必要な受験者は 12 名に上った

が、大きな混乱もなく無事に措置することができた。 

・ 学力検査業務については、試験中における問題訂正も、試験終了後における出題ミス

もなく、またいずれの試験日においても選択科目間における平均点の差は既定の数値

に達することがなく、得点調整を実施することもなかった。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

・ 昨年度入試から実施している全学統一入試の導入効果や、この数年に渡るセンター

試験利用入試の合否決定プロセス改善により、志願者数は 2014 年度入試において

も過去 2番目を記録した。特に、今年度はセンター試験利用入試の伸び率が高くな

った。 

・ 昨年度入試における入学定員割れを受けて実施した非入学者調査については、本学

と他大学との併願関係の変化を主に調査したが、結果として特に大きな変化は起き

ていないことが判明した。したがって、入学定員割れの要因は全学統一入試導入に

伴う学内併願率の上昇により、歩留率が低下したと判断できる。歩留率予測の統計

的シミュレーションにこの結果を反映できたことは大いに評価できる。 

②改善すべき事項 

・ 推薦入学審査の志願者数の伸び悩みは、一般入学試験における定員確保を難しくす

る要因の一つである。 

特に、学園内高等学校推薦入学審査およびカトリック系高等学校等推薦入学審査に

ついては、志願者を増やす改善策が必要である。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

・ 学内併願率の上昇が、これから先の歩留率にどのように影響するのか、継続して検

証していき、例えば Web による出願方法などの導入を検討する際には、学内併願率

の上昇を考慮して歩留率の変化予測を行う必要がある。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

・ 学園内高等学校推薦入学審査の志願者を増やすため、継続的に学園内オープンキャ

ンパスを実施しているが、本学への進学を訴求するために新たな手段を検討してい

きたい。 

・ カトリック系高等学校等推薦入学審査については、制度設計も含め改善方法の議論

を深めていく。 

 

以上



 

- 295 - 

2013 年度入学試験広報委員会自己点検・評価報告書 

 

入学試験広報委員会自己点検・評価委員会 

 

１．現状の説明 

 入学試験広報委員会の 2013 年度の主な業務内容は以下のとおりである。 

（１）『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』『n-cast+（ブログ）』『クリスマスカード』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」（ダウンロード件数が 3,682（2012 年度は 3,353）） 

（２）大学展・進学相談会（東海 3県および重点地域）への参加（45 回、来場者 1,374 名

（2012 年度は 41 回、1,332））、上南合同入試相談会（2013 年 11 月 10 日）（74 名） 

（３）「学園内高校向けオーブンキャンパス」開催（5月 26 日）（318 名（2012 年度は 277

名）） 

（４）「高校教員対象説明会」開催（6月 12 日）（147 校、150 名参加（2012 年度は 140 校、

143 名）） 

（５）「オープンキャンパス」開催（7月 21 日）（名古屋キャンパス 5,394 名、瀬戸キャン

パス 713 名、計 6,107 名（2012 年度は 5,536 名、743 名、計 6,279 名）） 

（６）「受験者のための入試相談会」・「保護者のためのオープンキャンパス」（10 月 26 日）

（前者参加者人数 408 名、アンケート回収人数 219 名、後者 309 名、222 名（2012 年

度「1日体験入学会」672 名、保護者 254 名）） 

（７）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

136、近隣地域春 66、秋 100、業務委託春 22（2012 年度 121、春 64、秋 72、業務委託

なし）） 

（８）大学概要説明、模擬試験等への講師派遣、および大学見学の受け入れ（講師派遣数

143 件、大学見学件数 58 件（2012 年度は各々116 件、58 件）） 

（９）交通広告、新聞・雑誌等への広告掲出 

（10）大学広報戦略プロジェクト（学長室との連携） 

（11）その他（入試報告会（2013 年 10 月 1 日）（107 名（2012 年度 119 名）、学生スタッフ

登録者数 133 名（2012 年度 149 名）） 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

 2012 年度までと比較した大きな変更は、（６）の「受験者のための入試相談会」・「保護者

のためのオープンキャンパス」である。従来、10 月に「１日体験入学会」を開催し、3月

に「保護者のためのオープンキャンパス」を開催していたが、前者をより受験者に焦点を

絞った「受験者のための入試相談会」に変更し、後者の開催時期をこれに合わせて 10 月に

変更した。その結果、前者では、アンケート回収人数 219 名の内、既卒者 8名（1％）、高

校 3年生 182 名（84％）と、圧倒的多数の参加者が受験予定者となり、計画とおりの成果

があった。また、後者でも、アンケート回収人数 222 名）5段階の満足度での調査によれば、

満足度 5（高）30％、満足度 4（45％）と、比較的満足度が高かった。 
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 また、瀬戸キャンパスの名古屋キャンパスへの移転・統合公表に関連して、（７）秋の高

校訪問が増加した。様々な質問が出されることを予想して、「キャンパス統合に伴う想定問

答集」を作成した。入試会場として、札幌・仙台会場を新設したことに伴い、当該地区に

おける高校訪問の業務委託をしている。更に、従来から数が増えたものとして、（１）「受

験生向けスマートフォン対応アプリの提供」ダウンロード件数、（２）大学展・進学相談会

への参加、（４）「高校教員対象説明会」参加者がある。 

②改善すべき事項 

 主要 3入試志願者が、2012 年度 24,197 名から今年度 23,202 名と若干減少した。2011 年

度が 20,157 名であり、今までで 2番目に多い志願者があったことから、大きな問題という

ほどではないと考えられるが、１の内容を改善すると同時に、新たな工夫を検討していく。

個別の業務をみると、（５）「オープンキャンパス」への参加人数は、2013 年度は名古屋キ

ャンパス 5,394 名、瀬戸キャンパス 713 名であり、2012 年度の各々5,536 名、743 名と比較

すると、若干減少しているが、それ以前と比較すると、参加人数は多かった。瀬戸キャン

パスで好評であった学生企画を名古屋キャンパスにとり入れたことなどが、好評であった。

瀬戸キャンパスの名古屋キャンパス移転・統合にあわせて、「オープンキャンパス」におけ

る名古屋キャンパスの比重が大きくなると予想され、開催の仕方を検討する必要がある。 

  

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

 昨年から大きく変更した（６）「受験者のための入試相談会」・「保護者のためのオーブン

キャンパス」は、参加者数や満足度の点ではよかったが、他方、特に「保護者のためのオ

ーブンキャンパス」では、予想より参加人数が多く、途中から立ち見の方が出てしまった

ことから、2014 年度は、会場を変更する予定である。 

 また、キャンパス移転・統合との関係で作成した「キャンパス統合に伴う想定問答集」

も、状況に応じてバージョンアップしていく。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 瀬戸キャンパスの名古屋キャンパス移転・統合に伴い、（５）「オープンキャンパス」に

ついては、名古屋キャンパスの比重が大きくなることから、2014 年度は新たな準備を着実

に行うとともに、将来的には、複数日開催の日程も視野に、開催方法について検討してい

く。 

 今後、受験予定者にとって、大学の Web 等の重要度が高くなることが予想されるので、

情報提供や活用のあり方を検討する。（11）その他として、地方出身の学生スタッフの拡大

や、より多くの場面での学生スタッフの活用をしていきたい。 

 

以上



 

- 297 - 

2013 年度試験運営委員会自己点検・評価報告書 

 

試験運営委員会自己点検・評価委員会 

 

１．現状の説明 

 試験運営委員会の 2013 年度の主な内容は以下のとおりである。 

 （１）試験関係予算案の作成 

（２）入学試験要項の作成 

 （３）試験監督の割当および監督者説明会の実施 

    大学入試センター試験監督者説明会（12 月 18 日） 

    一般入試［短期大学部］監督者説明会（1月 27 日） 

    一般入試・全学統一入試監督者説明会（2月 3日） 

（４）出願受付・出願資格書類等の確認 

 （５）試験実施準備、試験実施 

    ＡＯ入試（10 月 5 日）、推薦入試等（11 月 23 日）、 

大学入試センター試験（1月 18 日、19 日）、全学統一入試（2月 7日） 

    一般入試（2月 1日、9日～13 日）、編入学転入学・転部転科試験（2月 25 日） 

（６）特別に配慮を要する受験者の対応 

（７）合格発表準備、合格発表 

       ＡＯ入試（1次：9月 6日、2次：10 月 17 日）、推薦入試（11 月 29 日） 

    一般入試、全学統一入試、センター利用［前期］入試（2月 6日、20 日） 

   追加合格、編入学転入学・転部転科試験（3月 5日） 

   センター利用［後期］入試（3月 12 日） 

（８）大学入学者選抜大学入試センター試験連絡協議会への参加 

入試担当者連絡協議会 

    第 1 回（8月 21 日）、第２回（12 月 11 日） 

試験場設定大学連絡協議会（10 月 16 日） 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

（３）（５）昨年度の本学における大学入試センター試験での事故を踏まえ、今年度は監

督者説明会の実施時間を３０分延長した。昨年度の事故の原因は、監督者間での時

計のずれと相互確認が足らなかったためであり、従来時報を音声で流すのみであっ

た監督者の時計合わせを、時刻を大きくデジタル表示させることで視覚でも確認で

きるような方法に変更し、説明会においても監督者相互で確認を行った。また、説

明時間が増えたことにより、実際に試験で使用する様式を監督者の手元に配付する

等、より丁寧な説明を行うことが可能となった。結果、今年度は再試験に繋がるよ

うな大きな事故は発生しなかった。 

（６）今年度は受験に際して配慮を必要とする受験者が多数いた（推薦入試、一般入試合

計１６名）。試験当日に急遽別室を用意しなければならない場面も連日のようにあ
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ったが、問題なく対応することができた。試験運営委員業務経験者が委員に多数い

たことや、事前に当日別室が発生した場合の対応について確認を行ったことが理由

だと考えられる。 

②改善すべき事項 

（３）（５）大学入試センター試験の「理科」、２科目受験者試験室において、監督者がセ

リフを読み飛ばす事故が発生した。大学入試センターと協議の上、迅速に対応した

ため大きな事故とはならなかったが、次年度は、監督者業務の留意点として今回の

事故を例としてあげることで注意喚起する必要がある。 

（５）試験当日、試験室内の雨漏りや机の不具合等、施設面での問題が多々発生した。関

係課室と相談し、新棟を試験室として使用することも含めて検討が必要である。 

（２）（６）受験の際の特別措置申請を出願後に行う受験者が多く、その結果、当日別室

が連日発生した。事前に判明しているような内容については、必ず出願前に申請す

るように受験者に案内する必要がある。現在、入試要項に明確に期日の記載はされ

ていないが、「出願前」等の具体的な期日を設ける必要がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

（３）次年度も説明会の実施時間は２時間３０分とし、時計合わせの方法については次年

度も引き続き同じ方法で行っていく。更に、質疑応答の時間を十分に確保する等、

丁寧な説明を心がけたい。また、次年度からは説明会中に適宜運営委員が巡回する

ことで、監督者の質問に適宜対応できるような体制をとりたい。 

（６）委員は２年任期であるため、経験者から１年目の委員に業務内容を引きつぎ、突発

的な事案が発生した場合に冷静に対応できる体制を維持していきたい。各種業務に

対する事前の確認は、次年度以降も引き続き丁寧に行うこととする。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 （３）次年度の大学入試センター試験監督者説明会では、今年度発生した事故について

紹介し、注意喚起を行う。また、監督要領に記載されている各々の担当試験室・

科目のセリフを監督者にマークさせる等の指示を徹底することで、セリフを読み

飛ばす事故の再発防止に努める。 

 （５）今年度不具合が発生した箇所はすでに修繕済みであるが、次年度の試験前に再度

担当課室に施設点検を依頼することとする。Ｂ棟、Ｒ棟については、受験者以外

の出入りの制限を行うことが難しい等の課題点や利便性を考慮しながら、現在使

用している試験室との入れ替えを検討していきたい。 

 （２）（６）骨折等の突発的な事案を除き、出願前の申請を原則とした上で、申請者に対

して受験上の配慮を行うこととする。入試要項「受験の際の特別措置申請につい

て」の文言は、受験上の配慮が必要な受験生は出願前の申請が原則であり、出願

後の申請では受験の際に十分な配慮ができない場合がある旨を追加し、修正する。 

 

以上
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2013 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自己点検・評価委員会 

 

１．現状の説明 

(1) 大学院入学試験委員会の管掌事項 

大学院入学試験委員会は、大学院入学試験運営委員会を統括し、大学院入試における①入学試

験問題などの作成に係る事項、②「入学試験要項」その他の編集、③志願者手続きに要する書類、

様式の決定、④試験監督の割当の計画・その他試験監督に関連する諸事項、⑤受験者の受験に直

接関連する保健衛生の管理、⑥試験関係予算案の作成、⑦試験実施に関するその他の事項、につ

いて審議する。 

(2) 2014 年度入試における志願状況 

・ 博士前期課程・修士課程の全志願者は、129 名（昨年度 108 名）となり、合格者は 109

名となった。 

・ 博士後期課程の全志願者は、4名（昨年度 11 名）となり、合格者は 4名となった。 

・ 専門職学位課程のうち、ビジネス研究科の志願者は、20 名（昨年度 32 名）となり、合

格者は 20 名となった。 

・ 専門職学位課程のうち、法務研究科の志願者は、30 名（昨年度 77 名）となり、合格者

は 14 名となった。 

・ 博士前期課程・修士課程の志願者数は増やしたものの、専門職学位課程はいずれも大

きく志願者を減らす結果となった。 

・ いずれの研究科においても、入学定員を満たすことができない状況である。 

(3) 2014 年度入試における試験実施状況 

・ 秋季試験：7月 6日（土）（理工学、数理情報研究科のみ、瀬戸キャンパスで実施） 

9 月 14 日（土）、15 日（日） 

・ 春季試験：2月 22 日（土）、23 日（日） 

・ 法務研究科：A日程 8月 31 日（土）、9月 1日（日） 

      B 日程 9月 21 日（土）、22 日（日） 

      C 日程 11 月 9 日（土）、10 日（日）（志願者 0名のため試験実施せず。） 

      D 日程 1月 11 日（土）、12 日（日） 

・ 社会科学研究科としての入学試験は初年度を迎えた。総合政策学専攻は、昨年度入試

まで前身の総合政策研究科総合政策専攻としての入学試験を瀬戸キャンパスで実施し

ていたが、2014 年度入試より名古屋キャンパスで実施することとなった。 

(4) 大学院入試相談会実施状況 

・ 大学院入試および各研究科における教育・研究内容を訴求するために、年 2 回大学院

入試相談会を実施し、次のとおり参加者があった。 
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第 1 回（2013 年 7 月 27 日）：79 名（昨年度 96 名） 

第 2回（2013 年 12 月 14 日）：45 名（昨年度 42 名） 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

・ 法務研究科について、2014 年度入試における志願状況を勘案し、次年度入試の試験

日および入学手続期間を繰り上げる必要があった。試験日を繰り上げるためには学

内の学事日程の調整も必要であるが、入学手続期間の繰り上げには学納金の機関決

定の時期を変更する必要があった。結果的に、前年度 3月までに次年度の学納金に

ついて機関決定することが決まり、原案どおり法務研究科の試験日および入学手続

期間を定めることができた。更に、従来の入試要項には学納金に関する記述は前年

度情報を参考として載せるに留まっていたが、次年度入試要項より正規の学納金情

報を載せることができ、受験生に対して正確な情報を届けることができるようにな

った。 

②改善すべき事項 

・ 専門職学位課程のビジネス研究科と法務研究科の志願者数は、ともに昨年度から大

きく減らし、両研究科とも 2014 年度より入学定員を引き下げたにもかかわらず未

充足の状態である。志願者数を増加させるための抜本的な改善が必要である。 

・ 大学院入試説明会の日程について、入試日程と連動できていない現状があり改善が

必要である。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

・ 大学院入試については、志願者確保のためにも試験制度について柔軟な対応が必要

となる。今後も必要な措置については積極的に改善していくよう関係部署に働きか

けていく。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

・ 法務研究科については、入学検定料を大幅に引き下げ、更に試験日を繰り上げる対

応を実施し、受験者への訴求力を高めていく改善をする。ビジネス研究科について

は、広報効果の高い広告媒体への出稿を検討する。 

・ 大学院入試説明会の日程について、第 1回目は従来の日程より 1ヶ月半繰り上げる

こととし、7月に実施する理工学研究科および法務研究科の試験日に対応する。第

2回目の日程については、個別の入学審査の日程を考慮し、改善策を継続的に検討

する。 

 

以上
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2013 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自己点検・評価委員会 

 

１．現状の説明 

（1）大学院入学試験運営委員会の役割  

大学院入学試験運営委員会は、「南山大学大学院入学者選考規程」第 7条に基づき大学

院入学試験実施に必要な諸般の準備および実行に関連する一般事務を所管するため、大学

院入学試験委員会の下に置かれている。 

また、同規程第 10 条に基づき、「入学試験要項」等の編集、志願者手続に要する書類・

様式の決定、更には試験実施に関する事項などを審議している。これらに加えて、次年度

の入学試験実施に係る日程や種別の決定、大学院入学試験に関する広報活動等についても

審議を行う。委員会は、通常、年に 2度（11 月と 2月）、開催される。 

（2）2013 年度の委員会審議について 

2013 年度の委員会審議は、社会科学研究科新設に伴う入試実施に向けて、文部科学省

の定めるタイムスケジュールにあわせつつ入学試験要項等を適切に作成すること、また

2014 年度 4月設置に向けて理工学研究科博士後期の入学試験要項等の作成準備を行うこ

となどが中心となった。加えて、2015 年度入試、法務研究科に関する入試種別・日程の

変更や入学手続期間の変更、更には理工学研究科の入学手続期間の変更などについても審

議した。 

（3）2014 年度入試における試験実施状況について 

秋季試験： 

2013 年 7 月 6 日（土）（理工学、数理情報研究科のみ、瀬戸キャンパスで実施） 

2013 年 9 月 14 日（土）、15 日（日） 

春季試験： 

2013 年 2 月 22 日（土）、23 日（日） 

法務研究科： 

A 日程 2013 年 8 月 31 日（土）、9月 1日（日） 

 B 日程 2013 年 9 月 21 日（土）、22 日（日） 

 C 日程 2013 年 11 月 9 日（土）、10 日（日）（志願者 0名のため試験実施せず。） 

 D 日程 1月 11 日（土）、12 日（日） 

（4）2013 年度の広報活動等について 

2013 年度の大学院入試説明会は、第 1回を 7月 27 日（土）に、第 2回を 12 月 14 日に、

それぞれ開催した。参加者へのアンケートによれば、「参加して良かった点」という質問

に対し、「南山大学大学院への志望度が高まった」という回答が 14％（複数回答可）ほど

になっていた。 
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２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

 名古屋キャンパスで実施された 2014 年度秋季入学試験においては、台風 18 号が試

験 2日目の 9月 15 日（日）未明に上陸するとの予報があり、受験生の安全な帰宅を確

保するため、試験時間の繰り上げ措置を講じた。当初の予定終了時間より 60 分早めた

試験時間割に変更し、対象者の受験者 4 名には受付での口頭説明および試験室での板

書により周知を図った。試験は無事終了し、台風上陸による影響を 小限に留めるこ

とができた。 

②改善すべき事項 

  2013 年度大学院入学試験志願者が前年比 16％ほど減少しており、大学院入試説明会

も、第 1回と第 2回の合計参加者数が前年比で 10％ほど減少している。志願者数を増

加させることは、大学院入試にとって喫緊の課題である。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

  今後も予測できるリスクに関しては、受験者の安全確保を第一優先とし、対応方法に

ついて迅速な判断ができるよう関係者と緊密な体制を構築していく。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

   大学院入試説明会の参加人数の増減と、志願者数の増減には相関関係があると言わ

れている。次年度は、大学院入試説明会の日程を変更し、第 1回の説明会を今年度よ

りも 1カ月半ほど繰り上げ、6月中旬に実施する。従来と同様、7月下旬の開催とした

場合、法務研究科の A・B日程と理工学研究科の秋季試験の出願期間に間に合わず、志

願者への告知期間が短くなる。日程を繰り上げることにより、大学院入試説明会での

動員を増やし、志願者数の増加を狙っていきたい。また、大学院入試説明会の動員を

増やす施策として、キャリア支援室との連携を強化し、大学院進学希望生に対し情報

提供を積極的に行っていく。 

 

以上



 

- 303 - 

2013 年度年度予算委員会自己点検・評価報告書 

 

予算委員会自己点検・評価委員会 

 

１．現状の説明 

予算編成は、大学評議会規程第６条の審議・議決事項として「大学予算の原案に関する

事項」として規定されており、この予算原案のための調整機関が予算委員会である。予算

委員会では、大学の事業計画に基づき、各課室から提出された業務計画案や予算申請書を

精査・調整し予算原案の素案を作成する。予算原案の素案は、大学評議会に諮られ、大学

予算原案として決定され、理事会に提出される。 

本委員会は、第 1回委員会（2013 年 5 月 14 日開催）において、以下のとおり 2013 年

度方針を承認し、2013 年度は計 7回の委員会を開催した。 

【2013 年度予算委員会方針】 

（1） 南山大学国際化推進の更なる充実のための資金確保 

（2） 施設設備整備のための資金確保 

（3） 中長期的な施設設備整備計画の検討 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

本委員会では、理事長の「2013 年度予算編成方針」に対応した予算編成を行うよう

審議を重ね、特に経常費においては概算枠を設定して収支均衡をはかり、不必要な予算

申請を抑制し、より一層の精査をおこなった。また、臨時費、事業費においては、まず

事務部長会議で繰り返し精査し、原案を作成した上で、本委員会において審議を行った。

こうした精査方法は学内各部署においても十分認識されており、構成員が大学財政の健

全性を意識する基礎となっている。 

また、2013 年度に学納金改定の検討時期について見直しをおこない、2012 年度まで

の「改定年度の前年度９月開催の学園理事会で決定する」を「改定年度の前々年度３月

開催の学園理事会で決定する」と変更した。この変更により、大学案内および 11 月入

試要項（4 月～7 月に作成）への学納金の掲載（従来は参考として前年度分学納金を掲

載）や、７～８月実施の大学院入学審査合格者の入学手続き期間の前倒し設定（従来は

手続き期間を学納金正式決定後に設定）を行うことが可能となり、入試広報・入学者確

保の観点から効果が期待される。 

②改善すべき事項 

本委員会における第一の責務は「予算編成」であるため、単年度予算編成に議論の重

点が置かれており、中長期的な財政計画の検討が不十分である。中長期の資金計画は、

当初予算編成時に策定しているが、現状の収支状況に基づいて、 低限想定しうる要因
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を考慮しているに過ぎない。2011 年度から、現行の「消費収支計算の財務シミュレー

ション」に「資金収支計算の財務シミュレーション」を加えたことにより、中長期の資

金変動を意識できるようになったものの、具体的な中長期資金計画策定の取り組みは不

十分であり、今後の課題である。 

概算枠制度は十分に周知されており、必要度の低い予算申請を排除するという効果は

見られるものの、現在の概算枠は前年度当初予算を基礎とした金額であり、補正予算の

状況や数年間の経年変化が考慮されていないという課題がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

本委員会方針(2）「施設設備整備のための資金確保」について、グランドデザインの

実現に向けて、2010 年度から 2015 年度まで、第 2 号基本金に毎年 10 億円の組入れを

続け、この基本金がキャンパス移転の原資になっている。 

また、名古屋キャンパスの既存建物は、1964 年のキャンパス移転当時からの建物が

多く残っており、キャンパス移転事業と並行して既存建物の整備計画が検討されている。

この整備計画実現に向けての資金確保が必要になり、2016 年度以降の組入計画につい

て、具体的な金額を検討する予定である。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

現行の概算枠制度は単年度予算編成という点では、十分に効果は見られるものの、中

長期資金計画の策定という点では、概算枠制度の修正または新たな制度の検討が必要と

考える。 

また、本委員会方針(1）「南山大学国際化推進の更なる充実のための資金確保」につ

いて、予算編成時に国際化推進に関連する事業計画を優先的に予算化しているが、国際

化推進のための新たな資金確保の方策が不十分であり、今後の努力が必要となる。今後、

概算枠を提示する時期の変更や、前年度補正予算や数年間の経年変化を加味した内容に

するなど、新しい概算枠制度の実現を目指したい。 

 

以上 
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2013 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自己点検・評価委員会 

 

１．現状の説明 

本年度は以下のとおり、委員会を 9回開催した。 

(第 1 回) 4 月 8 日開催 

 ・J 棟 1階部長室を学事部長室から会議室への用途変更を承認 

(第 2 回) 5 月 20 日開催 

 ・教員研究室（第 2研究室棟 3階 301）の 1年間入試業務での使用を承認 

 ・人類学博物館内装工事の概要および業者選定手続きを承認 

(第 3 回) 6 月 17 日開催 

・キャンパス構想 WG を設置しキャンパス構想について検討することを承認 

 ・名古屋キャンパスの LED 化を承認 

(第 4 回) 9 月 9 日開催 

 ・キャンパス構想の基本方針について検討・・・継続審議 

(第 5 回) 9 月 10 日開催 

 ・キャンパス構想の基本方針と開発計画について承認 

(第 6 回) 9 月 16 日開催 

 ・名古屋キャンパス新棟建設概要および業者選定について承認 

(第 7 回) 11 月 25 日開催 

 ・科研費補助金に係る研究室（R棟 7階 718）の使用について承認 

 ・キャンパス構想に係る評価項目等について承認 

(第 8 回) 1 月 27 日開催 

・本部棟事務室の用途変更（将来構想推進室、入試課資料室・作業室）を承認 

(第 9 回) 3 月 10 日開催 

・教員研究室（R棟 7階 717）の 3年間国際センター設置準備委員会での使用を

承認 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

承認した案件の中で、主に効果が上がったものは以下のとおり。 

(1) 名古屋キャンパスの LED 化 

2012 年から取り組んだ学内照明機器の LED 化を 2013 年度も継続し、キャンパス全体の

LED 化を推進することができた。結果、年間約 130 万 kwh の電力利用量の削減が見込ま

れる。2013 年度電力利用量（実績）は 2012 年度 LED 化の効果から過去数年に比べおよ

そ 60 万 kwh（約 1200 万円）の節電を実現することができた。 

(2) キャンパス構想 WG によるキャンパス構想の基本方針作成 

キャンパス構想 WG から提出されたキャンパス構想の基本方針を吟味することで、今後

のキャンパスマスタープランの骨格を確かにものにすることができた。 
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②改善すべき事項 

本委員会は、キャンパス構想 WG の原案（基本方針、開発計画、新棟建設概要）や施設

の用途変更等の承認行為が主な役割となり、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ることになった。新棟建設等将来構想に関することは、将来構想委員

会に委ね、本委員会としては、既設建造物や既設設備・施設の整備等を通して教育研究環

境を改善する整備計画を中心に、計画立案から整備推進の具体化までの役割を担うことが

必要である。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

照明の LED 化についてはほぼ完了し、今後建築する建物の照明も LED 化を進めているの

で、LED 化の発展方策は特に必要としないが、省エネ化という範囲でとらえると、空調設

備の老朽化によるエネルギー消費は問題であり、省エネ対応空調機器への計画的な入替や、

中間期等運転期間の見直しが必要である。 

キャンパスマスタープランが 2014 年度から具体化していくので、教育研究の利用環境

だけでなく、エネルギー利用面からも推進する。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

既設建造物や既設設備・施設の整備は本学としての重要案件である。特に築 50 年を迎

えるレーモンド建築物については、学生や社会に対して、単なる老朽建造物ではなく貴重

な財産であること、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。 

 

以上 
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2013 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自己点検・評価委員会 

 

１．現状の説明 

2005 年 4 月に全面施行された個人情報保護法を受けて、本学はプライバシー保護と基

本的人権の尊重の観点から、収集し保有し利用に供しているすべての個人情報を、適正に、

大限の配慮をもって取り扱うために、「南山大学個人情報保護に関するガイドライン」、

「南山大学個人情報保護に関する規程」、「南山大学個人情報保護委員会規程」、「南山大学

個人情報苦情処理委員会規程」を制定した。 

 ①南山大学における個人情報保護に関する取り組み 

   個人情報保護に関する取り組みについてパンフレットを作成し、全学生および全職   

員に配布した。新入生については、入学式前後の各種ガイダンス内でパンフレットを

配布のうえ、個人情報保護委員会事務局を担当する学長室長により、個人情報保護に

ついてのガイダンスを実施した。昨年度と同様、英語版のパンフレットも作成し、外

国人教育職員および留学生に配布した。 

 ②職員研修 

   4 月に実施された新任用教育職員の研修会において、個人情報保護委員会委員長であ

る副学長（総務担当）から本学における個人情報保護の取り組みについて説明を行っ

た。また、事務職員を対象とした新採用者ガイダンス（3月）では、個人情報保護委員

会事務局として学長室長が説明を行った。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

  個人情報の取り扱いについて、疑問が生じた場合は、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。 

②改善すべき事項 

  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。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

  大学構成員に対して、個人情報保護への意識向上を目的として、『個人情報保護に関

するパンフレット』の配布、ガイダンスの実施など、全学的な個人情報保護の啓蒙を継

続して行う。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

   『南山大学個人情報取扱特記事項』の制定についての経緯を確認するとともに、現

在の実情に則した内容に改正できるか検討する。 

以上
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2013 年度兼業審査委員会自己点検・評価報告書 

 

兼業審査委員会自己点検・評価委員会 

 

１．現状の説明 

  本委員会は、本学職員の兼業状況に関する取扱について定めるとともに、大学として

適正な業務管理の観点から職員の兼業状況について把握することを目的として制定され

た「南山大学兼業規程」に基づき、職員の兼業の申請および承認等について審議するた

めに、2005 年 4 月に設置された。本委員会は、学外委員会委員、各種講演会講師などの

社会貢献活動を全学的に把握することも目的の一つとしており、職員が各自で届け出る

ことにより、現状を把握している。 

 （１）兼業申請の手続き 

    兼業の種類を 5種類に区分し、教育職員が直接申請書を提出し、学科長（ビジネ

ス専攻および法務専攻所属教育職員は専攻主任）、学部長（ビジネス専攻および法務

専攻所属教育職員は研究科長）の確認を得た後、本委員会で審議し、副学長（総務

担当）が決裁する。事務職員等については、課室長、部長の確認を得た後、学園事

務職員等人事委員会で審議し、大学事務部長が決裁する。ただし、『出講の兼業（団

体等の依頼による講演会の講師等で出講すること。ただし、学会の依頼による講演

を除く。）』、『その他の兼業』に該当するものは、届出によって申請に代えることが

でき、後日委員会で報告することとしている。 

 （２）委員会の開催 

    兼業申請は、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。2013 年度は、その範囲内で判断できる事例と判断し、委員会の開催

には至らなかった。申請・届出研修は以下のとおりである。 

学部・研究科等 申請件数 届出件数 合 計 

人文学部 ３０ ４５ ７５ 

外国語学部 １０ １７ ２７ 

経済学部 ６ ２ ８ 

ビジネス研究科 ２ ２３ ２５ 

経営学部 ２ １０ １２ 

法務研究科 ７ １３ ２０ 

法学部 ６ １８ ２４ 

総合政策学部 ２８ ３１ ５９ 

情報理工学部 ４ ２２ ２６ 

短期大学部 ６ ３ ９ 

英語教育センター ５ ０ ５ 

教職センター １ ５ ６ 

外国人留学生別科 ０ ０ ０ 

事務職員 ０ ２ ２ 

合 計 １０７ １９１ ２９８ 

＊決裁時期により、年度をまたぐ申請・届出も含む。 
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２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

  兼業申請書および兼業届出書の提出については、全学的に理解が得られており、定着

してきている。 

②改善すべき事項 

  申請書ならびに届出書の記入方法について、問い合わせがある。よりわかりやすい様

式に変更することを検討する必要がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

  引き続き、兼業の目的・必要性をについて、全学的に周知していく。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

   申請書ならびに届出書の様式を見直すこと、記入方法のマニュアル等の作成を検討

する。 

 

以上
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2013 年度自己点検・評価委員会自己点検・評価報告書 

 

自己点検・評価委員会自己点検・評価委員会 

 

１．現状の説明 

2013 年度は、認証評価関連審議を行う必要があり、例年より開催が 1 回多く合計 7 回の

委員会が開催された。南山大学の建学の精神を実践し、教育研究水準の向上を図り、社会

的責務を果たすために、教育研究および管理運営等に関する自己点検・評価活動を実施し

た。2013 年度に本委員会が管掌し、遂行した主な事業は次のとおりである。 

①「自己点検・評価報告書」、「『学生による授業評価』のまとめ」、「研究活動報告」の刊行 

②①の各報告書に関する自己点検・評価委員会委員による評価報告書の作成 

③『学生による授業評価』実施(年 2回) 

④大学院・留学生別科の授業評価 

⑤日常的授業参観推進 

⑥FD 活動支援 

⑦高大連携(講師派遣､本校訪問､模擬授業) 

⑧大学認証評価受審 

⑨法科大学院（法務研究科）認証評価受審 

⑩短期大学部第三者評価受審 

⑪ビジネス研究科ビジネス専攻 2015 年度認証評価受審機関の審議 

⑫社会科学研究科 3つのポリシー審議 

⑬理工学部 3つのポリシー審議 

⑭国際地域文化研究科国際地域文化専攻博士後期課程「カリキュラム･ポリシー」の改正 

⑮自己点検・評価規程の改正 

⑯シラバス記載項目の見直し 

⑰「学生による授業評価」アンケートの設問項目追加審議 

⑱外部評価規程改正 

 このうち、「大学認証評価」、「法科大学院（法務研究科）認証評価」および「短期大学部

第三者評価」については、今年度それぞれの評価機関による評価員の実地調査を受け、2014

年 3 月にともに適格認定を受けることができた。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

 2013 年度は 2011 年度から準備を開始した大学評価の受審年度を迎え、自己点検・評価委

員会委員を中心とし各学部・研究科が、教育研究を中心とする大学の諸活動に対して、自

己点検・評価を行い、更には質の向上を図る内部質保証（PDCA サイクル）の仕組み作りに

取り組んだ。 

②改善すべき事項 

 大学評価結果「南山大学に対する大学評価（認証評価）結果」の中に、本委員会活動の

一つである『「自己点検・評価報告書」評価報告書』に対し「各委員からの論評が掲載され

ているにすぎず、委員会として点検・評価を行った結果とはいいがたい」という指摘を受
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けた。厳しい指摘ではあるが、外部からの評価として受け止め、今後改善してゆかなけれ

ばならない。 

 また本委員会は、文部科学省の各種プログラム事業への申請審議も管轄しているが、2013

年度は応募をすることができなかった。原因としては近年の傾向である文部科学省の申請

可能なプログラム事業の採択件数の減少に加え、大学評価受審への対応による業務量増加

が挙げられる。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

 大学評価受審の結果、適合と認定された今回の大学評価ではあるが、大学基準協会から

受けた提言については真摯に受け止めていく。また示された課題については、各学部・研

究科毎に今後立てられる方策や取り組み対し適宜本委員会でも検証を行い教育・研究を中

心とする大学の諸活動における質の保証に繋げていく。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 『「自己点検・評価報告書」評価報告書』については、評価活動の方法を見直すために委

員会での議論を行うことが急務である。 

 文部科学省のプログラム事業申請については、応募が可能な新規プログラム数が少ない

状況ではあるが、引き続き新規プログラム事業の情報収集と社会の動向を捉え、学内への

情報提供に努め、教育職員に対し積極的な応募を呼び掛けていくよう努めていく。また、

事務部門においても、事務部長会議において補助金獲得に向けた対応について協議が行わ

れており、教員と事務の協働で全学的に取り組んでいく必要がある。 

 

以上



 

- 312 - 

2013 年度外部評価委員会自己点検・評価報告書 

 

外部評価委員会自己点検・評価委員会 

 

１．現状の説明 

 外部委員評価員会は、2004 年度から活動が始まり、これまで以下のテーマで開催されて

きた。 

2004 年度「南山大学の教養教育について」 

2005 年度「南山大学の外国語教育について」 

2007 年度「南山の国際性について－世界から選ばれる大学を目指して－」 

2009 年度「南山の一貫教育について」 

2012 年度「南山の情報教育について」 

 本委員会制度は、本学の教育･研究活動等の質的向上と発展を期して、学外における有識

者の評価と提言を受けるために設けられたものである。2005 年度からは、おおよそ隔年ご

とに開催することとしている。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

 2009 年度の実施された「南山の一貫教育について」に関しては、本委員会による評価の

後、南山学園内でもこの点に関する重要性の認識が高まり、小学校から大学までのすべて

の学校レベルで、かつ様々なチャンネルで、連携・提携が進んでいる。とりわけ、学園内

高校から南山大学への推薦入学審査においては、男子部および女子部から志願者につき人

数の総枠は維持するものの、従来、課されていた成績基準を撤廃することとした。高校長

が責任をもって生徒を推薦し、大学は、これに応えてそれをそのまま受け入れることとし

た。初等教育から、中等教育そして高等教育に至るまで、チーム南山で教育にあたるとい

う意識が、学園内に確立されたといえる。 

 また、2012 年度のテーマ「南山の情報教育について」については、本委員会で提言を受

けた直後に「情報環境整備ワーキンググループ」が組織され、2013 年度 4月にはこのワー

キンググループより南山の情報教育に関する報告書が提出された。それを受けて、その後、

「南山大学情報環境ポリシー」が作成された。更に続いて、2013 年 6 月には情報センター

の設置に向けたワーキンググループが組織され、10 月には本学における情報教育に対する

提言（中間報告）が出され、情報教育環境の整備に向けての歩みが着実に進んでいる。 

 ②改善すべき事項 

 本委員会の運営に関しては、実際には委員会規程と異なる運用を行ってきた。これは、

本委員会からの助言・提言を、より実効的な形で大学運営に取り込むための微調整である

が、規程との食い違いはあまり望ましいことではない。前述した数年おきの開催もその例

の一つである。そこで、2013 年度の年度末に、運用実態に即した形で規程を改正した。 

とはいえ、本委員会の 善の形については、今なお手探り状況にあるのも事実である。

PDCA サイクルを機能させ、より望ましい形態にしていくことが重要である。 

南山の一貫教育については、前述したような成果が上がっているものの、そうした施策

が、本年度の南山高校男子部および女子部からの志願者数に直接の影響を及ぼしているわ



 

- 313 - 

けではない。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①効果が上がっている事項 

 「南山の情報教育について」については、10 月に提出された情報センター設置ワーキン

ググループの中間報告後の意見聴取後に修正された報告書が、2013 年度末に改めて作成さ

れ、2014 年度以降情報センター設置に向けた具体的な検討が更に進む予定である。 

 ②改善すべき事項 

 南山学園における一貫教育のあり方については引き続き、学園内連携推進協議会と具体

的な成果を生む形で議論を展開していく。学園内の南山国際高校と聖霊高校からの推薦入

学審査手続についても、両校と協議をしつつ、改善を図っていく予定である。 

 

以上 
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2013 年度 FD 委員会自己点検・評価報告書 

 

FD 委員会自己点検・評価委員会 

 

１．現状の説明 

 本委員会は、「人間の尊厳のために」をモットーとする南山大学の建学の理念に基づき、

教育活動の質的向上と発展を期して、ファカルティ・ディベロップメント活動の運営およ

び今後のあるべき方向を検討するため、2005 年に南山大学自己点検・評価委員会のもとに

設置された（根拠資料 南山大学ファカルティ・ディベロップメント（FD）委員会規程）。

それ以来、個々の授業の教授内容、教授方法、教育設備、教育環境などについて、学生の

目線に立ってその適切性を継続的に検証していくこと等を通じて、教育活動の更なる改善

につなげ、また教員の資質の向上を図ることを目的・目標として、活動してきた。 

 本年度も、年度初の活動計画に基づき（根拠資料 南山大学 Web ページ（FD 活動計画・

活動方針）http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/kenkyu/kyoken/fd/gaiyo/2013hoshin.html）、

「学生による授業評価」の実施を推進し、「評価」結果を教員にフィードバックして、教員

から「学生による授業評価」自己点検・評価報告書の提出を求めた。また、教員の教育活

動の資質向上を図るため「日常的授業参観」の促進を図った。更に各 FD 委員を通して各学

部・学科の FD 活動の取り組みを支援した。本委員会の企画としては、就職委員会およびキ

ャリアサポート委員会との合同で、全学の教員向けに就職関連 FD企画を実施した。加えて、

学生交流センター主催「南山の授業について話そう」の企画を共催した。 

 なお、以上の諸活動は、南山大学自己点検・評価委員会へ付議し、その決定に従って実

行にあたっている。また本委員会の管掌事項が教員・学生や大学施設など多方面に関係し

ているため、教育・研究支援事務室をはじめとする大学職員の全面的な協力を得て実施さ

れている。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

 「学生による授業評価」については年度初めに実施率 100％を目標にかかげ、実施へ向け

ての教員の意識を喚起した。その結果、授業評価のアンケートの実施率は、春学期は該当

する科目の 99.83％（586／587 科目）、秋学期は 99.47％（560／563 科目）となり、今年度

も目標をほぼ達成することができた。 

「学生による授業評価」のアンケート結果を総括し、教員や学生にフィードバックさせ

ることは本委員会の重要な責務であり、総括については、「『学生による授業評価』のまと

め」の巻頭言として、アンケート結果の分析、過去のデータとの比較、今後への提言を行

い、Web 上においても閲覧に供している（根拠資料 南山大学 Web ページ(各種評価活動 学

生による授業評価結果の概要) http://www.nanzan-u.ac.jp/Menu/hyoka.html）。 

授業の質を高めることを目指して、各授業で学生がどのような力を身に付けることがで

きるかを明示するために、各授業のシラバスに「到達目標」を明記することが自己点検・

評価委員会で決定された。本委員会では到達目標の具現化と達成について「学生による授

業評価」で測定できるように、新たな項目の検討を行った。そして、2014 年度から 2項目
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を追加する案を自己点検・評価委員会に提案し、自己点検・評価委員会において承認され

た。 

  ②改善すべき事項 

 本学の FD 活動は、「学生による授業評価」アンケートの実施と全学および各学部主催の

FD 研修会が中心となっている。年度初の活動計画（根拠資料 南山大学 Web ページ（FD 活

動計画・活動方針）http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/kenkyu/kyoken/fd/gaiyo/2013hoshin.html）

で挙げられた活動のうち、日常的授業参観は報告された実績数が非常に少なく、活発に行

われているとはいえない。また、学科等の各単位で展開される FD 活動は、活動の頻度が学

科によって差があり、更なる活性化が望まれる。 

 また、本学の FD 活動は本委員会による教職員主導で行われている。 近、学生による FD

活動が様々な大学で行われ、学生が主体的に授業改善にかかわっていく取り組みがなされ

ている。本学においても学生による FD 活動の導入を検討する必要がある。 

  

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

 「学生による授業評価」は、従来の 18 項目に加えて、2014 年度より試行的に 2項目が追

加されて、計 20 項目で実施される予定である。評定平均値の経年変化を検討するために、

従来から用いられている 18 項目は、2006 年度春学期以降変更がなされていない。今後、設

問項目の整理や見直し、改善が必要とされる。 

 また、「学生による授業評価」の経年変化について、設問 4～18 の評定平均値が 2006 年

度より毎年漸進的に上昇してきたが、2013 年度秋学期の評定平均値は前年度に比べて僅か

ながら下降した（根拠資料 2013 年度秋学期「学生による授業評価」のまとめ 巻頭言）。

全学の平均値が他の項目に比べて低めなのは、学生の学習意欲を引き出し、主体的に学ぶ

ことを促進する工夫や指導について尋ねている項目（設問 12、設問 13）である。全学の評

定平均値を更に高めていくためには、学生の主体的な学習を促すような授業改善が必要と

されており、本委員会もそのための取り組みをしていくことが今後の課題である。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 日常的授業参観については、よい授業や工夫がなされている授業の情報を本委員会が発

信することを通して、また、学科等の各単位での授業参観の推進を通して、その活性化に

取り組んでいく必要がある。また、全教員が FD 活動に参加する体制をつくるためには、学

科等の各単位での FD 活動の活性化や浸透（たとえば、「学生による授業評価」の学科によ

るレビュー、授業改善や工夫等の学科会議での共有、など）を行っていく必要がある。更

に、学生が FD 活動に主体的に関与していく「学生による FD 活動」の導入を学生交流セン

ターとともに検討することも意義がある。 

 

以上
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2013 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 

事務部長会議は、大学事務部長が議長となり、総務部長、学務部長、教育・研究事務部

長、瀬戸キャンパス事務部長および学長室長で構成される大学事務部における 終的な意

思決定機関である。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、2013

年度は 16 回開催した。主な業務として、事務部間の業務の報告、連絡、調整および協議・

決定といった日常的なものに加え、大学執行部等からの諮問事項に対する回答および提言

などを行っている。また、事務部長会議の記録は、理事会、評議会などの会議体報告を含

め、各事務部報告および協議事項の結果を、会議終了後、速やかに（午前開催の場合は当

日、午後開催の場合は翌日を目途に）PORTA に掲載している。 

また、法人事務局との連携を密にするため、法人事務局次長がオブザーバーとして参加

し、法人事務局と大学間との調整機能の一部を果たしている。なお、グループメイルアド

レスの活用により、事務部長会議開催前に、構成員間での議題等の情報共有が図られてお

り、必要に応じて事前調整を行うことで、円滑な会議運営に寄与している。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

事務部長会議が定期的に開催されていることにより、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、各課室の計画的な業務遂行が可能となって

いる。また、大学事務部内の 終的な意思決定機関という機能は、構成員に認知されて

おり、大学事務部として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が積極的に行われている。 

2013 年度に取り組んだ主な事項は、以下のとおりである。 

（1）2014 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。 

（2）専任事務職員・専任嘱託職員に対して、健康管理の観点から、時間外労働の適

正化に継続的に取り組み、職場内での意識改革を進めている。 

（3）定期試験等関連業務や設置届出にかかるアンケートの集計作業、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。 

（4）会計検査院実地検査、大学評価における実地調査、法科大学院認証評価実地調

査および短期大学部第三者評価訪問調査への対応のため、大学執行部および法人

事務局と連携の上、大学事務部として適切な対応に努めた。 

（5）理工学部キャンパス移転に伴い、移転にかかる課題について検討を開始し、進

捗状況について事務部長会議において随時確認を行う体制を構築した。 
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（6）補助金獲得に向けて、事務部として組織的な対応が行えるよう検討を開始した。 

（7）2012 年度自己点検・評価報告書において改善すべき事項として挙げた「事務部

長会議で報告・協議されてしかるべき事項が、所管課室から議題として提出され

ないケースがある」点について、単純比較はできないが、2012 年度の議題数が

「のべ 216 件（全 17 回開催）」であったのに対し、2013 年度は「のべ 234 件（全

16 回開催）」と増加したことからも、改善傾向にあるといえる。また、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・協議を行った。 

②改善すべき事項 

事務処理上の問題が発生した場合には、必要に応じて報告書の作成を指示し、原因究

明、改善策検討を実施することで、再発防止に努めるとともに、事務部長会議において

事例を共有することで危機管理意識の向上にも努めてはいるが、事務処理ミスの未然防

止には至っていない状況である。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

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。大

学事務部の方針として示した「本学の更なる発展のために、経営基盤（人・モノ・カネ・

情報）を更に強化し、将来への備えを着実に進める。」という業務方針の更なる実現に

向けて、大学執行部や法人事務局を含む他単位との緊密な連携を図りつつ、強力なリー

ダーシップを発揮していきたい。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

大学事務部として、引き続き、仕事をする上で基本となる「報告・連絡・相談」の徹

底や業務手順だけでなく適切な判断や検討が行える実質的なマニュアルの整備等に取

り組み、事務処理ミスの未然防止に努める。また、業務遂行において問題が発生した場

合には速やかに対応するとともに、部長・課室長が中心となり、原因の究明と再発防止

策の確立に組織的に取り組むこととする。（このことについて、2014 年 4 月 9日開催の

事務部長会議（14-01）において「2014 年度業務方針および業務遂行における留意点」

として周知した） 

また、事務処理ミスにかかわった事務職員はその原因について正しく認識し、再発防

止に努めるのはもちろんのこと、他の事務職員に対しても自分の担当業務に置き替えて

考える機会を上長が促すことで、同様の事務処理ミスの発生を防止する。その一方で、

事務職員が事務処理ミスに萎縮し、その後の対応が消極的とならないよう努める。 

 

以上



 

- 319 - 

2013 年度学長室自己点検・評価報告書 

 

学長室長 児玉 和典 

 

１．現状の説明 

 学長室は、組織上は企画係、渉外係、学長事務係の 3 係体制であるが、実態としては企

画係と渉外係を一体としている。係長業務も企画係長が渉外係長業務を合わせて行ってい

る。これは一時的な状況ではなく、数年来変わることのない体制であり、恒常的なものと

言える。業務上も一体として行うことの意味は大きいと考えている。現在の職員配置数は

室長 1名、係長 2名、室員 3名（専任 2名、専任嘱託 1名）、派遣職員 1名、臨時職員 2名

である。派遣職員は学長秘書業務を担当している。この業務を担当していた専任嘱託職員

が 2012 年度末で任期満了となったが、後任の採用ができなかったため、一時的措置として

派遣職員を学長秘書業務担当とした。 

主な所管業務は、昨年度と変わることはなく、以下のとおりである。 

（１）企画に関する事項---高等教育関係の情報収集・分析、大学戦略広報の企画等。 

（２）渉外に関する事項---情報発信や取材対応、友の会・後援会・同窓会等学外関連団体

との連携、豊田工大との大学間連携、各種イベント企画・運営等。 

（３）出版等に関する事項---ブレティン等各種印刷発行、Web ページ運用（Web ページ企

画グループ事務局）等 

（４）会議等に関する事項---各種会議運営事務業務、理事会への審議申請業務、事務決裁

に関する記録作成等 

（５）秘書業務に関する事項---学長秘書業務、大学執行部のスケジュール管理等。 

（６）危機管理等に関する事項---危機管理対応、公益通報受付窓口等 

 

2013 年度は、前年度と同様に、業務の効率化、情報共有、職員個々の資質向上等を目標

とした。 

 

２．点検・評価 

 ①効果が上がっている事項 

 広報関係では、2009 年度から発足した広報戦略プロジェクトによる企画を継続した。

これは 3 ヵ年を単位としており、2012 年度にレビューを行っている。しかし、2013 年度

は理工学部への名称変更に係る広報等、喫緊の課題があったため、とりあえず従来の方針

に基づいて活動を行った。 

  広告掲出も広報関連業務において大きなウエイトを占めている。これまで、デザイン

の統一、掲出場所の絞込みや変更を進めることにより費用対効果の高い広報をめざして

きた。現在 も予算規模の大きなものは、中部国際空港のバナー広告である。これは従

来からの掲出場所を前年度に変更しており、掲出費用も増加したが、他の交通広告を見

直して増額分を捻出した。 

  学外団体との関係では、例年とおり友の会、後援会、同窓会との緊密な連携を図るべ

く、積極的に接触の機会を設けた。友の会、後援会については、会長、理事長に対し、

総会前後の依頼と御礼、年末の挨拶等定期的に接触を持った。同窓会は広報誌作成にあ
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たり相互に情報提供を行いながら交流を深めるとともに、全国で開催される支部総会、

地域南山会に学長室職員も参加した。名古屋で開催される代議員総会でも、懇親会に出

席して多くの同窓生と接触を持つよう努めた。 

学長事務係業務は、会議運営事務、大学執行部の秘書業務等が主な業務である。関連行

事として新任用教員研修会、名誉教授を囲む懇談会の運営も行っている。いずれも学内関

係部署との調整が不可欠な行事であるが、担当者の尽力により問題なく実施できた。 

秘書業務については、学長秘書が常に係長や他の担当者とスケジュール等の情報共有を

行っている。採用事情により 2013 年度は派遣職員が担当し、かつ年度途中で派遣職員が

変更となる事態となったが、スケジュール管理、来客対応等は漏れなく対応できた。 

 ②改善すべき事項 

  企画係の業務である各種印刷物作成においては、校正漏れによる誤植が発生した。前

年度にもミスが発生しており、これはチェック体制が機能していないことの現れと認識

している。担当者のチェックのみで済まさず、係間の連携も含めたチェック体制を敷い

たつもりであったが、問題は残ったままとなった。 

 

３．将来に向けた発展方策 

 ①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

  広報関係については、常に費用対効果を考え、掲出場所・方法を模索する。戦略広報

に関しても、2012 年度に実施したレビューを踏まえ、より効果的な施策を目指していく。 

また、2014 年度から将来構想推進室が立ち上がり、学長室所管の広報予算は将来構想

関係に重点的に投入することとなる。推進室の事務担当者は学長室所属であるため、企画

係との連携を密にし、無駄のない広報を行っていく。 

  学長事務関係では、専任嘱託職員が学長秘書業務を行う体制が整ったので、これまで

以上に係内での情報共有により遺漏なく業務を遂行していく。 

 ②上記 2.②の改善すべき事項について 

  校正等のチェック体制は、所管係のみではなく、両係間で連携して行う体制とする。

内容によっては、学長事務係の方が精通している情報もあるため、より連携を進めるこ

とにより、ミスを防ぐ体制を構築する。そのためには、係を跨いだジョブローテション

も視野に入れ、個々の職員が知識の幅を広げることを目指したい。 

 

以上 
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2013 年度総務部自己点検・評価報告書 

 

総務部長 福田 尚登 

 

１．現状の説明 

・ 総務部は、電話受付、来学者受付、文書受付といった対外的総合窓口から、職員の任

用・採用・退職、給与計算、予算・決算、施設管理、警備など、大学の経営・管理運

営の根幹業務を担う事務組織である。その業務は南山大学事務分掌規程に以下のとお

り規定されている。 

 総務課：受付、行事等庶務、文書、警備、環境保全、史料室などに関する業務 

 人事課：職員の採用・任用等の任免、給与、福利厚生などに関する業務 

 経理課：予算編成・執行等の出納、決算等の経理などに関する業務 

 施設課：施設の整備・補修、施設管理・保全などに関する業務 

上記に加え、2013 年 7 月よりハラスメント問題対策委員会事務局が総務部長の担当と

なっている。 

・ 本年度末の職員構成：部長１名、課長 4名、係長４名、課員 16 名、臨時職員 6名 

・ 本年度の総務部業務目標は、「組織的業務遂行力を高めるには、今自分が何をなすべ

きか考え行動する。」で、構成員間のコミュニケーションの改善、それぞれの立場で

の役割の再認識、危機管理意識について取り組むことを目指した。なお、2013 年 7

月に総務部長が交代したが、基本的にはこの目標を継続し、更に構成員の一人一人が

より能動的に行動を行うことを付け加えた。 

・ 特筆すべき本年度の業務は以下のとおりである。 

 2015 年 4 月の理工学部移転へ向けての建築工事（キャンパス移転第 1 期工事） 

 キャンパス移転に伴う建築工事に対応するための財政プランの作成 

 キャンパス移転に伴う学費の見直し 

 労働契約法改正に伴って変更された非常勤講師契約形態の実質的運用への準備 

 名古屋キャンパスにおける教室、研究室および事務室等の LED 化 

・ 情報の共有と理解の一致を目的とした総務部部内会議を事務部長会議が開催された

翌週の月曜日に開催している。今年度は、16 回開催した。 

・ 今期（2012 年 11 月〜2013 年 10 月）の時間外勤務時間数については、人事課、経理

課、施設課で前年度と比して減少している。しかし、総務課は前年度比 339 時間の増

となっている。年次休暇の取得については、計画年休や毎月の取得状況確認など、促

進に向けた取組により５日以上を、新採用者や異動者を除く全員が取得している。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

・ 時間外勤務の適正化を進めてきたが、課長のリーダーシップの下、人事課においては

構成員が担当業務の繁忙期、閑散期に応じたメリハリのある業務遂行、担当業務のス

リム化を図り、経理課においては積極的なシステム改修や、担当業務の入れ替えが行

われ、その成果として時間外労働が減少している（人事課：837.25 時間減、経理課：
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48.75 時間減）。 

・ 省エネルギーについては、名古屋キャンパスにおいて 2012 年度に一部導入を行った

LED をすべての教室、研究室および事務室へ導入した。これにより年間 130 万 kwh の

電力利用量の削減が見込まれる。また、2014 年度末における 2009 年度エネルギー使

用量比 5%削減については 2013 年 1 月末時点で 12.7％減を達成できている。2012 年度

は 11.6％減で、昨年度比はわずかな減少にとどまっているが、夏が猛暑であったこと

を考えれば LED 導入や削減努力の効果が表れていると言える。 

②改善すべき事項 

・ 時間外勤務について、総務課では前年度比 339 時間の増となっている。2012 年度末の

1名の異動と 3名（枠外配置の専任嘱託職員を含む）の退職、2013 年 7 月の係長交代

という動きに総務課として効果的な引き継ぎを行えなかった事が大きな要素となっ

ている。時間外勤務だけではなく、予算申請業務や教員対応で業務の基本となる点に

ミスが発生しており、今後総務課においては、各人の業務の理解、課内業務の整理等

の対応が急務である。 

・ 総務部各課が作成する決裁文書、委員会資料等で、読み手を意識した文書作成が行え

ていない、説明不足である、記載事項に誤りがある、等が散見された。これらについ

ては、まず従来とおりという概念を捨て、目的を意識した文書作りへの意識付けを総

務部構成員に植え付ける事が必要である。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

・ 時間外勤務の適正化で効果を上げた課については、異動等による交代があってもこの

流れを維持する事ができるよう部長による監督の下、課長が進めることとする。 

・ 省エネルギーについて、次年度は LED 導入等物理的な対策の予定はないが、大学構成

員に対して継続的に削減を訴えながら、現在の削減レベルを維持できるよう取り組み

を継続していくこととする。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

・ 総務課を中心に各担当者が①基本的な担当業務内容の理解（他部署や外部との関係を

含む）、②背景となる法令や社会情勢の理解、という「基本」に重点を置いて担当業

務の見直しを行った上で、担当業務についてはプロフェッショナルとなれるよう自己

研鑽、研修参加等積極的に行うこととする。また、管理、監督職についても課や係を

いかにマネジメントするかという「基本」に重点を置いて業務を行うこととする。「基

本に立ち返る」ことによりミスの撲滅や時間外労働の減少へとつなげる。 

・ 「わかりやすい総務部」を合言葉に、読み手を意識した「わかりやすい」起案、配付

文書、メイルの作成を心がけることを総務部の具体的な目標とする。部長、課長がそ

のチェックを行い、わかりやすさの向上を図る。 

 

以上 
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2013 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 

2013 年度末の職員構成は、2012 年度末の専任事務職員 8名、専任嘱託職員（甲）1名

および臨時職員 1名の計 10 名から、専任事務職員 8名、臨時職員 1名の計 9名となって

いる（うち専任事務職員 1名および臨時職員 1名は大学史料室勤務）。2013 年 4 月には専

任事務職員2名の退職に伴う新採用の専任事務職員2名の配置と専任事務職員の異動に伴

う派遣職員 1名の配置があった。また、2013 年 7 月には総務係長の交代があり、大学史

料室勤務者を除くと、課員の半数が交代となった。 

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。なお、2013

年度の主な新規業務として、以下のものが挙げられる。 

・理工学研究科博士後期課程設置にかかる申請業務 

・会計検査院実地検査への対応 

・ロゴスセンターの大学への譲渡検討にかかる対応 

・名古屋キャンパス新棟建設工事にかかる対応 

・学長候補者選挙実施にかかる事務局業務 

・学園史料室と大学史料室の統合準備 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

各担当者が通常業務を抱えながらも、2013 年度の主な新規業務を大きなミス等なく、

滞りなく業務遂行できたことは評価できる。特に大学院設置にかかる申請業務について

は、ここ近年に実施した「国際地域文化研究科博士後期課程設置（2011 年 4 月開設）」、

「理工学研究科博士前期課程設置（2013 年 4 月開設）」および「社会科学研究科博士前

期課程設置（2014 年 4 月開設）」の申請業務で得られたノウハウが着実に蓄積されてお

り、2013 年度担当者の変更があったものの、「理工学研究科博士後期課程設置（2015

年 4 月開設）」の申請業務もタイトなスケジュールの中、順調に進んでいる。また、式

典・行事の実施についても同様にこれまでの経験が蓄積されており、安定的な業務遂行

が実現できている。特に卒業式・入学式のような大規模な式典を滞りなく実施できてい

る点は評価できる。 

②改善すべき事項 

超過勤務時間数について、2010 年（687.25 時間）と比較して、2011 年は約 1.63 倍

（1,124.50 時間）の増加、更に 2012 年も 2011 年と比較して約 1.14 倍（1,291.50 時間）
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の増加となり、増加の一途をたどっている。更に状況は悪化しており、2013 年は

1,630.50 時間まで増加している。超過勤務時間数の削減は、2012 年度の報告書でも改

善すべき事項として挙げたが、改善には至らなかった。これについては、2013 年 3 月・

4月・7月の短期間に異動・退職が重なり、課員の半数が交代となったことも一因であ

ったと考えられる。また、超過勤務が一部の課員に偏っていることから、健康管理の面

から、課内の業務分担の適正化にも努める必要がある。 

また、予算管理や規程管理などのルーティン業務について、総務課では一担当者に依

存した業務体制が長期間続いたことにより、担当者が交代となった 2013 年度は事務処

理ミスが散見する結果を招いた。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

設置申請業務は大学の将来構想を実現する重要な業務であり、現在計画中の将来構想

（キャンパス統合、学部の改組改編等）とも密接にかかわる。設置申請に不備があれば、

その後の将来構想の計画にも支障が出る恐れがあり、慎重な対応が求められることから、

大学執行部や関係課室とも連携を密にしながら、遺漏のないよう対応していきたい。ま

た、学生確保の見通しなど、設置の審査基準がより厳しくなることから、今後の動向を

的確に把握するためにも、積極的な情報収集が必要である。設置申請業務は、今後より

専門的な知識が求められることが想定されるため、引き続き、ノウハウノの蓄積に努め

ていきたい。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

超過勤務時間数の増加に関しては、異動・退職に伴う業務引き継ぎが適切に行えず、

課内の体制に不安定な状態が続いたことが大きく影響したと考えられる。2013 年度中

に新しく配置された 4名のうち 3名は 2013 年 4 月配置の新採用者であったため、前任

者との引き継ぎを行う機会がなかった。また、年度末・年度初めの業務繁忙期であった

ことから、他の課員も担当業務の遂行で手一杯であったため、異動・退職者 3名分の担

当業務を引き受け、新しい担当者に引き継ぐことが困難な状況であった。しかし、新し

く配置された職員も 2013 年度中の業務経験により、2014 年度は安定的な業務遂行が期

待できることから改善が見込まれる。また、総務課（大学史料室を除く）には臨時職員

の配置がなく、本来であれば臨時職員にお願いするような庶務を専任事務職員自らが行

っていたため、2014 年度より臨時職員 1名の配置を提案し、承認を得た。これにより、

課員はそれぞれの担当業務に、また、課長・係長はそれぞれの管理・監督業務に専念で

きることから、超過勤務時間数の削減に寄与するものと考えている。 

安定的な業務遂行を実現するためにも、一担当者に依存した業務体制から脱却し、主

担当・副担当による協力体制のもと、総務課全体で組織的に対応していきたい。2014

年度も年度初めに課員の交代があるため、2013 年度のような状況に陥らないよう努め

ていきたい。 

 

以上 
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2013 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 

 2013 年度末現在の人事課人員数は、専任職員 6名（課長 1名、係長 1名、主任 1名、主

事 3 名）、専任嘱託職員 1 名、臨時職員 1 名の計 8 名である。人員配置において、2013 年

12 月から課長が人事異動により交代となった。 

 人事課の事務分掌の詳細は、南山大学事務分掌規程第 8 条に規定されているが、大きく

分けて、1．任免 2．給与 3．福利厚生の 3項目に集約される。 

 この事務分掌に係る主な対象者は、年間を通じて任採用、異動等により増減があるもの

の専任教育職員約 340 名、非常勤教育職員約 580 名、事務職員等（嘱託職員も含む）約 180

名、臨時職員約 300 名、総計で約 1,400 名となる。この他に、直接雇用ではないが政令業

務、事務職員等の代替補充等に基づく派遣職員が約 30 名在籍している。また、各種証明書

発行等の業務により、過去の退職者についても対応することとなる。 

 2013 年度の大学構成員の特徴的な事項を以下に列記する 

（１）新任用者および新採用者は、教育職員 18 名、事務職員等 19 名であった。 

（２）退職者は、教育職員 22 名（再任用者 10 名除く）、事務職員等 18 名（再雇用者 2名 

   除く）となった。 

（３）休職者 4名（前年度からの継続者 3名含む）、育児休業者 4名（前年度からの継続者 

   2 名含む）であり、その他に事務職員等の人事異動が年度を通してあった。 

 2013 年度の人事課における業務目標は、総務部の目標を踏まえつつ、従前より掲げてい

る「正確性、公平性、効率性を重視した業務遂行」を第一の目標とし、更に人事課所属職

員に求める基本的な特性として 5項目を提示した。 

 

２．点検・評価 

 ①効果が上がっている事項 

 新任用教育職員、個別の雇用契約を締結する教育職員の任用手続、昇格や退職者に関す

る手続きといったルーチン業務について、的確に行っている。特に年度途中の退職手続き

は、迅速さが求められる一面もあるが、遅滞なく対応することができた。 

 学内外の人事関係申請手続や問い合わせ等に対して、丁寧で分かりやすい説明を心掛け

て実践した。 

 始業直後に当日または週間の業務取り組み状況等について、人事課職員全員が毎日、報

告するととともに、事務部長会議記録をはじめとする各種情報の共有や業務進捗状況の確

認等のために、課内ミーティングを年間計 11 回開催した。 

 2013 年度に取り組んだ主な事項として、次のものが挙げられる。 

（１）改正労働契約法の施行に伴う有期雇用契約に係る諸規程（就業規則、非常勤講師規 

   程、語学講師の雇用に関する規程、学生臨時職員の雇用期間取扱等）を改正し、そ 

   の適正な運用の基礎を策定した。 

（２）2012 年度に実施された税務署による税務調査に基づく、修正手続き（住宅借入金等 
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   特別控除、中途採用者の年末調整等）が完了した。 

（３）学生臨時職員の雇用期間取扱を新たに制定するととともに、短期間雇用の臨時職員 

   の税制について、適正な運用を開始した。 

（４）就業規則改正等に伴う意見聴取等一連の手続きについて、従来の方法から、Web シ

ステムおよび電子メイルを主に利用した方法に改め、実行した。 

 ②改善すべき事項 

 給与処理、任用業務等において錯誤による誤りが、稀に発生している。業務を遂行する

にあたり、ミスが完全に無くなることが理想ではあるが、限られた資源（労力、時間）で

達成することは容易なことではない。それでも、極力ゼロに近づけるためには、業務担当

者の業務処理能力に依存するだけではなく、監督職または管理職が積極的にダブルチェッ

ク、クロスチェックといった視点を変えて成果物を確認する体制の確立や複雑な事務処理

について、データ一元管理による簡素化を考慮する必要がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

 ①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

 労働契約法の改正から 1年が経過し、有期雇用契約者の通算雇用期間管理等、実務面に

ついて学部事務室、教務課および瀬戸キャンパス事務部といった関係部署との連携を進め

ているところである。今後も各種法制度の施行、改正等に注視し、本学人事関係制度が法

に準拠した取扱となるよう、情報収集と分析を行うとともに、必要に応じて規程制定、改

正等に繋げるものとする。 

 ②上記 2.②の改善すべき事項について 

 事務手続きの簡素化の一例とし、会議体記録のデータから起案作成等、人事上の処理を

行えるようにすることが可能と考える。 

 人事課全体の業務処理能力の向上に資する取り組みとして、業務分担の平準化、業務結

果の安定化を目指し、適時、業務分担調整を図るとともに、適切なジョブローテーション

の実施を検討するものとする。また、学外の人事関係各種研修、セミナー等に参加するこ

とにより、職員各自の能力開発にも配慮することとする。 

 

以上
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2013 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 

現在の職員構成は、専任職員 5名（課長 1名、係長 1名、課員 3名）、臨時職員２名の

計 7 名で、大学部門における予算編成業務、出納業務、決算業務、予算委員会事務局業

務、各課室への経理指導、公的研究費検収業務等を行っている。 

現在の予算執行方式は、各課室で伝票を起票し、課室長は Web 上で承認する。伝票と

証拠書類はそのまま各課室に保管され、承認された情報のみ上位者および経理主任者が

Web 上で承認し、 終的に予算が執行される。この方式は、迅速な予算執行ができると

いうメリットがある反面、課室長による伝票承認以降に経理担当者が証拠書類を確認で

きないという問題がある。 

また、2012 年 4 月から新事務システム・学費サブシステムが稼働し、学生納付金請求

収納業務が新システム上で稼働を始めたが、2013 年度においてもシステム不具合および

修正が複数件発生しており、新システムのメリットが現れている一方で、手作業による

データチェックの負担は減っていない状況である。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

予算執行の判断は課室長に委ねられているが、課室長による伝票承認以降に経理担

当者が証拠書類を確認できないという問題に対しては、経理実地調査を年 2 回実施し

ており、正しく経理処理されているかを確認している。この実地調査は、経理課員が

すべての課室に出向き、すべての伝票・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るのと同時に、経理課員が各課室の実情を把握でき、日々

の業務において課室担当者との連携ができ、トラブルなどを防ぐ効果がある。 

新事務システム・学費サブシステムについては、現在再試験日程の関係から残留生

の第１回学納金引落日が通常学生と別日程となっているため、煩雑な作業を 2 回おこ

なうことや、休退学手続きに際して年次によって対応業務が違うなど、ミスが起こる

要素がある。そこで、学内および金融機関とも協議し、2014 年度から引落日を遅らせ、

同時に全学生同一日に引落すこととした。 

②改善すべき事項 

予算編成業務は、６月に各部署から事業計画の提出と部長会議による精査、９月に

予算見込を理事会に提出、２月に各部署からの申請予算に基づく予算原案の提出、と

作業が続く。 

課題は、9月提出の予算見込の予測精度をどこまで上げられるかである。9月提出の

予算見込資料は 7 月時点で計算するため、各課室からの予算申請前であり、経常費や

臨時費などは過去の実績から試算している。また、年度途中の退職者の増加によって

は退職給与引当金などの増加があり、人件費見込が大きく変動する可能性がある。 
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これらの理由により、2 月提出の予算原案では 9 月提出の予算見込と大きな差が生

じてしまうことがある。 

また概算枠についても課題がある。現在の概算枠は、前年度当初予算額を概算枠と

しているため、当初予算以降に補正予算で変更した要素を考慮していないことや、計

算根拠が年度によって変動する予算に対しても一律に対応していることなど、改善の

余地があると考えられる。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

前項 2.①では、経理実地調査を通じて各課室職員に予算制度の考え方や経理実務の

理解が深まることを記載したが、社会情勢の変化や税務監査・会計検査院監査等の指

導による経理処理変更に対しても、比較的短期間に各課室担当者に浸透させることが

できると考える。 

経理処理については、常に世間の情勢とともに変化している。例えば、ネット通販

やカード払いは、現在では日常的に行われている。更に、携帯端末や通信機器も進歩

しており、教員の研究に関係する機器も変化している。これらの社会情勢に対しては、

監査法人や私学事業団などに確認を取りながら、可能な限り教育研究環境への活用を

進めている。 

また、学納金引落業務については、2014 年度から第１回引落日を統一したことによ

り、業務量の削減と業務内容の単純化を図ることができたと考えているが、2014 年度

に具体的な実績を検証する予定である。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

前項 2.②では、予算前年度の前半の段階で業務計画に基づいた予算見込を作成する

ことの難しさを記載したが、予算編成を単年度意識ではなく、複数年度の期間で意識

することが重要となる。現在、予算編成にあたっては、事業計画申請・概算枠申請、

執行後には予算執行評価をおこなっているが、前年度補正予算・決算と概算枠との関

係、その後の補正予算から決算に至る執行評価と、更に複数年度の業務計画および傾

向など、全体的な視点からの予算編成が必要になる。 

 

以上 
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2013 年度施設課自己点検・評価報告書 

 

施設課長 溝田 佳広 

 

１．現状の説明 

施設課は主に以下の３つの業務を担当している。 

（１）学内の施設・設備の運用ならびに維持管理 

レーモンド建築物である校舎を保存活用する方針のもと、築 50 年を迎えようとしている

建造物や各種設備を維持管理している。2013年度に行った維持管理業務は以下のとおり。 

□主な事業実績（計画的に行ったもの） 

・図書館冷温水空調ポンプ入替工事 

・N棟廊下、EB1 教室タイルカーペット張替 

・メインストリートベンチ取替 

・職員食堂椅子取替 

・防災用具整備 

・本部棟外壁防水工事 

・カフェ業者誘致に伴う建物・設備工事 

・野球練習場防球ネット・ワイヤー張替工事 

・屋外掲示板取替工事 

 □主な修繕実績（年度内に発生したもの） 

2013 年度に 212 件の修繕案件があり、大まかな分類では、空調 47 件、電気・照明 27 件、

水周り 28 件、建物 33 件、その他 77 件の修繕を行った。主なものは以下のとおり。 

・GWeb ページ修理（第一研究室棟、J棟、K棟、D棟、コパン） 

・吸収式冷温水機修理（体育センター、図書館、L棟、M棟、J棟） 

・蛍光灯等電球ランプ交換、LED 照明機器修理等 多数 

・トイレ修理、パッキン取替等 多数 

・ブラインド取替、マット取替、タイル補修、窓・扉修理 

・漏水修理・防水工事（総合受付、コパン、M棟、本部棟、G棟） 

・外構補修（H棟南側歩道、メインストリート側溝） 

（２）学内のエネルギー管理（省エネへの取組み） 

BEMS(Building Energy Management System)により、学内のエネルギー使用量を把握し、

2009 年度（省エネ法基準年）ならびに前年度と比較しながら、省エネを推進している。

具体的には、無駄な空調の運転が無いような運転時間のスケジューリングや、照明の LED

化を進めた。 

（３）新棟建設に関する学内進捗管理ならびに調整 

2015 年 4 月オープン予定の八雲新棟の工事が 2013 年 11 月に始まった。建設業者との毎

月の総合定例会議や設計定例会議に参加し、本学の意向と建設業者からの提案を調整し

ている。追加工事等も発生するので予算管理も重要事項として対応している。 
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２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

（１）学内の施設・設備の運用ならびに維持管理 

維持管理としては、ほとんどが老朽化した施設や設備の入替や修繕であり、対処したも

のについては、安定した運転や動作で、教育・研究活動を支える環境作りや快適な環境

の提供に寄与している。 

（２）学内のエネルギー管理（省エネへの取組み） 

2012 年から取り組んだ学内照明機器の LED 化が 2013 年度で完了し、年間約 130 万 kwh

の電力利用量の削減が見込まれる。2013 年度電力利用量（実績）は 2012 年度 LED 化の

効果から過去数年に比べおよそ 60 万 kwh（約 1200 万円）の節電になった。 

（３）新棟建設に関する学内進捗管理ならびに調整 

本格工事は 2014 年度であり、2013 年度は特筆すべきことは無い。 

②改善すべき事項 

（１）学内の施設・設備の運用ならびに維持管理 

施設・設備の入替等更新工事は中長期修繕計画を立てているが、高額な費用が必要とな

ることから、先送りになるケースが多い。日頃の点検整備や補修等で補うことになるが、

老朽化による障がいは避けがたいので、施設・設備の更新等の重要性について理解を求

めたい。 

（２）学内のエネルギー管理（省エネへの取組み） 

BEMS でエネルギー使用に関する各種データを採取することが可能で、エネルギー使用

の見える化の活用等で省エネ推進の啓蒙になっているが、データの詳細な分析等には手

が付いていない。また、老朽化した設備の更新の省エネ効果を明確にして、中長期計画

に反映する必要がある。 

（３）新棟建設に関する学内進捗管理ならびに調整 

工期の短い工事なので、遅れが発生しないように関係各所と密な連絡ならびに調整が必

要である。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

施設・設備については、キャンパス整備のマスタープランに組み込んでいただき、築 50

年を迎えるレーモンド建設がその後も長く本学のシンボルとしてだけでなく、教育研究の

場として良好な環境を提供できるように整備することが重要である。 

エネルギー管理については、省エネならびに経費削減の意味からも積極的に取り組む。省

エネ機器への取替等については、より効率の高い機器や場所を選定して重点的に整備を進

めるとともに、ハード的な対策だけでなく利用者への啓蒙等ソフト的な対策もすすめる。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

施設・設備の更新や修繕については、大学の将来構想の情報を把握することで、二重投資

にならないように注意して整備する。 

エネルギー管理については、施設課の重要業務として位置付け、BEMS の分析や中長期計画

に注力することとする。 

以上
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2013 年度学務部自己点検・評価報告書 

 

学務部長 三谷 靖司 

 

１．現状の説明 

学務部は、本学への志願者としての段階から、実際に入学し、教育を受け、卒業・就職

に至るまでの学修および学生生活全般にかかわる業務を所管している。志願者または学生

に対する直接的な支援を行うとともに、大学が行う様々な教育活動を事務的に支える役割

を担う組織である。そのために、入試課、学生課、教務課、キャリア支援室、国際教育セ

ンター事務室の 5課室が置かれている。2014 年 3 月末時点での職員数は、専任職員 43 名

（うち部長 1名、課室長 5名、係長 9名）および専任嘱託職員 16 名の計 59 名である。な

お、係長のうち、入試課入試広報係長は入試課長が、キャリア支援室就職支援係長はキャ

リア支援室長が兼務している。各課室の業務内容は次のとおりである。 

●入試課：入試広報、入学試験（学部・大学院）運営に関する業務 

●学生課：学生の学籍・課外活動・福利厚生、学生および教職員の健康診断・予防等に

関する業務 

●教務課：授業運営、定期試験、成績管理、資格、共通教育運営、英語教育センター・

教職センター運営等に関する業務 

●キャリア支援室：キャリアサポート、インターンシップ、職業指導に関する業務 

●国際教育センター事務室：留学生の派遣・受入、交流協定の管理、外国人留学生別科

の運営に関する業務 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

所属各課室において事務体制の見直しによる業務負荷の平準化や業務の共有が継続的に

進められた。その結果、時間外労働時間数は、前年度比で 778 時間の減少（5.6％減）と

なった。教務課が事務システム開発作業開始以前の水準に戻りつつある一方、入試課は全

学統一入試の初実施、大学入試センター試験における再試験対応、キャンパス統合発表に

伴う広報作業などにより増加に転じた。前年度唯一増加した学生課は、所属各課員の時間

数が満遍なく減少し、全体でも 15％減となった。時間外労働については、前年度から引き

続き、各課室長を中心とした削減への取り組みが機能している。時間数が増加している場

合でも、その原因は個別に明確となっており、合理的な説明がつかないような時間外労働

はなくなってきている。 

所属各課室は定型業務に加えて学長方針などに示された課題を堅実に実行している。こ

れらの業務は定型であるが故に決して目立つことはないが、南山大学の、特に教育活動の

運営を確実に支えている。例えば、入試課における優秀な志願者の安定的な確保のための

広報活動、学生課における障がいを持つ学生への学修・生活支援、教務課における定期試

験問題の印刷や卒業判定にかかる各種書類の作成、キャリア支援室における学生就職支援

スタッフ、卒業生によるキャリア・アドバイザー制度の導入による就職支援、国際教育セ

ンター事務室による派遣留学生への細やかな危機管理情報の提供や生活指導などである。 
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②改善すべき事項 

時間外労働は、減少傾向にあるという意味で適正化の方向へ進んではいるものの、時間

数の点でまだまだ問題がある。大学事務部全体で時間外労働が年間 360 時間を超えた職員

は 16 名であるが、そのうち 11 名が学務部に所属しており、時間外労働が学務部に集中し

ている実態がある。また、一部の課室で見られた課員間、係間のアンバランスも解消に向

かってはいるものの、完全には解消できていない。 

学務部全体で見れば業務は堅調に処理できていると評価できるが、事務処理上のミスが

幾つか発生した。原因を究明してみると、当事者や関係者間でのもう少し丁寧な確認や細

やかな報告・相談から生まれる気付きがあれば避けられたものも多くあった。 

前年度の学長方針の 重要課題として、「積極的に検討を進める」とされたクォーター制

については、学務部長として骨子や課題などを具体的に取りまとめ、年度内に執行部に対

して提案する計画であったが、そこまでには至らなかった。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

各課室においては、これまでと同様に確実に南山大学の運営を支えて行くとともに、キ

ャンパス統合など具体的な将来構想の実現に向けた準備を遅滞なく進めて行く。特に 2014

年度学長方針に示される、国際センターの設置準備や障がいを持つ学生への学修・生活支

援の仕組みづくり、時期が変更された就職活動への支援などについて、関係委員会とも連

携しつつ主体的に取り組んでいく。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

時間外労働の学務部への集中については、事務職員全体の限られた枠の中での職員の適

正配置の問題でもある。キャンパス統合時に職員の再配置が行われるので、その際に積極

的に働きかけたい。 

事務処理上のミスを未然に防止するためには、より丁寧な確認を誘導するマニュアルの

整備と並んで、マニュアルに過度に依存しない姿勢（気付き）が必要である。前者につい

ては、その視点で具体的な手順が記載されているかどうかの確認と整備を担当者のレベル

で確実に行うこと、そしてその内容を上長が正確に把握することを徹底する。後者につい

ては、学務部の基本方針として全員に示している「論理的、合理的、丁寧な説明」、「仕組

みとして機能する行動」、「前向きに解決しようとする姿勢」を業務遂行時の基本とし、そ

の実現度合いを課室内で相互チェックするとともに、部内会議や日常的な対話の機会を通

じて、部長から課室長に徹底する。 

クォーター制の検討については 2014 年度の学長方針においても 重要課題とされてい

る。教務課長（教務委員会）、学生課長（学生部）とも連携し、2014 年度の早い時期には

骨子や課題などを具体的に取りまとめたい。 

 

以上 
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2013 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 

入試課は、学部入試係、大学院入試係、入試広報係の 3係体制で構成されている。 

各係とも、募集段階ではより多くの優秀な志願者の獲得を目標とし、実施段階では、公

正で公平な試験運営を第一に業務を遂行した。各係の主な業務は、次のとおりである。 

・ 学部入試係 ：一般入学試験、推薦入学審査、AO 入学審査、編・転入学試験等における

入試要項作成、試験運営業務、学力検査業務、大学入試センター試験の

運営業務 

・ 大学院入試係：大学院入試における入試要項作成、試験運営業務、学力検査業務、学生

募集活動 

・ 入試広報係 ：学生募集活動（オープンキャンパス、出版物作成、進学相談会、講師派

遣、広告掲載、高校訪問等）、報道対応業務（危機管理対応を含む） 

2013 年度における入試課業務のうち特徴的な事項は次のとおりである。 

(1)2014 年度入試においては、全学統一入試の試験時間割が変更となり、更に地方会場が新たに

2 会場新設された。新たな会場でも適正な試験が実施できるように、4 月～5 月にかけて会場

下見などを入念に行い適切な会場を確保し、更に当該地域に対する広報活動を強化するため、

高校訪問を一部業務委託化した。 

また、情報理工学部は理工学部へと名称変更し学部一括募集から学科単位での募集となった。

一般入試 A方式については第 2志望制を採用することとなった。 

(2)学力検査業務に伴う入試課員の負担軽減および適正な学力検査体制構築のため、資料室の実

現について学力検査委員会と協議を重ね、資料室設置のための次年度予算を計上した。 

(3)入試広報企画について、例年 10 月に開催してきた「一日体験入学会」を「受験生のための入

試相談会」に改め、更に 3月に開催してきた「保護者のためのオープンキャンパス」も同時開

催とすることとなった。 

(4)大学院入試について、社会科学研究科としての初めての入学試験が実施され、特に総合政策

学専攻は、昨年度入試まで前身の総合政策専攻として瀬戸キャンパスで実施されてきたが、

2014 年度入試については名古屋キャンパスでの実施となった。 

(5)2013 年度は入試課における人事異動が頻繁に発生し、昨年 4月に配置されていた各係長はす

べて異動している状況である。 

(6)大学院入試係に大学入試センター試験業務を担当させ、課内業務負荷の平準化を図った。 
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２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

・ 2014 年度入試の変更に対して入念に事前準備を行い関係部署と連携しながら実施

作業を進めてきた結果、大きな問題もなく無事に入学試験は終了した。 

・ 初めての入試広報企画となった「受験生のための入試相談会」は、一般入試等を志

望している高校 3年生の来場が 9割を超えた。従来の「一日体験入学会」での問題

点であった指定校推薦内定者の来場を抑え、一般入試等を訴求することができる行

事となり、目標を達成することができた。 

・ 次年度における入試課員の負担軽減のためにも、資料室設置の予算措置が決定した

ことは大いに評価できる。 

・ 人事異動が頻繁に発生したが、業務遂行が滞らないよう課内異動を先んじて行い業

務知識共有に努め、入試業務に支障なく正確に実施することができた。 

②改善すべき事項 

・ 志願者数が伸び悩む学園内推薦とカトリック推薦に対し、効果のある施策を検討す

ることができなかった。 

・ 大学院入試係に大学入試センター試験業務を移管し担当させてきたが、人事異動の

影響もあり、 終的には大学院入試係に完全に移管することができなかった。 

・ 入試広報係の超過勤務時間数は、昨年度と比べ約 50%増となった。たび重なる人事

異動と欠員による影響が主な理由である。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

・ 入学試験の成否は徹底した事前準備との比例関係にある。今後も関係部署と連携し

ながら入念な事前準備を徹底する。特に、今年度は大学入試センター試験において、

新学習指導要領対応に係る試験時間割の変更が予定されている。変更点が明らかに

なり次第、本学での対応方法について充分に検討していく。 

・ 課内での業務ローテーションを円滑に行い、業務知識と経験を複数で共有できるよ

うに努め、業務のブラックボックス化をより一層軽減していく。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

・ 新執行部体制の下で、推薦入学試験等の改善策、あり方等について議論を深め、効

果的な施策を検討していく。 

・ 課内配置と業務分担について、改めて実質的に効果のある体制を検討する。入試広

報係の超過勤務の是正と、大学院入試における業務分担の見直しを軸に検討してい

きたい。 

 

以上
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2013 年度学生課自己点検・評価報告書 

 

学生課長 郷司 直樹 

 

１．現状の説明 

学生課には、学生係と厚生係の2つの係があり、C棟3階にて窓口対応が行われている。学

生係には、D棟2階に学生交流センター、体育センター2階にスポーツ･サービス･ルーム（以

下「SSR」という。）の事務機能が置かれている。他方、厚生係には、D棟1階に保健室、D棟

2階に学生相談室の事務機能が置かれている。そして、学生課長がこれらの組織全体をまと

め、学生課全般の業務を統括している。 

学生係の主な業務は、「課外活動業務」、「福利厚生業務（学生専用マンション）」である。

当該業務には、専任事務職員3名、専任嘱託職員1名、臨時職員2名が配置されている。SSR

では、インストラクターとしての専門性も兼ね備えた特別嘱託職員2名が、SSR運営業務に

従事している。 

厚生係の主な業務は、「学籍業務（入学手続、身上異動、表彰・懲戒）」、「福利厚生業務

（奨学金、学費減免）」、「保健・精神衛生業務（学生および教職員の健康診断、学生相談）」

である。当該業務には、専任事務職員7名（うち看護師3名）、専任嘱託職員2名、臨時職員2

名が配置されている。 

学生課では、『更なる学生サービス（学生支援）の充実に貢献できるよう、課室 No.1 の

チームワークを発揮する』ことを、2012 年度に引き続き 2013 年度の業務目標として掲げて

いる。この目標は、学生課員が窓口において、ただ単に学生サービスをしていればよいと

いうことではない。課外活動、学生交流センター、福利厚生、保健・精神衛生、SSR での支

援業務を通じて、学生一人ひとりが自律した人間として成長できるよう、学生課員間のコ

ミュニケーション力を高めて、課全体として学生の生活支援を充実させることに重点を置

いている。更に、学生が安全で楽しく快適な大学生活を送れるように、学生を取り巻く環

境整備を強化することにも力を入れている。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

学生生活の Web ページを、他課室のページと統一感を保つ形で刷新するとともに、トッ

プページから必要な情報を迅速に探すことができるようにページ構成も大幅に見直した。

特に、クラブ・サークルページでは、各種申請書がエクセル、PDF でダウンロードできるよ

う整備した。また、ページ情報の更新を課内のスタッフが容易にできるよう CMS のシステ

ムを採用した。 

奨学金改革については 2011 年度の奨学金制度改革プロジェクト会議にて固められた方針

を受けて、厚生係が中心となり「奨学金改革新制度の概要について」「新制度実施に伴う規

程および運用細則の改正」の原案を作成し、学生部会議で議論を重ねた上、学生委員会の

審議手続を経て、2013 年度の新制度実施に繋げることができた。 

「障がい者基本法」の改正を受けて、障がい学生に対する「合理的配慮」について、従

来から実施してきた「障がい者サポート・プロジェクト」での対応をあらためて点検し、
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教学担当副学長、学生部長、全学科長、保健室長、学生課との情報共有会議を開催し、2014

年度以降の障がい学生に対する対応について、学生部長、学科長、学務部長が中心となり、

取り組むことを再確認した。 

②改善すべき事項 

 2012 年度に開始した｢Platto｣は、学生交流センター、学生相談室、学生課という既存組

織の有機的連携としては、一定程度の効果はあがっているが、運用方法が確立されていな

い点、限られた学生の参加にとどまっている点について改善案を検討する必要がある。 

 一般入試成績者給付奨学金制度は、2009年の運用開始から2014年度入試で6年経過した。 

「一般入試において優秀な成績で合格した者に対して、奨学金を給付することにより、本

学への入学を促し学業を奨励し全学の学力水準向上に寄与すること」という本制度の目的

が有効的に機能しているかを検証することが必要である。 

学生交流センターは、学生支援 GP 終了後、2012 年から 2年間、学生部・学生課のもとで、

学生交流センター担当教員を中心に、運営・管理し、学生支援の活動を継続的に実践して

きた。実際の活動自体は各教職員のボランティア的支援によるところが大きく、学内的に

十分には認知されていないところがあるため、活動の継続性の観点から運営体制の強化が

望まれる。 

  

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

2013 年度からの奨学金の新制度は、給付型奨学金については、2013 年度新入学 1年生よ

り運用を開始した。経済的困窮度の高い学生を支援することに優先度を置いた奨学金の目

的を達成するために、日本学生支援機構第一種奨学金の「所得連動返還型無利子奨学金」

の対象基準、私学振興財団の経常費補助金特別補助の対象基準等に基づき選考を行った。

本奨学金については今後 3年間の体制整備を通じて新旧制度の並行稼働を安定して運営す

る。特に新制度については、2年後の完成年度を見据え、適切な運用方策を構築する。 

障がい学生のサポートについては、個々の案件ごとのプロジェクトチーム会議にて、迅

速かつ丁寧に対応している。この対応方法は、機動的な体制である反面、煩雑な事務作業

による事務局となる学生課の負担増が伴うことは否めない。文部科学省および他大学の動

向を注視しながら、「障がい学生支援室」の設立に向けての可能性を検討する。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

一般入試成績者給付奨学金制度については、過去 6年間の対象者の歩留り状況、辞退状

況の推移、在学中の学習状況などのデータ分析を行い、入試課と協力のもと新制度の提案

を含め、制度の継続について検討を開始する。 

学生交流センターの活動を継続的で安定したものとするため、学内的に認知された委員

会体制の必要性を提案し、学生交流センター規程、学生交流センター委員会規程を制定、

2014 年 4 月 1日から施行する。 

 

以上 
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2013 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 

2012 年度には、精神保健相談も担当する保健室長の交代があり、数点における変更・

変化があったが、2013 年度は、2012 年度の取り組みを踏まえて、それらを継続的・安

定的に実施・運営することができた。 

1）学生相談および精神保健相談の個別面接実施日 

2013 年度には、学生相談(臨床心理士担当)は、2012 年度と同様に１週間につきのべ

５日間実施された。精神保健相談(精神科医担当)は、2012 年度と同様に１週間につき

４日間実施された。 (根拠資料 2013 年度南山大学保健管理委員会審議および報告資

料)。 

2）啓発活動および学生支援活動の実施 

2012 年度に開始した、精神的・発達的要因により学生生活に支障をもつ学生を対象

としたピア・サポートグループ「Platto」（学生交流支援室「セントルム」との共催）

を、2013 年度も引き続き実施した。このグループは、2013 年４月より開始され、春学

期と秋学期の授業期間中に、計 14 回実施した。2011 年度より実施している、学生・教

職員を対象とした講習会「呼吸と指ヨガで気分をリフレッシュしませんか」を、引き

続き 2013 年度も開催した(根拠資料 同上)。「呼吸と指ヨガで気分をリフレッシュし

ませんか」をテーマにした講演会は、2013 年度をもって終了し、2014 年度には、異な

るテーマを掲げ実施予定である。 

3）児童の精神的問題に関する南山大学附属小学校との体系的な連携 

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、2012 年度より開始され、2013 年度も継続的に実施された。連携の形態は、附

属小学校の児童と保護者への個別心理面接であった。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項   

1）学生相談・精神保健相談数の増加 

2013 年度における、学生相談・精神保健相談件数(相談のべ数)は、1,160 件であった。

2012 年度は 1,066 件であり、2013 年度は前年度に比べて、約 100 件増加している (根

拠資料 2013 年度南山大学保健管理委員会審議および報告資料、2013 年度の学生相

談・精神保健相談件数は、2014 年度の保健管理委員会にて報告予定)。2013 年度は、学

生への相談や教職員へのコンサルテーションをより多く実施し、相談者のニーズに応え

ることができ、学生相談・精神保健相談が非常に有効に機能した。 

2）留学生に対する英語による学生相談期間の延長 

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実施した。2013 年

度には、留学生に対する英語による学生相談を実施することができるよう、従来は、1

月末に終了していた伊東兼任カウンセラーの学生相談を２月～３月の相談にも対応で
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きるよう、相談期間を延長した。２月～３月における伊東兼任カウンセラーの学生相

談時間は、１週間につき２時間とした。この期間にも留学生を中心とした相談があり、

学生のニーズに応えることができた(根拠資料 同上)。 

3）国際教育センターとの連携体制の強化 

 留学生に対する学生相談の充実を主なテーマとして、国際教育センターと保健室と

学生相談室との連携体制の強化を図った。組織的な対応を必要な事項に関して、それ

ぞれの長が協議する場をもち、対応すべき課題に対して、情報共有し、対応策につい

て協議することができた。また、個別の学生対応について、関係者同士の情報共有や

方針の共有を行い、連携して対応することができた。 

4）学生部および保健室との緊密な連携体制の継続 

   学生部および保健室と学生相談室との緊密な連携体制を 2012 年度に引き続き、継続

することができた。これには、① 学生交流支援室「セントルム」の共催事業「Platto」

の実施、②学生部・保健室連絡会議、サブミーティングの実施の２点が挙げられる。

これらの取り組みは、相乗効果が見込まれる。①には学生相談員、学生部・学生課の

教職員、サポートを必要する学生、ピアサポーターとしての学生が参加した。2013 年

度は、ピアサポーターとしての学生が安定的に参加したため、サポートを必要とする

学生にとっては、2012 年度に比べて、より安心して、活用できる場となった。②の学

生部・保健室連絡会議、サブミーティングにおいて、それぞれの部署が関与している

学生支援がよりよいものとなるように検討できた。 

5）児童の精神的問題に関する南山大学附属小学校との体系的な連携体制の継続 

南山大学附属小学校との体系的な連携により、児童の保護者に対する個別面談を学生

相談室が実施することができた。この個別面談によって、保護者への精神的支援を充実

させることができた。これにより、間接的に児童の精神的健康の促進にも寄与すること

ができた。 

②改善すべき事項 

   2012 年度に試行的に開始した「Platto」を安定的に実施することができたが、参加

学生数は多いとはいえず、サポートを必要としながら、「Platto」のことを知らない、

あるいは、知っていても参加していない学生がいることが推測できる。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

 2014 年度には、2015 年度以降のキャンパス統合に向けて、学生や教職員のニーズに

マッチし、より充実した学生相談体制の構築を目指して、「保健室および学生相談室ワ

ーキンググループ」にて検討を行っていく。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

   「Platto」に参加する学生数を増やす方策として、連絡方法や申し込み方法につい

ての改善についての提案が「Platto」の担当者からなされている。その提案も踏まえ

て、更には、他の実施例を参考にして検討を行っていく。 

 

以上
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2013 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 

 本学には名古屋と瀬戸の二つのキャンパスにそれぞれ保健室が設置され、精神科医が保

健室長として、看護師を含むスタッフとともに保健室業務にあたっている。保健室の基本

的な業務は、労働安全衛生法と学校保健安全法に規定されている大学職員（教育職員と事

務職員）と学生の健康管理であり、それぞれにフィジカルヘルスとメンタルヘルスの領域

がある。 

［職員の健康管理］ 

 大学職員の労働衛生管理は、毎月開催される衛生管理委員会が所掌している。保健室で

は労働衛生の三管理（健康管理、作業管理、作業環境管理）のうち健康管理業務を主に行

っている。職員のフィジカルヘルスに関連して、健康診断の受診状況は、2013 年度の名古

屋キャンパスにおける受診率は 78.1％（教員 65.2%、事務職員 96.5%）、瀬戸キャンパスに

おける受診率は 92.9％（教員 90.4%、事務職員 100%）であった（根拠資料：2014 年度第 1

回保健管理委員に報告予定）。健診後の事後指導として健診結果のフィードバックに加えて、

希望者に対して産業医と看護師が随時健康相談を実施した。事務職員の作業管理として

2013 年度に月に 100 時間を超える残業時間のために産業医面接を受けた大学事務職員は両

キャンパスを通じていなかった。 

職員のメンタルヘルスに関連して、職員の健康教育の一環として南山学園事務職員等人

事委員会の主催で 2013 年度事務職員等研修会『健全な職場づくり－セルフケアを中心に－』

が夏期に計 7回実施され、産業医が講師を務めた。大学職員のメンタルヘルスケアの一次

予防、二次予防、三次予防を円滑に実施するために、大学職員に対する健康相談、復職面

接、コンサルテーションなどの様々なメンタルヘルスケアを積極的に行った。これらの活

動は、事例性を考慮して関連部署と連携しながら進めている。 

［学生の健康管理］ 

 学生のフィジカルヘルスに関連して、2013 年度春に実施した定期健康診断の受診率は名

古屋キャンパスで86.3％（2012年度は86.6%）、瀬戸キャンパスで86.6%（2012年度は87.1%）

であった（根拠資料：2014 年度第 1回保健管理委員に報告予定）。その他に「体育会部員お

よび登山実習のための心電図健康診断」（6月）、実施体育会等の学生に対する「安全講習会」

（7月）や海外留学前の学生に対する「出発前オリエンテーション」（6月と 12 月）などを

学生課および国際教育センターと連携して実施した。名古屋キャンパスでは女子学生を対

象に婦人科医を招いて「婦人科講演会」（10 月）を実施した。 

学生のメンタルヘルスについて、名古屋キャンパスでは学生相談室が、瀬戸キャンパス

では保健室がそれぞれ実施している。学生相談室の活動については、学生相談室の自己点

検・評価報告書で報告されるので本稿では割愛するが、名古屋キャンパスの保健室で学生

相談室の受付業務を担っている。瀬戸キャンパス保健室では、主に発達障がい学生を対象

にした修学支援ピアサポートグループ「セトゼミ」や小集団作業療法グループ「repos」を

実施した。名古屋キャンパスでは、保健室内の学校医と看護師との日々の申し送りの充実、
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学生相談室のカウンセラーや学生課スタッフを交えたサブミーティング（計 9回）、学生部

-保健室連絡会議（計 3回）を行った。両キャンパスともに、必要に応じて、学生課、学生

部、学生相談室、保健室、指導教員、保護者などの学内外連携を通じて、学生のメンタル

ヘルスケアを実施した。特に精神障がいや発達障がいをめぐる学生の諸問題に対して健康

上の配慮や合理的配慮を要するケースが散見された。 

 

２．点検・評価 

 ①効果が上がっている事項 

  全体に学生相談室、学生課、人事課、学生部などの関係部署と連携しながら保健室業

務を実施することができた。保健室に精神科医が常駐することで、大学の保健管理活動

に直接関与する機会が増えて、大学の保健管理活動に貢献できた。また新入生を対象に

したメンタルヘルスアンケートの実施など、2013 年度に比べて、両キャンパスの保健室

および学生課の間の連携も深まった。 

 ②改善すべき事項 

職員の健康管理の特徴として法人が直接関与している事務職員に比べて教員の健康管

理は比較的緩やかであることが挙げられる。事業場の健康管理は事業主に管理上の責任が

あるので、大学という事業場の文化や特殊性を生かしながら、積極的に教員の健康管理に

関与してゆく必要がある。 

学生の健康管理は、学生を中心に据えて、青年期という特殊性や事例性や疾病性など考

慮しつつ、その時に必要と思われる関係者と連携しながら対応しているが、実際の現場で

は問題の所在や対応の方針などが即座に明確にならないことは少なくない。このような事

例への対応は、対人関係における繊細な技能を要する。今後はそれらを関係者間で共有す

る必要がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①2013年度11月に2015年度以後の瀬戸キャンパスの名古屋キャンパスへの移転に伴う、

保健室と学生相談室のあり方を検討するワーキンググループが立ち上がったが、その作

業の過程において、現場レベルでの必要性と関係部署の認識を丁寧にすり合わせてゆく

予定である。更に今後は別科学生への対応、様々な障がいを有する学生への対応との連

携にも力を注ぐ予定である。 

②大学の保健管理業務の実務は主に保健室で行っているが、実際には多くの関係部署によ

って支えられている。関係部署が保健室との連携を通じて、職員や学生への対応の技能

を習得できるように、長期的視点で地道に取り組んでいく予定である。 

 

以上 
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2013 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 

2014 年 3 月現在の教務課人員は専任職員 10 名（課長 1名、係長 2名、主事 6名、書記 1

名）、専任嘱託職員 4名、臨時職員 3名の計 17 名、教職センター：専任嘱託職員 1名、臨

時職員 2名の計 3名、共通教育事務室：専任嘱託職員 1名、特別嘱託職員 1名、派遣職員 1

名（従来は特別嘱託職員 1名が配置）、臨時職員 3名の計 6名、英語教育センター：専任嘱

託職員 1名、臨時職員 2名の計 3名となっている。また、第一研究室棟受付は、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。 

教務課の中心業務は、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、⑨教室予約管理、⑩各種委員会事務局（全

学カリキュラム、教務、大学院教務、授業時間割編成、ガイダンス、教職センター、博物

館学芸員養成課程、司書課程・学校図書館司書教諭課程）である。また、2013 年度特有の

業務としては、国際科目群の「Nanzan International Certificate」発行に至る業務、履

修要項と講義概要の再編などが挙げられる。 

教職センターの業務は、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である。 

共通教育事務室の業務は、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(共通教育、外国語、人間の尊厳、テーマ科目、宗教教育)、③体育学

教室運営管理、④生物学教室運営管理⑤宗教教育委員会運営であり、2013 年度から宗教教

育委員会業務に教皇庁神学部業務が加わった。 

英語教育センター業務は、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である。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

（１）教務課の業務 

多様で複雑な教務に関する業務に継続性を持たせ、確実に遂行するため各業務のチーム

制を取っており、2013 年度は原則 2012 年度のチームを継続した。チームの中心となるべき

職員の異動と、それに伴う新採用者の配置や、派遣職員から専任嘱託職員の配置変更など

もあったが、時間外勤務時間は 2011 年度（2011.11-2012.10）4747.5 時間から 3353.5 時間

へと、前年度より 1394 時間の減となっている。特に前年度 23.75 時間だった 22 時以降の

超過勤務が 0時間になったことは、メンバーの一人ひとりが、また各チームが、各種処理

方法の改善を常に検討している成果であると言える。また各種処理の実施後には、次回に

向けたフィートバックができるよう、各チームとも反省点・改善点をまとめていることが

大きいと言えよう。 
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（２）教職センターの業務 

 設立 1年目であるが、学生が利用する教職センターの運営のみならず、所属する教員の

研究費、人事に関する業務を進めることができた。 

（３）共通教育事務室の業務 

 昨年来の課題である名誉教授室の管理運営の確立を目指す第一歩として、名誉教授室内

の机、椅子、棚等の再配置の提案ができた。 

（４）英語教育センターの業務 

 名古屋キャンパスワールドプラザ利用規程について、瀬戸キャンパス担当者と調整しな

がら、制定に向けた手続き等を確実に行ったことにより、英語教育センターの課題であっ

た利用規程が制定された。 

②改善すべき事項 

教務課においては、PORTA 学生メニューにおける卒業見込シミュレーションの利用期間の

設定について、今一度、確認を行うことにより、予防できるミスが発生した。また共通教

育事務室が所管である宗教教育委員会の特別嘱託職員が 1月末で自己の都合により退職を

したため、共通教育事務室にその分の負荷がかかり、専任嘱託職員の 2月 3月の時間外勤

務時間が増加した。同様に共通教育事務室、英語教育センターでは、臨時職員の交代が相

次ぎ専任嘱託職員に負荷がかかった。 

  

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

教務課においては時間外勤務が目に見えて減少しているが、個人の時間外勤務の差は解

消していない。チーム内において、職能・経験など考慮に入れた配置に加え、各々が自分

の職能に合わせ、自分ですべき業務、下位の職能の職員や臨時職員に任せる業務など、業

務の内容を常に意識できるよう、指導を進める。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 教務課においては、業務経験年数が深い職員と浅い職員の差が大きい状態が続いており、

経験年数により、理解が異ならないようなマニュアル、手順書の作成が進んでいないのが

現状である。そのことが、時間外勤務時間の偏りに繋がったり、経験の深い職員に頼って

しまうことが、今一度の確認で防ぐことができるミスを起こす原因にもなる。そのことか

らもシステムへの理解も含め、経験年数により、理解が異ならないようなマニュアル、手

順書作成を進める。 

共通教育事務室と英語教育センターにおいては、専任嘱託職員+臨時職員というメンバー

構成から臨時職員の交替が、専任嘱託職員の大きな負荷となり、時間外勤務に繋がること

になる。両事務室と同様のメンバー構成である教職センターも含めて、2015 年度のキャン

パス一部統合を踏まえて事務室の人員、配置の検討を進める。また、その中では名誉教授

室、非常勤講師控室の配置も含める。 

 

以上 
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2013 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 土屋 玲 

 

１．現状の説明 

キャリア支援室は、キャリアサポートプログラム業務とインターンシップ業務を担当す

るキャリア支援係と就職活動支援業務を担当する就職支援係があり、専任職員 6名、専任

嘱託職員 1名、臨時職員 4名、派遣職員 1名の合計 12 名で構成されている。派遣職員はキ

ャリアカウンセラーとして、繁忙期（4～5、9～3月）の 9カ月間を雇用期間とし、就職相

談および企業訪問業務等を担当している。なお、2012 年 1 月から、窓口サービスの向上と

課室内での業務量平準化を目的とし、就職相談と学内会社説明会運営の業務は係の垣根を

越えて全員で担当している。2013 年度の主な新規サービス・事業は次のとおり。 

(1) キャリアカウンセラーによる未内定学生の予約相談、模擬面接指導の実施 

（2）『学生就職支援スタッフ』の導入、運営 

(3）キャリア支援室 Web ページ全面リニューアル 

（4）卒業生向求人情報の Web ページでの提供開始 

（5）『卒業生によるキャリア・アドバイザー制度』の導入準備（Web ページ登録フォーム、

倫理ガイドライン制定、各種広報誌での事前告知等） 

（6）『進路希望調査』の導入に伴うシステム開発、調査実施 

（7）入試課大学院入試係、エクステンションカレッジ事務室に対して『進路希望調査』結

果の情報提供を開始（各課室は該当進路希望者への行事等の案内・告知で活用） 

(8）『進路希望調査』導入に伴う紙媒体の『求職票』廃止、『自己紹介書準備シート』導入 

（9）キャリア支援室閲覧室 PC の入れ替え、就活ナビサイトや各企業の Web コンテンツ視

聴用ヘッドホン等の整備 

(10) キャリア支援室閲覧室の求人票ファイル、企業パンフレットファイルの提供・整理方

法の改善 

(11) キャリア支援室前廊下掲示板で各種資格・検定試験情報の掲示開始 

(12) 教職センターと協議・調整を行い、教職関係等の求人票処理・公開方法および学校関

係者の訪問者対応について整備・統一 

(13）『履歴書・自己紹介書』（大学指定様式）の改定案検討（就職委員会の承認を経て学内

書店が制作・販売） 

(14）『ES・面接準備ワークショップ』の内容改定（『面接編』の追加実施：模擬面接形式、

ビデオ撮影・視聴の導入） 

(15)『南山生の就職活動実態調査』に自己啓発型インターンシップ参加に関する設問追加 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

(1) 学生への情報提供 

 PORTA に全文掲載している求人票の利用方法について、就職ガイダンス等で繰り返し丁寧

な周知に努めた結果、『南山生の就職活動実態調査』のアンケートで「役に立った」との回
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答が前年度 15.6％から 2013 年度は 20.6%に増加した。 

(2) 未内定学生への就職支援体制 

 専任職員の多くが 3年生への就職支援プログラムにも注力せざるを得ない秋学期以降、

就職相談をコア業務とするキャリアカウンセラーの活用によって、未内定学生への丁寧な

就職支援が実施できた。特に 12 月～2月の期間は、就職活動への意欲を失いかけている学

生への電話連絡による状況確認や励まし、定期的な予約相談、面接を苦手とする学生への

模擬面接練習などを繰り返し実施できた。1～3月に内定を得た85名の学部生（短大部生含）

のうちキャリア支援室の就職相談を利用した者は 45 名を数えた。 

②改善すべき事項 

(1) 就職面接対策支援 

『南山生の就職活動実態調査』のアンケートでは「就職活動で大変だったこと」の回答

で、「面接対策」が 47.8％から 49.5％に増加していた。面接指導については、12 月開催の

第 3回就職ガイダンスに企業の人事担当者を招いて実施し、就職相談の窓口でも対話形式

による指導を行っているが、模擬面接形式は学校推薦者や未内定者のみにしか実施してい

なかった。そこで急遽、3年生向の「ES・面接準備ワークショップ」に「面接編」を追加開

催する案を就職委員会に諮り、3月上旬に実施した。参加学生からの評価は高かったが、就

職相談が集中する期間であったため 5回の開催定員計 50 名の枠での実施に止まった。 

(2) 『インターンシップ研修』参加者の減少 

 2013 年度の『インターンシップ研修』参加者は 122 名で、過去 3年の平均 174 名を 50 名

以上下回った。2014 年度についても履修登録の 終確定を待たなくてはならないが 140 名

台に止まる見通しである。『インターンシップ研修』の授業内容は受入企業や参加学生から

の評価も高いが、授業ではないが条件が緩やかな『自己系啓発型インターンシップ』に流

れていく学生が増加している。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

 未内定学生への就職支援については、2016 年 3 月卒業予定者の就職活動期間が短期化さ

れるため、2015 年度には多くの未内定者が発生するであろうとの予測があり、支援体制の

更なる強化が必要である。現在、キャリアカウンセラーは派遣職員による繁忙期 9カ月間

の雇用としているが、１年間を通じた支援が可能となるよう業務期間の見直しや委託業務

化を検討する。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 就職面接対策については、2014 年 4 月より就職相談（予約相談）の枠内で模擬面接形式

による面接指導を実施する。3月に実施した「ES・面接ワークショップ（面接編）」では集

団面接形式により一定の効果が上ったが、より多くの学生が個別に経験できるよう 1日 8

コマ（1コマ 30 分）:個人面接 20 分、フィードバック 10 分）で、キャリアカウンセラーの

勤務体制に合わせて実施する。 

 

以上
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2013 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 藤田 哲也 

 

１．現状の説明 

 2013 年度末の職員配置は、室長 1名、係長 2名、専任事務職員 4名、専任嘱託職員 2名、

派遣職員 2名、臨時職員 8名、外国人留学生別科・ジャパンプラザ TA7 名、業務委託職員 

9 名（名古屋・山里交流会館管理人）で構成されている。 

 2013 年度の業務方針・目標・課題は、以下のとおりである。 

(1)業務方針 

キー・フレーズ「目配り・気配り・心配り」（対学生、対教員、対ステークホルダー、    

職員間）を踏まえ、国際教育にかかわる職員として、 

【こ】コミュニケーションを充実させる 

【く】工夫を凝らす 

【さ】サービスを向上させる 

【い】イメージを膨らます 

【き】危機管理意識を持つ 

【よ】要点をまとめて表現する 

【う】上を目指す 

【い】異文化理解に積極的に関心を持つ 

【く】グランドデザインを意識する 

(2)業務目標 

  ①派遣留学 

・学生の個性に合わせたきめ細やかな留学指導 

・NaSA(Nanzan Study Abroad)の活動の更なる充実へのサポート 

  ②外国人留学生の受入れ（外国人留学生別科および学部・大学院） 

   ・学生の個性に合わせたきめ細やかな学修・生活指導と学生相談室との連携強化 

   ・日本人学生との交流促進へのサポート 

(3)課題 

  ①ミスのない業務遂行 

  ②危機管理意識の徹底 

  ③報告・連絡・相談の徹底 

  ④担当者、係の垣根を越えた業務協力体制の構築 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

 2017 年度の国際センター設立構想を踏まえた今後の国際教育の展望から、日常の業務遂

行のあり方、規程・要項の改正という点に至るまで、国際教育センター長、担当副センタ

ー長を交え、これまで以上にブレインストーミングを行う環境が構築された。短期間で

適な方法を見出したものもあれば、長期間に亘ったもの、2014 年度に引き継がれるもの、
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といったように、その成果は様々であるが、これらの過程が、業務方針に掲げた上記の【こ】

【く】【さ】【い】【き】【よ】【う】【い】【く】を結果的に意識付け、向上させることにつな

げることができた。 

②改善すべき事項 

 スタッフ間で声を掛け合いながら、業務のフォローアップを心掛け実施しているが、そ

の一方で担当者個人の業務内容の確認が不十分であったり、担当者→係長→室長→部長（→

センター長）というライン上のチェック機能（報告・連絡・相談）が働かなかったことが

原因で、国際教育センターの運営にあたり幾つかのミスを生じさせた。 

 また、業務を遂行する際に、規程・要項・マニュアルを拠り所にせず、自らの経験値と

感性に基づき行動する様子も残念ながら見受けられた。上記の報告・連絡・相談が不十分

な場合も含め、“何か問題が起こるかもしれない”という危機意識が（全員ではないが）や

や乏しいという評価をせざるを得ない。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

 2014 年 4 月から国際センター設立準備のための専属スタッフが配置されることとなった

が、国際センター設立は、これまでの国際教育センターでの活動が土台となり、強みを更

に伸ばし、弱みを補強（強化）することが必須である。そのためには、やはり現スタッフ

全員の協力が必要不可欠であり、国際教育センターにおける“教職協働”として、引き続

き積極的に意見を交わす機会を設ける。また、海外出張を SD の一環として今一度捉え直し、

（出張にあたって）与えられたミッションをどう成果に結び付けるか、各自が考え実践す

ることとする。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 今更ながらではあるが、まずは、南山大学としてどういうルールがあるのか、なぜ作ら

れたのかを再確認し、そのルールに基づいて業務を遂行することを徹底しなければならな

い。国際教育センター事務室に限ったことではないが、多様な学生、複雑な問題と向き合

っていくなかで、わずかな綻び（例．「まあ、いいか」）が大きな危機を孕んでいることを

意識し直す。 

 連携について言えば、瀬戸キャンパス事務部第 2課との連携も、今後のキャンパス移転

に伴う外国人留学生対応における多くの問題を解決していくうえで重要なものとなる。国

際教育センター長、副センター長（瀬戸キャンパス交流）とともに、定期的な情報共有の

機会を設け、建設的な意見交換に努めていく。 

 

以上 
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2013 年度教育・研究事務部自己点検・評価報告書 

 

教育・研究事務部長 則竹  輝一 

 

１．現状の説明 

教育・研究事務部の組織は、南山エクステンション・カレッジ事務室、教育研究支援事

務室、学事課、事務システム課、情報システム課および図書館事務課の 6 課室である。人

員構成1は、専任事務職員等 35 名、専任嘱託職員(甲・乙)17 名、特別嘱託職員(甲・乙)6 名、

臨時職員(一般)72 名、派遣職員 13 名の合計 221 名、および業務委託(情報システム課のサ

ーバ管理・ネットワーク管理業務、事務システム課の IT 機器管理業務、図書館事務課の閲

覧業務・図書整理業務、研究センター図書室業務等)で構成されており、各事務室は、本部

棟、第 1 研究室棟、第２研究室棟、L 棟、N 棟、J 棟、R 棟、図書館棟および法科大学院棟

の名古屋キャンパス各棟に配置されている。また、情報システム課長が事務システム課長

を、図書館事務課長が図書館事務課受入係長を兼務する体制となっている。 

各課室は、教育･研究活動を支援する共通の役割を有しているが、業務の直接的な関係が

薄いため、部内ミーティングを隔週月曜日に開催し、情報の共有化とともに、ガバナンス

の強化をはかっている。また、各課室のミーティング記録は、すべて教育･研究事務部長へ

提出され、いわゆる「現場との乖離」を避けている。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

1.時間外労働削減→2013 年度の時間数(5,212.75 時間)は、事務システム開発があった

も多い2011年度(7,510.50時間)と比較すると30.59%(2,297.75時間)の削減となり、

また、2012 年度(5,301.20 時間)と比較しても 1.66%(88.45 時間)の微減となった。削

減の大きな要因は、事務システムが、順調に稼働していることによるもので、反対に、

増大の主な要因は、認証評価業務(大学、法務研究科、短期大学部)の集中によるもの

である。  

2.適正人事配置の推進→業務の見直しや時間外労働の削減等の結果、以下の配置が学

園事務職員等人事委員会で決定された。 

・法学部事務室へ専任職員 1名、科学研究費業務担当の専任嘱託職員(甲)1 名、人類学

博物館への学芸員と事務室への専任嘱託職員(甲）1名、経営学部事務室へビジネスス

クール担当の専任嘱託職員（甲）1名、社会科学研究科事務室臨時職員 1名。 

3.その他→研究センター付属の図書室との連携2、瀬戸図書館へのサポート3、学内情報

環境の整備4、社会貢献の充実5などがあげられる。 

                                                      
1 2014 年 3 月 1 日現在 
2図書館長のリーダーシップよって、図書室を有する学内の研究所と研究センターで、事務担当者間のミーティングを実

施し、各図書室の利用者サービスや管理などの業務について統一的な運営を行うよう検討を始めた。 
32014 年 1 月の瀬戸キャンパス図書館事務の異動に伴い、部を超えて、名古屋図書館事務部から、瀬戸図書館で、事務

職員対象に、雑誌関連、指定図書関係、図書館システムデータ登録関連、修士論文関連等の導入講習を行った。 
4L 棟放送設備更新（リスニング機器入替）、マルチメディア教室機器整備(文部科学省補助金申請採択)、J 棟地下教室

の PC172 台の入れ替え、印刷管理システムの更新(文部科学省補助金申請採択)、教育研究用サーバの整備等学内情報環

境の向上を図った。 
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②改善すべき事項 

1. 全体の時間外労働時間数は減少しているものの、年間時間外労働時間数 300 時間を

超える職員が 5名であったこと。 

2. 重大な結果に繋がる事務処理のミス (個人情報がある裏紙の使用、『卒業見込判定

結果(卒見シミュレーション)』の利用期間拡大に関するトラブル、基本資料費の転

用に係る間違い等)があったこと。 

3. 科研費補助金の獲得は、2013 年度申請 76 件採択 24 件で順調であったが、大学全体

で行う競争的外部資金獲得のための体制が脆弱なこと。 

4. 除籍作業や電子化の推進によって不要な資料を廃棄しているが、それにもかかわら

ず名古屋図書館の収蔵スペースの狭隘化が進んでいること。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

1. 業務が質・量ともに増す中、職員の意識改革および業務改善等の不断の努力により、

昨年比で微減(88.45 時間)であるが、時間外労働が削減された。 

2. これら適正配置により、業務の平準化がはかられ、滞りなく業務遂行された。また、

2015 年理工学部移転(理工学部事務室の移転等)や情報センターの設置も含め、適正

人事配置を検討する。 

3. 研究センター付属の図書室、瀬戸図書館との情報の共有とコミュニケーションの円

滑化の成果があった。また、学内情報環境の整備により、より快適で安全な情報環

境が提供され、社会貢献の充実では、地域社会との連携を深めることに効果があっ

た。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

1. 課室長を中心として、課室全体の業務分析、担当者の業務配分精査、臨時職員時間

数の精査および派遣職員・業務委託の活用等の検討をし、特定の人物に業務が偏ら

ないようにし、時間外労働時間の適正化を進める。 

2. ミス防止は、マニュアル整備やチェック体制等強化も重要だか、学生や外部への発

信は「大学の危機」を常に孕んでいるという危機管理意識の醸成が重要である。ま

た、単純な「件数チェック」の徹底をし、「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が必要である。その上で、「Plan-Do-Check-Action (特

に、Check の充実)」の徹底をはかる。 

3. 競争的外部資金獲得のため、従前の COE や COL と同様に、学長を中心としたプロジ

ェクトチーム設置・構成して、手続きを進めることを提案する。また、大学事務部

長会議で、競争的外部資金のみでなく経常費補助金等についても、情報を共有し、

前向きに獲得の手続きを進めることとする。 

4. 収蔵スペースの狭隘化について、除籍作業や電子化を遂行しつつ、名古屋大学が中

心となって行われる「外部共同書庫」の検討を進める。 

以上

                                                                                                                                                            
5南山エクステンション・カレッジの受講者数は年間のべ 2,595 名で、前年度より 69 名（2.7％）増加して過去 高とな

った。また、2013 年 10 月、博物館のリニューアルにより、さらに、社会に門戸を広げることとなった。 
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2013 年度情報システム課自己点検・評価報告書 

 

情報システム課長 大宮 則彦 

 

１．現状の説明 

（１）体制ならびに勤務状況 

2013 年度は、専任職員 1 名が休職中であったため、派遣職員で補った。結果、専任職

員は課長（事務システム課長と兼任）＋係長＋主事＋専任嘱託職員の4名体制となり、

係長の業務負担増の状態が長期継続し、業務委託者等外部要員へ依存度が増す体制に

なっている。しかし、年間総残業時間数は以下のとおり、若干減少した。 

2012 年度  660.50 時間 

2013 年度  625.75 時間（前年度比 ▲34.75 時間） 

（２）設備・システム 

2013 年度の主な整備は以下のとおりである。 

・名古屋キャンパスネットワーク N-AXIA の整備 

各棟の幹線ネットワーク機器整備・配線および支線配線を行った。 

・マルチメディア教室機器整備 

長期計画に沿って、LB1,LB2,LB3,LB4,M1,MB1,MB2,MB11,MB12教室の機器を整備した。

なお、本計画については、文部科学省補助金申請が採択されている。 

・PC 教室の整備 

2008 年度に 5 年レンタルで導入した J 棟地下教室の PC172 台を入れ替え、情報環境

の向上を図った。なお、本計画については、文部科学省補助金申請が採択されてい

る。 

・印刷管理システムの更新 

2006 年度導入の印刷管理システム関連のサーバ OS、管理ソフト、プリンタ機(5 台)

とも 2013 年度に保守切れとなることから、印刷サービスのバージョンアップおよび

プリンタ機の更新を行った。なお、本計画については、文部科学省補助金申請が採

択されている。 

・教育研究用サーバの整備 

毎年、計画的に整備している事業で、今年度は仮想化サーバ 3 台を新規導入した。 

（３）利用者サービス・利用者支援 

・Can@home の申請方法を変更し、2013 年度からは、入学時にガイダンス受講者全員に

Can@home の暗号表を配付し、e-Learning 確認テストで合格点に達することで、暗号

表を有効とした。結果、取得率は 74.4％（対象者：2,392 名、取得者：1,779 名）

となった。 

・2013 年度卒業式において、外部へのストリーミングを初めて実施した。カメラ 3 台

をリアルタイムに切り替えることによって、臨場感溢れる魅力的な映像を配信するこ

とができた。視聴者数は 1 部、2 部合わせて、のべ 1,359 名であった。 
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２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

・サーバやネットワークの情報基盤管理や利用者サポートを業務委託化していること

で、安定した運用管理やサービス体制が維持できている。 

・幹線スイッチ等の入替で、学内 LAN の高速安定化を図るとともに、研究・事務・教

育のネットワークを分離し、目的や利用者別のサービスが容易に実現できる環境が

整い、高いセキュリティを保つことができるようになった。 

・ファイルサーバ、WebClass、WebMail 等のサーバを更新することで、高信頼性の確

保や操作性向上等利用者サービスの向上が図れた。 

・昨年度まで Can@home は全学生の 8 割を超える学生から利用申請があり、学期始めの

受付業務が大変混雑する状況が発生していた。今年度から申請方法を変更したこと

で、窓口の混雑の解消および受付業務の負担軽減が実現できた。 

②改善すべき事項 

・稼働後 6 年を過ぎたサーバが、メイルや Web の重要なサービスの一部を担っている。

順次更新しているが、更新するには大きな工数がかかるので、今後も継続した更新

計画が必要である。 

・ 新の知識や技術が要求される業務が大きなウエイトを占めているため、課員の計

画的かつ継続的な研修が必要である。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

・業務の現状維持という面では外部要員で十分成果をあげているが、業務の進展とい

う面では疑問が残る部分があり、今後の体制や課のあり方について、課の内外で検

討する必要がある。 

・メイル、Web、インターネット等無停止運転を求められる状況であり、冗長化等更な

る対策を計画に組み込むことにする。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

・サーバの老朽化対策については、2014 年度の業務に組み込み、対策を図る。 

・各種の整備やサービスが利用者ニーズに沿っているか、利用者調査や情報システム

委員会と密に連携し、PDCA サイクルに乗せた対処を行うこととする。 

・今後の業務に必要となる知識や技術修得に向けて、予算立案時に研修計画を立案す

る。 

 

以上 
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2013 年度事務システム課自己点検・評価報告書 

 

事務システム課長 大宮 則彦 

 

１．現状の説明 

（１）体制ならびに勤務状況 

次期事務システム構築プロジェクト終了後の 2012 年 7 月から、課長（情報システム課

長と兼任）＋係長＋主事 2 名の 4 名体制となった。次期事務システムが安定稼働期に入

ったことによって、年間残業総時間数は以下のとおり順調に推移している。 

2011 年度  1,905.5 時間 

2012 年度    665.0 時間（前年度比 ▲1,240.5 時間） 

2013 年度    534.5 時間（前年度比 ▲130.5 時間） 

（２）事務用情報機器の整備等 

事務用 PC は 6 年利用で老朽化による置換として 93 台、検証用として 2台の合計 95 台

を導入した。NAS は課室の重要なデータを扱うため 5 年経過の 7 台の入れ替えを行った。 

（３）PORTA ならびに事務システムの運用 

2011 年秋に本稼働を開始した PORTA ならびに事務システムは、2 年かけて安定稼働期

に入った。2年間の運用では、システムに起因する大きな事故が発生することもなく、利

用者へのサービスと事務課室のシステム処理を進めることができた。運用の中では個々

に発生した不具合対応を行い、必要に応じて機能改善を行うことで、システムの安定化

をすすめた。具体的には以下の件数の対応を実施した。 

問合せ   52 件 

不具合対応依頼  29 件（未対応 1件） 

改修・改善依頼 113 件 

 昨年度実績と比較して件数で 120 件(38%)減少した。これは、システムが業務に浸透し、

安定化してきた証拠である。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

主事 2 名は事務システム課の在籍年数が長く、かつ、次期事務システム構築プロジェ

クトでも中心的な役割を果たしてきた。このため、システム面の充分なスキルおよび経

験を兼ね備えているので、各課室のトラブル対応等に迅速に対応できている。入試処理

においても、新たな変更あるいは要望に迅速かつ正確に対応でき、大きなトラブルも無

く、無事 2014 年度入試処理を終えることができた。教務等他のシステムにおいても同様

である。 

事務用情報機器の整備では、2014年4月のWindowsXPのメーカサポート終了に向けて、

事務システム課主導で 2013 年度の配備計画を立てた。これにより、WindowsXP がサポー

ト終了後に事務課室の事務用 PC として利用されることは無くなる。 
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PORTA 

月間 

利用者数 

職員 

(人) 

教員 

(人) 

学生

(人)

2013 年 4 月 446 409 9310

2013 年 5 月 454 359 8039

2013 年 6 月 443 295 7122

2013 年 7 月 452 311 8928

2013 年 8 月 416 329 5139

2013 年 9 月 463 385 9565

2013年10月 456 324 7682

2013年11月 464 327 7369

2013年12月 457 366 6959

2014 年 1 月 454 432 8536

2014 年 2 月 449 378 4784

2014 年 3 月 454 326 9209

ログイン人数（同一人は 1 カウント） 

PORTA の運用も 2 年目に入り、構成員の高い利用

率を維持できている。自宅から利用するための

Can@home は、ここ数年 8割以上の学生が申請してお

り、自宅からの情報確認や履修登録が定着してきた。 

「EUC 講習会」を開催し、入門コースには 13 名、

基礎コースには 7 名、初級コースには 3 名が、所属

課室での課題を持って参加した。アンケート結果と

して、「業務に活用できる」「定期的な開催を望む」

という声が多かった。事務システムの効果的な運用

のためにも、この研修結果で身に付けたスキルを業

務で活かすとともに、他の課室員への波及を望みた

い。 

②改善すべき事項 

事務システム課は特定の課室と定期的なミーティ

ングを行っているが、実施していない課室もある。

ミーティングの機会を増やすことで、各課室が抱え

ている課題を共有し、業務の効率化につながる支援

および取組が必要である。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

事務システム課の専任職員（係長、主事 2名）は在籍年数が長く、その経験とスキル

から業務を円滑に回しているが、反面、後継者の確保や複数人担当による業務の相互確

認や継続性の確保ができていない。これは課の中だけで解決できるものではないので、

今後の体制や事務システム課のあり方について課の内外で検討する必要がある。 

PORTA ならびに事務システムについては、運用が一巡し安定期に入った。ただし、履修

登録等で処理が集中した時に待ち時間が多く発生することがあり、2014 年度の機器更新

の際の性能要件の一つとして改善を目指す。また、今後の展開として、シングルサイン

オン等他システムとの連携も課題の一つと考えている。 

Can@home は普及率が高まったことから、2013 年度からは、入学時にガイダンス受講者

全員に Can@home の暗号表を配付し、e-Learning 確認テストで合格点に達することで、暗

号表を有効にした。結果、新入生の取得率は 74.4％（対象者：2,392 名、取得者：1,779

名）となった。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

2013 年度システム化要望で対応した学事課の「個人研究費管理システム」は、EUC

講習会時の業務改善相談から発展し、開発することとなった。本格稼働する 2014 年度以

降は、学事課と定期的なミーティングを行い、更なる業務の効率化につなげたい。また、

個人研究費管理システムの稼働にあたり、学事課以外の課室に対しても、業務の効率化

につなげるためのミーティングを企画したい。 

以上
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2013 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 芳賀 進 

 

１．現状の説明 

2013 年度の南山エクステンション・カレッジ事務室は、専任事務職員 1名、派遣職員 1

名、臨時職員(一般)1 名、および公開講座開講時の臨時職員(学生)3 名の体制で、次の事業

の推進に従事した。① 公開講座、② 学生向け特別講座、③ 周辺自治体との連携による市

民大学講座等、④ 南山大学創立 50 周年記念基金事業(公開講演会、体験講座)、⑤ 英語教

員セミナー。また、愛知県内の私立 10 大学で構成する「あいち生涯学習・エクステンショ

ン研究会」に参加して、他大学の担当者と情報交換や研修の機会を持ち、講座運営に役立

てている。 

 

２．点検・評価 

① 効果が上がっている事項 

［公開講座］ 2013 年度は 12 講座を新設し、春期 77 講座、秋期 80 講座を開講した（いず

れも閉講となった講座を除く）。年間の受講者数はのべ 2,595 名で、過去 高の受講者数で

あった前年度より 69 名（2.7％）増加した。過去 5年間の講座数ならびに受講者数の推移

は次のとおり。 

 2009 年度 2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度 

 講座数 受講者数 講座数 受講者数 講座数 受講者数 講座数 受講者数 講座数 受講者数

春期講座 55 899 65 1,098 77 1,303 80 1,363 77 1,380

秋期講座 60 900 67 958 73 1,104 73 1,163 80 1,215

計 115 1,799 132 2,056 150 2,407 153 2,526 157 2,595

講座運営においては、教室案内掲示やパンフレットの記載事項を工夫して、受講者にわ

かりやすく情報提供するよう努めた。「受講者アンケート」を春期・秋期講座の終了時に実

施し、春期 705 名、秋期 578 名から回答があり、講座内容の満足度に関する項目（5 段階

評価）で春期・秋期とも平均 4.59（前年度と同じ数値）という結果を得た。 

また、Web ページを見直して、公開講座と学生向け特別講座の受講申込フォームを改善

した。更に、Web ページの体裁を南山大学 Web ページの標準的な様式に変更し、より使い

やすく、より多くの情報提供が可能なものにした。 

なお、公開講座は 2003 年度から愛知県教育委員会と名古屋市教育委員会の後援を得て実

施しており、2013 年度においても後援名義使用のための所定の手続きを行った。 

［周辺自治体との連携］ 周辺自治体との連携による市民大学講座等は、地域に定着した

社会貢献事業であり、継続的に講座開催と講師派遣の依頼があることは、本学が提供する

講座内容に評価と信頼が得られているととらえている。2013 年度の開催状況は次のとおり。 
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ア．豊明市教育委員会との共催による『南山大学市民講座』（前期、後期）の開講 

イ．春日井市教育委員会主催の『かすがい熟年大学講座』への講師派遣 

ウ．大学コンソ－シアムせと における『大学別テーマ講演会』への講師派遣 

 エ．清須市教育委員会主催の『生涯学習講座』の「環境講座」への講師派遣 

オ．名古屋市生涯学習推進センターとの連携による「キャンパス講座」の開催 

また、名古屋市生涯学習推進センターとの共催による「公開講演会」（南山大学創立 50

周年記念基金による事業）は、南山大学人類学博物館リニューアル記念シンポジウムとし

て『未来へ向かう博物館』を開催し、155 名の参加があった。 

「公開講演会」については、3月 1日（土）にも「春の公開講演会」として南山大学の 5

名の教員による 5つの講演会を行うとともに、名古屋ボストン美術館との連携企画「90 分

で楽しむ名古屋ボストン美術館」を同時開催し、合計で 436 名の参加があった。特に名古

屋ボストン美術館との連携企画は、同美術館と提携している公開講座「まるごと楽しむ名

古屋ボストン美術館」をより広く知ってもらうことを目的としたものであり、定員 50 名に

対して 86 名の応募があり、関心の高さを伺わせるものであった。 

［学生向け特別講座］ 2012 年度に改善すべき事項として挙げた「学生向け特別講座」の

講座構成等の見直しに関して、開講ニーズと開講日程等を検討し、受講申込者数が少なか

った公務員試験対策の「直前総合コース」と教員採用試験対策の「直前コース」の 2013

年度開講を取り止め、二種証券外務員資格試験対策講座と日商簿記 3 級検定試験対策講座

を一般向けの公開講座として開講することとした。このことにより 2013 年度の「学生向け

特別講座」は 7講座構成となったものの、受講者数合計は 249 名で過去 高の人数となっ

た。 

② 改善すべき事項 

周辺自治体との連携において、秋期公開講座の「学び直しの英語－5 つのアプローチ」

を、名古屋市生涯学習推進センターとの連携による「キャンパス講座」として共同開講し

たが、名古屋市側での受講者募集の広報開始が 8月下旬からであったため、申込締切まで

の期間を十分に確保できず、同講座の受講生 37 名中、同センターを通じての受講者数は 7

名にとどまり、名古屋市との連携における開講時期の設定に課題を残すこととなった。 

 

３．将来に向けた発展方策 

① 上記２.①の効果が上がっている事項について 

［公開講座］ 受講生アンケートに寄せられる要望や意見等を参考に、より充実した講座

内容・講座構成等を検討して委員会に提案し、年間のべ 2,000 名以上の受講者数を継続的

に確保していくとともに、満足度の高い講座運営に努める。更に、「南山の知的、人的リソ

ースを活かす」というエクステンション・カレッジの基本コンセプトに沿って、本学の専

任教育職員が担当する新規講座を委員会に提案する。 

なお、Web ページを更新したことにより、2014 年度は休講や教室変更の情報入手の利便

性が向上すると期待される。更に 2014 年度からの消費税改定に伴い、受講料を改定（消費

税付加分を 8％に）するよう学内手続きを行い、2014 年度春期講座の受講生から適用する

こととした。 



 

- 355 - 

［周辺自治体との連携］ 地域に密着した社会貢献事業として引き続き積極的に取り組み、

各地域のニーズに応じた質の高い講座内容を提供するとともに、2014 年度において新たな

連携先を増やすよう具体案の検討を進める。 

② 上記２.②の改善すべき事項について 

名古屋市生涯学習推進センターとの連携に関しては、連携講座の開講時期等について名

古屋市側と協議し、適切な開講時期と受講生募集の広報のあり方などを具体的に検討して

2014 年度中の実施を目指す。なお、公開講演会は 2014 年度も引き続き名古屋市生涯学習

推進センターとの共催により開催することとする。 

 

以上 
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2013 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 

 図書館事務課は、教育・研究事務部に属し、閲覧・参考係、電子情報係、受入係、逐次

刊行物係で構成されている。横断的な会議体として、図書選定会議、広報委員会、カトリ

ック文庫委員会を置いている。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

電子媒体資料について、トライアルを継続的に行い、教員のニーズに合った導入案を作

成し、予算の組み替えを行い、契約数を増やした。OPAC と電子資料検索ツールの共通化と

いう環境構築の端緒として、より使いやすいリンクリゾルバへの変更を検討した。 

2012 年度に設置された視聴覚コーナー、NEWS コーナー、グループ学習室①②は学生を中

心に活発に利用されている。 

研究用図書については重複して所蔵しないというルールを図書館委員会の議を経て決定、

重複分を除籍することとした。また、所蔵資料だけではなく、今後受け入れる資料につい

ても重複購入を制限し、書庫狭隘化の解消を図った。効果が現れるのは数年先だが、事務

の発案からルール化に至ったことを評価したい。 

2012 年度に協議会で認められた電子化の方針に沿って、2013 年度は図書館委員会で承認

された雑誌の購入（受入）を停止するとともに逐次刊行物（紀要・白書）を廃棄する作業

を逐次刊行物係で進めている。 

学位規則の改正（2013 年 4 月 1日施行）に伴い、懸案事項だった南山大学機関リポジトリ

を国立情報学研究所（NII）のシステム JAIRO-Cloud で構築した。NII への申請および構築

は電子情報係で、コンテンツの掲載は受入係という事務体制を確立し、紀要論文 82 件を掲

載する作業を行い、2014 年 3 月 24 日に正式公開した。 

「カトリック文庫」寄贈資料のうち、滞貨していた図書、雑誌、ビデオテープ、カセット

テープ、レコードなどについて、カトリック文庫委員会の委員が文庫資料とするかどうか

の選別を行い、受入係と連携し一部整理作業を終えた。 

②改善すべき事項 

現在の組織は、紙媒体の手続を中心に構成されており、増加する電子媒体にシフトした

体制になっていない。 

発注予算が約 400、支払予算が約 130 あり、管理アイテム数が多く複雑である。大型予算

で購入した電子資料は、毎年の接続利用料の支払いの増加が問題となっている。 

電子書籍や電子ジャーナルの整理（目録作成など）・運用管理方法が統一されていない。 

マルチラーニング・エリアの中で、e-learning 用 PC がほとんど利用されていない。 

書庫狭隘化解消策の一つとして挙げていた新聞の電子化の推進と原紙製本の見直しにつ

いての事務原案が未作成である。 

建物が古く OA 化に対応していないため、事務室内の配線が複雑で危険な箇所がある。ま
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た、事務室が１階･2 階に分かれているが導線が悪く、非効率である。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

電子媒体資料について、トライアルを継続的に行い、利用状況を調査し、予算の範囲で

契約を見直す。電子資料情報が得やすく、利便性の高い検索ツールの導入が必要であり、

現行のリンクリゾルバを機能（OPAC との連携も含む）および予算面から見直し切り替える。

また、利用者サービス向上のため、将来的にはディスカバリ導入も検討する。 

 視聴覚コーナーの 2013 年度の利用状況から 2014 年度は視聴ブース利用の手続を取り止

め、自由に視聴する方法に変更することを決めた。 

昨年度 3 月より休館の状態となっている視聴覚ライブラリーについては、将来的に閉館

に向けての手続を進める。まずは、その所蔵資料について、図書館委員会で、VHS 等の古い

媒体資料等の精査を行い、一部を残して除籍が認められたので、2014 年度に除籍手続きを

進める。 

名古屋大学が提案する「東海北陸地区大学間学術資源活用事業」への参加が協議会で了承

されたことを受け、共同保存書庫へ預け入れる資料について、具体的な数値や必要な経費

を試算し、2015 年度事業計画に申請する。 

構築したての機関リポジトリはコンテンツ数が少ないので、教育・研究支援事務室や学事

課と連携して学内で編集されている紀要類の論文を順次掲載し、その充実を図る。 

カトリック文庫について、2014 年度末には滞貨していた寄贈資料の整理が終了する見込

みであるが、文庫室の書架は既に満杯に近い状態であり、書架の増設は必至である。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

増加する電子媒体にシフトした組織とし、自学自習をサポートする利用者サービスの展開

を図る体制を整える。 

予算について、管理負担軽減のため、統廃合を検討し、単純化する。また、大型予算で購

入した電子資料の年間接続利用料を確保するため、予算の組み替え等を行う。 

電子書籍や電子ジャーナルの整理（目録作成など）・運用管理方法原案を作成する。 

e-learning 用 PC について、授業との連携等の次なるステップを検討する。 

職員が行う図書館利用講習会の内容を均一で安定したものに変更することが図書館委員

会で認められたので、2014 年度から実施する。 

新聞の電子化の推進と原紙製本の見直しについて、事務原案を作成する。 

名古屋キャンパス再開発計画の中で示される図書館計画を受け、将来の事務室を検討する。 

 

以上 
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2013 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 大川 隆 

 

１．現状の説明 

 教育・研究支援事務室は、室長 1名、係長 2名を中心に、教育支援業務、研究支援業務

を 2係体制で行っている。今年度の主な業務は次のとおりである。 

①自己点検・評価活動…自己点検・評価委員会は、自己点検・評価報告書に対する自己点

検・評価、学生による授業評価に対する自己点検評価、研究活動に対する自己点検・評

価を行ったが、大学基準協会による大学認証評価では、自己点検・評価委員会において

は十分な点検・評価が行われておらず、PDCA サイクルが機能していないとの指摘があり

全学的な内部質保証システムが有効に働くように改善が求められた。 

②大学認証評価…大学基準協会による認証評価を受審し、「適格」の認定を受けたが、「努

力課題」として 3項目、「改善勧告」として 2項目の指摘があった。 

③法科大学院認証評価…大学基準協会による法科大学院認証評価を受審し、「適格」の認定

を受けた。ただし、「重大な問題」として指摘を受けた 2つの視点については、改善され

るまで毎年対応状況を大学基準協会へ提出することになった。 

④短期大学部第三者評価…短期大学基準協会による短期大学第三者評価を受審し、「適格」

の認定を受けた。 

⑤3 つのポリシー…数理情報学部から理工学部への名称変更、社会科学研究科設置に伴い、

3つのポリシーの制定手続きを行った。また、国際地域文化研究科のカリキュラム・ポリ

シーの改正も行った。大学構成員に 3つのポリシーを周知するため、全専任教員と各課

室に冊子を配布した。 

⑥FD 活動…学生による授業評価を春学期、秋学期に実施し、まとめ冊子を作成して、学生

の閲覧に供した。FD 企画として就職委員会およびキャリアサポート委員会と共催し、就

職関連のテーマで 2月 28 日に開催した。 

⑦研究審査委員会…人を対象とする研究倫理審査、学位論文実施可否審査、共同研究・受

託研究の受け入れについて審議を行った。 

⑧研究活動の情報収集および提供…Web ページを中心に研究活動等の情報を提供した。 

⑨外部評価委員会…2013 年度は実施しなかった。 

⑩パッヘ研究奨励金配分委員会…パッヘ研究奨励金を配分方針に基づいて配分した。 

⑪科研費関係…科研費の機関管理部署として、応募申請、執行処理、学外分担者に係る他

大学との連絡・調整を行った。 

⑫公的研究費管理・監査体制の運営…公的研究費の不正使用を防止するために、研究費の

適正使用に関する説明会を 9月 18 日に開催した。 

⑬学外研究費獲得支援…公的および民間助成機関への助成申請、採択後の執行処理を行っ

た。そのうち、採択されたものは、堀科学芸術振興財団、ニッセイ財団、環境省（名城

大学、地球環境戦略研究機関から受託）、クリタ水・環境科学振興財団、西川コミュニケ

ーションズ。 

⑭機関リポジトリ…機関リポジトリ公開に向け、図書館事務課、学事課と協力して規程の

整備等を行った。機関リポジトリは 3月 24 日付けで公開された。 
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⑮高大連携・総合学習…本学教員による講師派遣 29 件（内 5件は学園内連携）、本学訪問

30 件（内 12 件は学園内連携）に対応し、地域社会との連携の一翼を担っている。 

⑯南山学会事務局…アカデミア出版、学会等出版援助、学術叢書出版援助（3件）、シンポ

ジウム開催（11/20）、各系列の研究例会に関する業務を行った。 

⑰研究所、研究センター運営事務…各研究所、研究センターの行う委員会事務局、刊行物

の発行、研究会・講演会の開催、図書・雑誌の管理、戦略的研究基盤形成支援事業等の

業務に関して、サポートした。 

⑱人類学博物館運営事務…2013 年 10 月 R 棟地階に新博物館がリニューアルオープンし、

10/4 にセレモニー、10/5 にシンポジウムを行った。名古屋大学博物館との連携協定を締

結し、本学博物館所蔵の旧石器資料の一部が名古屋大学博物館で展示された。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

・教員に対して科研費補助金の積極的な獲得を促した結果、2003 年度申請 22 件採択 6件で

あったものが、2008 年度申請 56 件採択 14 件、2013 年度申請 76 件採択 24 件、2014 年度

申請 71 件採択 24 件と増加傾向にあり、採択率も 30％を超えている。学外分担金も同様

に増加傾向にあり、教員の科研費補助金ならびにその他の外部資金獲得に向けた意識の

高揚が見られる。これは、パッヘ研究奨励金Ⅰ－A－2（特定研究助成・一般）の傾斜配

分も影響していると考えられる。学内における研究費配分においても競争原理が働いて

おり効果が上がっている。 

・パッヘ研究奨励金Ⅰ-A（特定研究助成）の申請手続きを簡略化するために、簡易版の申

請様式を作成し、2013 年度から導入した。また、2014 年度申請に向けて、申請書類の様

式を科研費基盤 Cの様式に準拠して作成した。研究者の負担軽減という効果が上がって

いる。 

②改善すべき事項 

・事務職員の超過勤務について、教育・研究支援事務室全体（研究所、研究センターを含

む）として、2012 年度（2011 年 11 月～2012 年 10 月）1,736.00 時間から、2013 年度（2012

年 11 月～2013 年 10 月）2,308.00 時間へ 572.00 時間増加した。これは、認証評価業務、

科研費関係業務の増加によるものである。また、年間 300 時間を超える者が 3名いた。

事務職員の健康管理上からも過重な超勤の削減が課題である。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

・科研費補助金の採択件数、補助金額は増加しているものの、学部別にみるとかなり開き

が出ている。特定学部の研究テーマが採択されにくいということはないので、外部資金

の獲得に向けて情報提供などよりきめの細かい研究活動支援業務を行う。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

・2013 年度認証評価業務が終了したことにより、特定者の超過勤務の削減が見込まれる。

また、業務分担を見直すことにより、業務量の平準化を目指す。 

以上 
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2013 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 

2013 年度末の学事課の人員配置は、以下のとおり 6つの学部事務室に分かれている。 

担当学部 専任職員 専任嘱託職員 特別嘱託職員 臨時職員 業務委託 

人文学部     1 − − 15 − 

外国語学部     1 − 3 13 − 

経済学部     1*1 − − 3 − 

経営学部     1       1*3 − 4 2 

法学部     1       2 − 3 1 

短期大学部     1*2 − 2 2 − 

小計     6       3 5 40 3 

合計 57 

*1:2013.10.1 より学事課長が兼任、*2:2013.9.30 まで学事課長が兼任、*3:2014.1.1 より

専任嘱託職員枠に派遣職員配置 

 共通の業務として、以下の業務がある。 

 (1)学部長および研究科長*の秘書、(2)学部教授会および大学院研究科委員会*の開催・

事後処理、(3)教育職員の教育・研究補助（個人研究費の管理、科学研究費補助金等の取次、

教材印刷も含む）、(4)学部設置研究用機器の管理、(5)研究室委員会に係る業務、(6)大学

院生研究室に係る業務*、(7)大学院入学試験に係る業務*（*:短期大学部を除く） 

 このほか、 (8)法曹実務教育研究センターに関する業務[法]、(9)LL 授業担当[外国語]、

(10)学会事務[経済、経営、法]、(11)中部地区大学院商学・経営学系研究科連絡協議会[経

営]、(12)学生対応をおこなっている。 

 更に、学事課長は、(13)大学院委員会に係る業務、(14)大学院学生奨学費に係る業務、 

(15)大学院紀要刊行に係る実務を担っている。 

  

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

 ・法学部事務室に 2013 年 4 月 1日付で専任職員が配置され、専任嘱託職員 3名体制から

専任職員 1名および専任嘱託職員 2名の体制になった。これにより、専任職員による

専任嘱託職員および臨時職員の業務監督がされ、組織的な業務遂行がされるようにな

った。 

 ・ビジネススクールの夜間・土曜日委託業務の見直しによる経営学部事務室専任職員の

負荷増の軽減および効率的な事務室運営のため、経営学部事務室へ 2014 年 1 月 1日付

で専任嘱託職員配置が承認された（ただし、事情により現在は派遣職員が配置されて

いる）。 

 ・事務システム課の協力により、個人研究費業務について、学事課統一の個人研究費管
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理システム(Access)の開発が完了し、2014 年度本稼働に向けて準備が整った。 

 ・年度途中より、学事課専任職員および専任嘱託職員が各自の週間業務予定を共有し、

学事課長へ週間業務報告をおこなう体制ができた。 

②改善すべき事項 

 ・学事課は、8 名の専任職員と専任嘱託職員が 6 つの事務室に分かれており、課長が 1

事務室を兼任しているため、課員の日々の業務遂行状況を直接目の前で管理すること

が難しい。更に、人文学部と外国語学部においては各学科の合同研究室に臨時職員が

配置されているため、各々の業務量や働き方の把握は困難と言える。実質の業務管

理・遂行は各学部事務室配属の専任職員に委ねざるを得ず、他課室の担当者−係長−課

室長というライン上の業務遂行がしにくいことは問題点と言える。 

 ・学事課はほぼ毎年人事異動があり、特に 2013 年度は 8名の専任職員、専任嘱託職員の

うち 5名の異動があった。各学部事務室は原則専任職員 1名体制のため、人事異動の

際に引き継ぎはされても日々の業務のなかで周りに聞ける経験者がいないため、過去

の資料の検索に時間を要し、業務の理解・処理等により多くの時間が費やされ、結果

として時間外労働を引き起こす要因となっている。 

 ・学事課の主な業務は 2週間毎に開催する教授会・研究科委員会運営であり、常にその

準備や事後処理をおこなっている。専任職員 1名という人員配置では、補完し合える

体制がないため、年次休暇だけでなく、振り替え休日でさえ取得し難い状況となって

おり、心身ともに健康管理の面からも負担が大きい。 

 

４．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

・学事課は専任職員、専任嘱託職員、特別嘱託職員、臨時職員、派遣職員、業務委託と

いう職務権限が異なる職員が配置されている。このことは、各々の責任を果たすうえ

で意識の向上につながっており、今後は学事課としての組織力向上をはかっていきた

い。 

・各学部の独自性を保ちつつ、事務処理においては学事課としての統一性をはかってい

くために、学事課ミーティングを通して情報共有を促進していく。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 ・業務マニュアルの整備が急務である。学事課共通業務について、2014 年度末までに統

一フォームで作成し、今後のキャンパス統合、学部改組に備えて、人事異動の際も安

定的かつ継続的な業務遂行ができるようにする。 

 ・専任職員 1名体制による種々の問題点を改善するためには、各学部事務室へ専任嘱託

職員等の配置が望まれるが、人的要因から難しい現状を鑑みると、複数学部事務室の

統合や同一場所での業務遂行どを視野に入れ、物理的な観点での提案をおこないたい。 

・学事課長が管理職として、学事課全体の業務管理、人事管理および予算管理に十分な

時間を割くことができる体制を整えるために、キャンパス統合の折には、学事課長か

ら学部・研究科事務室業務の兼任を外すことを含めた事務組織改組を提案したい。 

 

以上
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2013 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 

 瀬戸キャンパス事務部は、第１課と第２課から成り、南山大学事務分掌規程（以下、事

務分掌規程）に規定されている共通事務分掌（第 6条）および、以下に示した課固有の業

務を遂行している。 

・第１課：庶務、人事、経理、渉外、施設・管財、学部、図書館、視聴覚、計算機など

に関する業務（事務分掌規程第 11 条③） 

・第２課：学生、教務、国際教育、キャリア支援・インターンシップ、保健室などに関

する業務（事務分掌規程第 11 条④） 

瀬戸キャンパス事務部の人員構成（2014 年 3 月 31 日時点）は、専任事務職員等 25 名（育

児休業 2名を含む）、専任嘱託職員 3名（育児休業 1名を含む）、特別嘱託職員 4名、臨時

職員 31 名、派遣職員 8名および業務委託（図書館閲覧業務、情報システム関係業務、L.L.

設備管理業務、警備・保守・管理関係業務等）である。昨年度末と比べると退職、異動の

関係から専任事務職員 1名、専任嘱託職員 2名の減、派遣職員 4名の増となっている。 

 本年度の業務においては、事務分掌規程に定められたルーティン業務に加え、9月 27 日

に公表されたキャンパス統合に関して、キャンパス内関係業者、地域自治会への説明対応

や 2014 年 4 月に設置される社会科学研究科の準備委員会業務などが遂行された。 

 業務遂行においては、情報の共有と理解の一致が必要であり、部課長間の業務進捗ミー

ティングを毎週月曜の朝に、瀬戸キャンパス事務部の部内会議（部長、課長、係長、チー

フが出席）を事務部長会議が開催された翌週の月曜日に開催している。今年度は、17 回開

催した。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

1．経費削減 瀬戸キャンパス事務部では、これまでも課員一人ひとりがコスト意識を持ち、

日々の業務を遂行し、予算申請、執行を行ってきた。2013 年度においては、主なもので

は学生貸与 PC 単価下げ（2,892 千円減）、警備会社コンペによる業務委託費（9,827 千円

減）の経費削減を行っている。 

2.省エネルギーの推進 基準となる 2009 年度との消費エネルギーの原単位（原油換算値を

対象総延床面積で割った値）比較において 2014 年度末に 5％以上の削減を達成するとい

う取組の 4年度目を終えたが、2013 年度においては 14.2％減（2014 年 1 月末現在）を

達成できている。これは、気候状況などの変動要因があったとはいえ、瀬戸キャンパス

における構成員の省エネルギーに対する意識の定着と取組の結果といえる。 

年度 2010 2011 2012 2013 

2009 年度比 5.4％増 6.7％減 11.2％減 14.2％減 

注：2013 年度は、2014 年 1 月末時点の数値 
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②改善すべき事項 

1.時間外勤務時間数 

今期（2012 年 11 月〜2013 年 10 月）の時間外勤務時間数については、第 1課が 74 時間

増の 873.25 時間、第 2課が 243 時間増の 1399.25 時間となり、瀬戸キャンパス事務部全体

としては、317 時間増の 2272.5 時間となった。これは、前々期からは 21.9％の減少となっ

ているものの、前期より 16.2％の増加となっている。両課に共通して言えるのは、人事異

動による人員構成の変動や業務引継ぎにより一時的な時間外労働が増加したことである。

年次休暇の取得については、計画年休や毎月の取得状況確認など、促進に向けた取組によ

り事務部長会議で示された 低取得する日数（５日）以上を全員（1年勤務していない者

を除く）が取得している。 

 2.危機管理・対応、事務処理  

 危機管理・対応については、スクールバス運行において事案が発生したが、定められた

マニュアルを踏まえて対応してきた。事務処理においては、会議資料の不備、関係者間で

の調整不足等によるいくつかのミスが発生した。 

 3.会計・業務監査 

 2013 年度は、瀬戸キャンパス事務部を対象に会計・業務監査が実施された。その結果は、

重要な発見事項にあたるものは無く、いくつかの改善提案、意見を受けた。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

 経費削減については、名古屋キャンパスへの統合が発表された今、この瀬戸キャンパス

で学生生活を送る学生へのサービスの質を維持しつつ、無駄な投資を避け、経費削減に努

める。具体的には、2015 年 4 月の理工学部移転時に向けて、学外駐車場契約の見直し、学

内委託業者との業務範囲の検討などを行う。 

省エネルギーについては、2014 年度末に 2009 年度エネルギー使用量比で 5%削減すると

いう目標を現段階でもクリアし、順調に削減できているが、このまま維持していけるよう

に構成員に対して取組成果の周知を行い、継続的取組の協力を求めていく。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

 事務職員の健康管理の点からも、時間外勤務の適正化と年次休暇の取得促進に向けた取

組を継続する。具体的には、時間外勤務の適正化に向けては、人事異動による人員構成の

変動や業務引継ぎによる増加は一時的なものであると認識しており、個人間、係間に大き

な時間数差が見られる点からは、課内の協力体制や担当業務変更による平均化を促してい

く。個人においても一人ひとりが業務・タイムマネジメントに留意し、時間外労働に対す

る考え方を再確認させる。 

 いくつかの事務処理ミスは、業務遂行上の情報共有やコミュニケーション不足がその要

因と考えられることから、メンバー間や関係教育職員との情報共有、確認を促していく。

また、確実かつ継続的な業務遂行のためにダブルチェック、チェックリストによる確認、

マニュアルの整備（作成、更新）を継続する。 

 2013 年度会計・業務監査における改善提案、意見に対しては、既に提出している改善取

組報告書、フォローアップ計画に基づき実施していく。 

以上
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2013 年度第１課自己点検・評価報告書 

 

第 1 課長 加藤 雅毅 

 

１．現状の説明 

 2013 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。 

専任職員（事務分掌） 
嘱託職
員 

派遣職
員 

臨時職
員 

計 

課長            1    1 名
総務係長 1    

36 名職員（庶務、経理、人事、渉外、施設・管財、
学部） 

8
2 3 22 

教育研究支援係長 1    
8 名

職員（図書館、視聴覚、計算機） 1  2 4 

計 12 2 5 26 45 名

 教育研究支援係専任事務職員２名が未配置(2011 年 12 月より 1 名、2014 年 1 月より 1

名)であるが派遣職員 2名が配置されている。また、総務係専任事務職員 1名の退職に伴う

1年余りの措置として、2013 年 12 月より派遣職員 1名および臨時職員 1名体制とした。 

さらに、情報理工学部事務室１名の育児休業（延長含む）の取得があったが、派遣職員

の配置で業務を遂行し、2014 年 3 月には専任事務職員 1名の後任配置があった。また、上

記の事務分掌に基づくルーティンワークおよび1業務改善、2危機管理・防災、3コスト削減、
4環境整備、5省エネルギー、6各種調査、7キャンパス統合、8トラブル等の対応を実施した。 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

(a)P-D-C-A サイクルでの業務を継続し、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や瀬戸キャンパス事務部長、第 2 課長との業務進捗確認

(毎週月曜日)を行った結果、2013 年 9 月 27 日に発表された理工学部のキャンパス移転

準備も含めて業務を遂行し、瀬戸図書館担当者の業務経験不足等の課題も一部解決した

                                                      
1 (1)瀬戸図書館に於いて実務ミーティング初実施(2014/1/10,1/27, 3/7)。(2)ビルカウンター導入により証紙券売機等現金回収時間短縮。

(3)銀行等預金口座管理基準に則り指定の普通預金口座を利用して小口現金の補充・返還の安全性向上。(4)駐車許可証に駐車場所を明記、

利用者区分毎にカラー化し、指定駐車エリア齟齬の防止を図った。 
2 (1)「瀬戸キャンパス事務部危機管理について(2011/3/4)」等→報告フロー図・命令系統概念図および警察入構に関する連絡系統によ

る対応および警備業務委託業者との定例ミーティング(毎月 1 回)の実施。(2)「屋内消火栓放水及び AED 使用訓練(2013/8/21)」(3)非常

放送設備取扱講習(2013/9/18)(4)「地震防災訓練(2013/10/2)」の実施。 
3 本文２.(b)以外に(1)植栽管理内容を見直し(200 千円減額補正)。(2)浄化槽関連機器保守修繕を見直し(300 千円削減)。(3) 入学者数に

伴い貸与ノート PC 台数が減少(1,263 千円減額補正)。(4)計算機利用環境整備費を見直し(589 千円減額補正)。(5)視聴覚教育機器整備費

を見直し(332 千円減額補正)。 
4 (1)衛生管理者職場巡回(月 1 回)、(2)総務係事務室レイアウト変更、(3)書棚に滑り止めテープ貼付 
5 (1)春・秋中間期の 1 ヵ月エアコン停止。(2)扇風機、サーキュレーターの活用。(3)自動ドア稼動時間削減 (4)廊下の窓、各棟出入口等

の開放継続（除く冬期）。 
6 (1)第 1 課時間外労働分析。(2)備品たな卸し調査。(3)GHP と EHP 省エネルギー比較分析。 (4)非構造部材耐震工事実施方法分析。(5)

社会科学研究科遠隔授業機器調査。 
7 学内業者説明(2013/9/30～10/7)。山口連区自治会定例会於説明(2013/10/15)。キャンパス見学対応(清水建設 2013/7/5,10/9、聖霊高中

校 2013/11/27、2014/1/7、情報システム課 2013/12/18、豊田工業大学 2014/1/31) 
8 (1)学外からのクレーム対応。(2)業務委託業者瑕疵対応(2013/4/25,9/13)。(3)暴風対応(2013/10/30)。(4)遠隔授業 TV 会議システムト

ラブル対応(2013/11/29)。 
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（根拠資料 2013 年度週間予定）。 

(b)コスト削減については、空調 GHP 入れ替えに伴い保守料(132 千円) 削減。業者見直し

により常駐・機械警備業務委託費(9,827 千円)削減、視聴覚機器運用支援業務委託費

(504 千円)削減。図書館カウンター業務見直しにより業務委託料(127 千円)削減。 

また、情報システム関係費の学生貸与ノートPC単価減額によるコスト削減(2,892千円)

も含め、第 1 課専任事務職員が常にコスト意識を継続した結果と評価できる(根拠資料 

2013 年度予算資料)。 

(c)省エネルギーについては、2009 年度原単位比較で 14.2％削減(2014 年 1 月現在)し、目

標(5％)以上の削減を達成した（根拠資料 2014年 3月 11日大学エネルギー管理委員会）。 

(d)部署内での業務計画および業務進捗状況を共有するミーティングが継続され、一部の部

署では Web を活用した情報共有ツール等を利用し、PC 上での業務遂行の可視化も実施

され、業務遂行の遅滞やミスを防いだ（根拠資料 2013 年度週間予定）。 

②改善すべき事項 

(a)前述の専任事務職員定員不足等の影響で時間外労働時間が 9.3％増加した(799.25 時間

から 873.25 時間へ増加)。 

(b)会議資料作成の不備および業務委託業者の業務不備などが発生した。 

３．将来に向けた発展方策 

上記 2.①の効果が上がっている事項について 

(a)名古屋キャンパス各課室の関連部署とのミーティングを定例化し、行事開催、書類関係

等の調整を行うとともに課題の発見と解決を図って、業務遺漏の発生を極力抑える。ま

た、2014 年度末の理工学部移転業務の準備および実施にも充分留意する。 

(b)業務委託業者の評価と見直しを進めて、業務水準を維持しながらコスト削減の実現を進

める。2014 年度は清掃委託費 460 千円、警備関係業務委託料 590 千円などの削減を予

定している。 

(c)2014 年度 A棟、B棟の空調 GHP 各 1 台(計 2台)が省エネルギータイプに更新されること

および省エネルギーの啓蒙活動を継続して省エネルギーの削減目標達成を継続すると

ともに契約電力の削減も計画する。 

(d)Web を活用した情報共有ツールを利用した PC 上での業務遂行の可視化を複数部署で進

め、業務遅延やミスを予防する。 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

(a)専任事務職員3名未配置を派遣職員3名配置での対応および異動による業務経験不足が

原因の時間外労働時間の増加となっているが、業務習熟に加えて次年度での専任事務職

員の配置予定により時間外労働時間の増加は改善される見込みである。 

(b)書類、資料作成の不備については、チェックリストに沿って係長、課長のダブルチェッ

クを実施してミスを無くし、業務委託業者の業務不備は、各社営業担当との定例ミーテ

ィング等を通じて社内教育の充実、職場環境の改善を依頼し、業務報告書等の確認を通

じて遺漏を防ぐ。 

以上
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2013 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 

2013 年度末の職員構成は、専任職員 12 名、専任嘱託職員 3 名（うち 1 名は育児休暇）、

特別嘱託職員 2名、臨時職員 5名、派遣職員 3名で、南山大学事務分掌規程に基づき、次

の(1)から(5)に関する業務を行なっている。 

(1) 学生関係業務に係る事項 

①学籍関係 ②課外活動 ③奨学金 ④アルバイト、下宿 ⑤学費減免・延納・分納、 

⑥通学および学割証明書等の発行 ⑦その他福利厚生、⑧学生交流センター 

(2) 教務関係業務に係る事項 

①授業運営 ②資格取得 ③試験運営 ④証明書発行 ⑤学生便覧作成 ⑥短期海

外留学（南山アジアプログラム） ⑦派遣留学 

(3) 国際教育関係業務に係る事項 

①宿舎（交流会館の管理・運営） ②外国人留学生の奨学金 ③在留資格に関する

業務 ④海外指定教育機関からの入学者受入 

(4) キャリア支援・インターンシップ関係業務に係る事項 

①キャリア教育 ②求人斡旋 ③インターンシップの実施 

(5) 保健室関係業務に係る事項 

①健康診断 ②精神衛生相談 ③その他学生の健康診断証明書の発行、疾病予防、医

薬品管理 

 

２．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

課長、係長を含め人員構成に変動が生じたが、担当者が自身の業務の理解を深め、自律

的に機能している。さらに、担当業務を超えて協力する体制が構築できており、大きな問

題なく業務遂行できた。 

・2013 年 4 月より無許可入構車輌への対応を厳格化し、適正な入構管理を実現した。 

・就職活動を終了した 4年次生を「学生就職支援スタッフ」（8人）として雇用し、就職活

動を開始した 3年次生にアドバイスする機会を設けた。 

・障がいのある学生への就学支援において、前年度に引き続き PC テイクを実施した。さら

に今年度より、学生交流センター（AULULARIA）の学生スタッフによる授業補助を実施し

た。 

・理工学部、社会科学研究科への改組に伴うカリキュラム変更など、教務関係業務を滞り

なく実施した。 

・学外で実施される授業、特に外国で実施される授業の危機管理について、学部長、学科

長、科目コーディネーター、受入機関、事務担当者間で迅速な情報共有を行い、健康管

理やトラブル時の判断・対応を組織的に対応できた。 
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②改善すべき事項 

・第 2課全体での時間外労働時間数は、人事異動による人員構成の変動や業務引継ぎによ

り 243 時間（21.02%）増加している。（1156.25 時間1399.25 時間） 

・スクールバスの運行において、事故やクレームが 20 件程度発生した。 

・キャリア支援業務において、企業、教員との連絡・調整不足等によるトラブルやミスが

発生した。 

・保健室業務において、人員体制に変更が生じ、一時的に専任事務職員 1名体制となった。 

・教務係の一部の業務マニュアルにおいて、事務システム処理上の操作マニュアルにとど

まり、本質的な業務継承が剥落している。また、紙媒体の取扱要領が存在しているが体

系的に整備されているとは言い難い。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①上記 2.①の効果が上がっている事項について 

・「学生就職支援スタッフ」について、学生に十分に周知できているとは言い難い状況にあ

る。次年度は、就職ガイダンスや PORTA、Web ページ、掲示、指導教員を通じて学生へ

周知し、積極的な活用を促す。 

・障がいのある学生への就学支援においては、2014 年 4 月より正式に組織化される学生交

流センター（AULULARIA）を中心に対応する。特に、AULULARIA スタッフやコアグループ

の学生が中心となり支援する。 

 

②上記 2.②の改善すべき事項について 

・2014 年度は、理工学部の移転に係る業務が見込まれる。業務担当者間での業務スケジュ

ール確認や、省エネルギーデーの実施を徹底するとともに、業務遅延の発生や業務負荷

が高い時期には、係間を超えて、第 2課として組織的に対応し、時間外労働の削減、均

等化を行なう。 

・スクールバスの安全かつ快適な運行を目指し、引き続き、毎週 1回の定期ミーティング

を行う。さらに、バス運行委託業者の社内研修として、安全運転教育を実施させる。 

・キャリア支援業務の安定的な運営のため、2013 年 11 月より担当者を 2 名から 3 名に増

員しており、次年度も継続する。また、担当者、係長（または課長）を含めた毎朝のミ

ーティングを継続し、組織的な業務運営を行なう。 

・保健室は、2014 年 4 月より専任職員、専任嘱託職員の 2名体制となる見込みである。保

健室の継続的かつ安定的な運営のため、課長・係長を含めた業務遂行を行なう。 

・教務係では、2014 年 12 月までに業務マニュアルを再整備する。具体的には、マニュア

ルファイルを、共有フォルダで一括管理し、個人で作成するマニュアルを禁止する。ま

た、共通様式に則ったものにするよう再整備する。特に理工学部関連業務については、

2015 年度に NNC 教務課に引き継ぐために 2014 年度上半期中に完了する。 

 

以上 
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