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2013 年度は、南山大学短期大学部（以下、短大部）にとって、南山短期大学からの名称

変更とキャンパス移転から３年目に当たるが、南山短期大学時代に第三者評価を受審して

から７年目に当たり、法令に従って受審をすべき最終年であった。短大部は今回も前回と

同様に、一般財団法人短期大学基準協会による第三者評価を受審することにし、その受審

に向けて南山大学自己点検・評価委員会の統括の下、短大部自己点検・評価委員会の主導

で大学内の事務課・室の協力を得て、受審のための体制を固め、書面調査の資料となる報

告書をまとめて協会に提出し、基準協会評価員による訪問調査に対応した。 

今回の受審が前回のそれと大きく異なる点は、南山短期大学から南山大学短期大学部へ

の名称変更にともない、教育・研究活動を行う環境が前回の評価年度とは大きく様変わり

しているということにある。そのような過渡的状況の中で第三者評価を受審することにな

り、2012 年度の春から 2013 年度の秋にかけて、その書面調査と訪問調査のために多くの

時間と労力が割かれたが、幸いにも適格認定の通知を受けることができた。その基準別評

価票の内訳は、すべての基準（I～IV）において評価は「合」であり、基準の下位項目とな

る各テーマの評価は４段階評価の４（「優れた試みがある。又は優れた改善計画が策定され、

それが達成されている」）が 12 テーマ中５、３の評価（「ほぼ水準を満たしている。又は、

課題はあるが、改善計画が策定されている」）が 12 テーマ中７であった。 

とはいえ、改善すべき点は依然として残っている。評価が３となったテーマについては

課題があると指摘されたのである。早急に改善を要すると判断される事項はなかったもの

の、「向上・充実のための課題」として「教授会について教授会規程を整備するとともに、

短期大学の教育研究上の審議機関として適切に運営されたい」との意見が評価員から寄せ

られた。この意見を受けて、短大部では教授会規程を 2013 年度中に制定した。また、「向

上・充実のための課題」として挙げられたものは他にはなかったが、評価文中に改善が示

唆された事項がある。その中のいくつかについては、すでに改善を試みているが、まだ課

題として残されているものがある。2014 年度以降の自己点検・評価活動においては、それ

らの課題を正しく認識して、改善計画を策定し、それを達成することが肝要である。その

意味で、今回の第三者評価受審結果は、どのような取り組みに私たちのエネルギーを傾注

すべきかについての具体的な示唆を与えてくれるものであると言える。 

本報告書は 2013 年度の南山大学短期大学部の自己点検・評価である。したがって、その

点検・評価のポイントは、2012 年度に作成された『南山大学短期大学部自己点検・評価報

告書』において改善計画・行動計画として記述された事柄が実行されたかどうかにある。

前年度から改善された点については具体的な活動や取り組みを根拠として示し、課題とし



 
 

て残っている点は、実行可能な行動計画を策定することで次年度への申し送り事項とする

ことになる。短大部として今後とも定期的に現状を検証し、点検・評価を行い、将来に向

けた発展方策を考えていきたい。 
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沿革 

学校法人南山学園の沿革 

1932 年 財団法人南山中学校を設立し、南山中学校（旧制）を設置（初代理事長、神言会

員ヨゼフ・ライネルス神父） 

1946 年 財団法人南山中学校を財団法人南山学園に組織変更し、南山外国語専門学校設立 

1947 年  学制改革により新制南山中学校（男子部）設立。南山外国語専門学校を名古屋外 

国語専門学校と改称 

1948 年 南山中学校に女子部を設置。新制南山高等学校（男子部）設立 

     財団法人南山学園の経営をカトリック名古屋教区から神言修道会に委譲 

     教育モットーを「人間の尊厳のために」と定める 

1949 年 南山大学設立 

1951 年 財団法人南山学園を学校法人南山学園に組織変更 

1964 年 南山大学は名古屋市昭和区五軒家町から昭和区山里町の新校舎に移転 

1968 年 南山短期大学（英語科）設立 

1973 年 南山短期大学に人間関係科を設置 

1981 年 南山中学校に国際部を設置 

1993 年 南山高等学校・中学校国際部を発展させて南山国際高等学校・中学校設立 

1995 年  学校法人名古屋聖霊学園と合併。名古屋聖霊短期大学と聖霊高等・中学校が南山 

学園の設置校となる 

2000 年 南山大学は瀬戸キャンパスに２学部を新設し、２キャンパス７学部体制となる 

2005 年 名古屋聖霊短期大学閉学 

2007 年 南山学園創立 75 周年記念ミサ、記念式典、記念フェスティバル開催、記念誌発行 

2008 年 南山大学附属小学校設置 

2009 年 南山短期大学を 2011 年度から南山大学短期大学部に改組しキャンパスを移転する

ことを決定 

 

南山短期大学および南山大学短期大学部の沿革 

1968 年 南山短期大学設立。英語科１学科、入学定員 100 名 

1971 年 南山短期大学新校舎竣工。入学定員を 150 名に増員。『南山短期大学紀要』創刊 

1973 年 人間関係科を増設。入学定員 100 名 

1976 年 英語科の入学定員を 200 名に増員。校舎内にチャペルセンターを設置 

1977 年 南山短期大学人間関係研究センター設置 

1979 年 南山短期大学研究所「ベタニア」設置 

1981 年 校舎増築（図書館、LL 教室等）。英語科オーラルイングリッシュ授業改革を実施 

1983 年 英語科専門科目「英文演習」の専門分野別の開講を開始。留学・編入制度発足 



 
 

    「コミュニティ・アワー」開始。社会人対象の「南山公開講座」開設 

1987 年 神言修道会のピオ 11 世館を取得し、教室、コンピュータ室、個人研究室を新設 

1988 年 創立 20 周年記念式典挙行。南山短期大学外国語研究センター発足 

1990 年 英語科カリキュラム改定。英語表示の 5 科目導入 

1993 年 創立 25 周年記念式典挙行。アメリカ合衆国の留学提携 4 大学の学長が参加 

1994 年 南山大学への推薦編入学制度発足 

1996 年 英語科カリキュラム改定。教養科目に代わって共通科目を開設 

1998 年 創立 30 周年記念式典を行う。創立 30 周年記念壁画完成 

2000 年  南山大学の改組転換にともない、人間関係科は人文学部心理人間学科へ移行。 

英語科１学科の構成となる。新カリキュラム（専門分野３系列構成）を導入 

2001 年 本館校舎改修工事実施（～2003 年度） 

2004 年 本館・体育館・ピオ館の耐震補強工事を実施 

2005 年 英語科の入学定員を 250 名に増員。「短期大学士（英語）」学位授与開始 

2006 年 財団法人短期大学基準協会による平成 18 年度第三者評価を受審の結果、「適格」

と認定 

2007 年 ピオ館４階にコンピュータ教室を１室増設。2000 年度から施行しているカリキュ

ラムを、より体系的で効率的な学習を促進する新カリキュラムに改良し、英語教

育系列を新設。南山大学との単位互換協定に基づく「学園内連携聴講生制度」発

足 

2008 年 創立 40 周年 

2011 年 南山大学短期大学部に名称変更し、南山大学名古屋キャンパスに移転。入学定員

を 150 名に変更し、カリキュラムを改定 

2013 年 一般財団法人短期大学基準協会による平成 25 年度第三者評価を受審の結果、「適

格」と認定
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【基準Ⅰ 建学の理念と教育の効果】 

Ⅰ-A 建学の理念と教育目的、教育目標、学習成果  

(a) 現状の説明 

短大部英語科は、建学の理念である「キリスト教的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（ラテン語では Hominis Dignitati）」に基づい

て教育目的・目標ならびに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）を策定し、それらに従って教育を実施している。必修

科目の授業や「クリスマス聖式」において、建学の理念や教育モットーを言葉と体験によ

り、学生、教員が共に学んでいる。今年度は、学科オリエンテーションで学部長講話によ

り、新入生に短大部の理念、教育目的・目標について告知するなど周知する機会を設け、

また入学後の学科ガイダンスでも新入生に対して浸透を図っている。しかし、依然として

建学の理念ならびに３つのポリシーに比較して、教育目的・目標に関する内外への周知は

充分とはいえない。 

英語科では、建学の理念や教育目標に基づく学習成果を資料Ⅰ-A-1のとおり定め、教員

はこの学習成果に基づく成績評価を行うとともに、学科内でその学習成果を測定するため

の担当者を配置している。 

 

資料Ⅰ-A-1：短大部の学習成果とそれを測定する担当者（WG：ワーキンググループ） 

学習成果 担当者 

１. キリスト教精神について理解していること。 宗教教育担当教員 

２. 現代社会に生きる女性として、社会について広い視野と自分の考え

をもつこと。 

「ラーニング・コミュニティ」WG

３. 英語の 4 技能（読む力、聴く力、書く力、話す力）をバランスよく

身につけ、他者の言うことを理解でき、自分の言いたいことを言える

こと。 

コアトレーニング科目担当 WG 

４. 日本文化についての知識をもち、それについて説明できること。 日本語・日本文化担当教員 

５. 異文化について理解し、多様な価値観を認めて、異文化のなかで育

った人と交流できること。 

「ラーニング・コミュニティ」WG、

コアトレーニング科目担当 WG 

 

(b) 課題 

『2012 年度南山大学短期大学部自己点検・評価報告書』の改善計画の中で、建学の理念、

教育目的・目標について周知する機会を多く設け、その浸透度について量的データをとる

ために全学レベルでアンケートを実施することが指摘されていたが、2013 年度は実施され

なかった。 
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(c) 将来の改善計画 

2014 年度中に建学の理念、教育目的・目標について周知する機会を増やすとともに、学

習成果を測定するアンケート調査を実施する機会等を利用して、周知度に関する量的デー

タを入手する。 

 

Ⅰ-B 自己点検・評価活動 

(a) 現状の説明 

短大部は、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。第三者評価に際

しては、書面調査の資料となる『2012 年度南山大学短期大学部自己点検・評価報告書』を

作成し、教授会、南山大学自己点検・評価委員会での審議・承認を経て、６月末に短期大

学基準協会に提出した。報告書に基づく書面調査の後、10 月１日から３日までの３日間、

４名の評価員による訪問調査を受けた。その結果、2013 年３月 13 日付で短期大学基準協

会から「適格」の認定を受けている。 

『2012 年度南山大学短期大学部自己点検・評価報告書』の編集作業および訪問調査は、

短大部自己点検・評価委員会が中心となって対応した。短期大学基準協会や評価員との連

絡・調整は、短大部自己点検・評価委員会の窓口として ALO（Accreditation Liaison 

Officer：第三者評価連絡調整責任者）が行い、南山学園法人事務局や南山大学内事務課・

室との連絡・調整については、教育・研究支援事務室が法人事務局や事務課・室の窓口と

なり、短大部自己点検・評価委員会の窓口である ALO と綿密に連絡を取り合いながら進め

た。 

2013 年度は、第三者評価の受審と並行して、当該年度の自己点検・評価活動も行ってい

る。2012 年度の自己点検・評価活動の中で明らかにされた短大部の長所や短所を整理し、

特に 2013 年度より実行可能な改善方策については、教授会や学科会議での議を経て、順次

取り組みを始めている。『2013 年度南山大学短期大学部自己点検・評価報告書』の作成に際

しては、2013 年 10 月 16 日に開催された第４回 FD 会で ALO が第三者評価の訪問調査の

報告を行い、課題や評価を受けた点などの情報共有を図った上で作成を進めた。 

2013 年度の自己点検・評価委員会は、第三者評価への対応と『2013 年度南山大学短期大

学部自己点検・評価報告書』の作成を主な議題として、３回のメイルによる審議を含む計

７回開催されている。 

短大部では、また、南山大学自己点検・評価委員会の下部組織である南山大学 FD 委員会

への短大部選出委員１名と短期大学部内の FD 担当２名が、資料Ⅰ-A-1 に記載のある３つ

のワーキンググループとともに短大部の FD 活動を計画し、教授会での承認を経た上で活発

な活動を行っている。 

2013 年度に実施した FD 活動の詳細は、資料Ⅰ-B-1 のとおりである。 
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資料Ⅰ-B-1：2013 年度に短大部が主体となって行った FD 活動 

実施日 活動種別 タイトルと活動の概要 

(2013 年) 

4 月 24 日 

FD 会(第 1 回) 「短期大学部のミッションとポリシー、カリキュラムについての検討」 

参加者がグループとなり新カリキュラムについて検討した結果

を全体で話し合った。検討内容については、その後のカリキュラ

ム WG の資料として活用することとした。 

5 月 17 日 FD 会(第 2 回)

およびFD懇談

会 

「非常勤講師を招いて：短期大学部のカリキュラムを考える」 

専任教員・非常勤講師が参加し、短大部のポリシー、2013 年度

FD テーマおよび年間スケジュールの紹介があった。また、授業

や履修学生の様子について参加者との意見交換を行った。 

6 月 15 日 FD News 2013 年度第 1 号を発行した。 

7 月 12 日 FD 会(第 3 回) 「将来構想 WG 経過報告と課題検討：南山大学短期大学部将来構

想に関する中間報告」 

短大部将来構想 WG がこれまで行った検討内容が報告され、全

体で意見交換を行った。 

9 月 11 日 FD 講演会 「短期大学のおかれた状況と短期大学に望まれる教育：近年の

入試動向-４年制大学・短期大学」 

河合塾教育研究開発本部教育情報部部長の近藤治氏を招き、近年

の入試動向と短期大学が置かれた状況について講演があった。 

10 月 16 日 FD 会(第 4 回) 「学習成果と授業評価について①：自己点検・評価委員会から

の報告および取り組みについて」 

自己点検・評価報告書作成の流れを振り返り、短大部の現状と課

題を、特に学習目標の観点から確認した。 

10 月 23 日 FD News 2013 年度第 2 号を発行した。 

11 月 13 日 FD 会(第 5 回) 「学習成果と授業評価について②」 

短大部が 1 年生を対象に行っている G－TELP について過去３

年間の実施状況の報告と、短大部生の TOEIC について共同研究

を行う専任教員から分析結果の報告があった。 

(2014 年) 

1 月 15 日 

FD 会(第 6 回) 「カリキュラムの見直し：WG 活動報告」 

短大部のカリキュラムに関する 2013 年度の各 WG 代表者、およ

び関連科目担当教員より活動内容や成果についての報告があっ

た。 

2 月 19 日 FD News 2013 年度第 3 号を発行した。 

 

(b) 課題 

 第三者評価を受審する過程で自己点検・評価活動を行うための組織上の課題が明らかと
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なり、現時点ではそのほとんどが解消されているものの、学部内の役割分担の性質上、教

職員による自己点検・評価活動の参加の度合いに温度差がある点が課題として残っている。

また、自己点検・評価活動の大きな目的の１つに短大部の学習成果とその測定があるが、

依然として試行錯誤の状態が続いており、客観的なデータの収集およびその分析に精粗が

みられる。 

 本年度は FD 会を年間で計６回行い、短大部専任教員の出席率は良好であった。一方で、

第２回 FD 会は非常勤講師を招いて開催したが、非常勤講師の参加者が少なかった。 

 2013 年度は、短期大学基準協会による第三者評価を受審したこともあり、短大部内での

カリキュラム改善に関係するさまざまな活動を全体で理解する必要から、2012 年度よりも

多くの FD 会を開催した。短大部ではワーキンググループが年間を通して積極的に活動を行

っていることもあり、FD 会の回数増加にともなう教員への負担も否めない。 

 

(c) 将来の改善計画 

 教授会や学科会議、FD 会等で短大部が定めている学習成果の周知を徹底し、すべての教

職員が自己点検・評価活動に対する当事者意識を涵養するとともに、ある特定の役職者、

教職員に自己点検・評価活動の負荷が集中しないよう、自己点検・評価委員会や各担当チ

ーム内での役割分担を明確化する。 

 短大部では非常勤講師を招いての FD 会を年１回行っているが、短大部の学習成果の理解

を共有し、カリキュラム内の連携強化を図るという FD 会の意義を周知徹底し、非常勤講師

の参加を促す。 

 2013 年度のテーマとして掲げた「カリキュラムの見直しと将来に向けて」については明

確化された課題に対して改善を行う。特に、2011 年度の名称変更以降、学生の進路選択の

状況も変化しつつある中で、まずは学生の進路状況の把握と支援のあり方を検討し、それ

に沿ったカリキュラムの見直しを検討する。 
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【基準Ⅱ 教育課程と学生支援】 

Ⅱ-A 教育課程 
Ⅱ-A-1 キリスト教精神についての理解 

(a) 現状の説明 

ミッションスクール出身の少数の学生を除いて、ほとんどが短大部に入って初めて聖書

やキリスト教に触れる体験をすることとなる。多くの学生は、当初、宗教やキリスト教は

自分とは無関係と感じているようであるが、「キリスト教学」の講義初回に、聖書を人類の

遺産、古典として位置づけ、自分たちが共に善く生きていくための案内をする文献の一つ

であると説明することもあり、自分のことがテーマになっている、と気付いた時点で彼ら

の取り組みが変わってくる。春学期最後の「ふりかえり」からは、「正解が一つではないこ

とが分かった」、「自分らしく生きることを学んだ」、「発想が豊かになった」、「人生の基本

を考え直す機会となった」、「新しい考え方に触れた」、「考え方の引き出しを増やしてもら

った」などのコメントがあり、「自分の生き方」、「新しい考え方」、「新しい発想」、といっ

た言葉もまた、頻繁に用いられている。 

 

(b) 課題 

「キリスト教学」は、人間の生き方について学ぶ必修科目の一つであり、他の具体的な

科目や活動の基礎をなるものであるので、他の科目との関連、つながりについて解説する

ことが課題である。また、担当者が４名で、インドネシア国籍、フィリピン国籍、インド

国籍、日本国籍であるので、それぞれの個性を生かしながら、キリスト教の普遍性、国際

性とそれぞれの文化における開花の例を提示することも学生にとって有益であろう。 

 

(c) 将来の改善計画 

少なくとも１年次に扱うべき事柄について、担当者間で共通理解を徹底させる必要があ

る。この点に関しては、「キリスト教学」の枠内で一年生全員に対して行われる「学長の講

話」が 2013 年度より１年に一回開催されており、将来は、他の講師を招いてキリスト教精

神についての共通の理解が深まるような機会を設定することを考えている。また、学生の

質的な理解度をあらわす数値化を注意深く行う。 

 

Ⅱ-A-2 女子教育 

(a) 現状の説明 

短大部では、「現代社会に生きる女性として、社会について広い視野と自分の考えをも

つこと」という学習成果に対して、「ラーニング・コミュニティⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」および

「国際協力フィールドワーク」において多角的な取り組みを行っている。それぞれの科目

における具体的な活動としては、資料Ⅱ-A-2-1 と資料Ⅱ-A-2-2 に示すとおりである。 
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資料Ⅱ-A-2-1：「ラーニング・コミュニティ（LC）Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」内での女子教育の内容 

実施回 タイトルと活動の概要 

LCⅠ・Ⅲ 

(第 10 回) 

「Career Planning③：キャリアを考える—大学での学びをどう生かすか」 

１・２年生対象。南山大学所属の女性教員２名を講師として招き、両講師は、大

学卒業後の進路選択と現在のキャリアに至るまでを女性の視点から披露した。 

LCⅡ 

(第 3 回） 

「Academic Life①：国際協力ボランティア体験報告会」 

１年生対象。「国際協力フィールドワーク」履修者が Seton Hill University（ア

メリカ）で行ったボランティアプログラム体験報告を行った。 

LCⅡ 

(第 13 回) 

「Career Planning③：キャリアを磨く 自分を磨く」 

１年生対象。南山短期大学卒業生（1998 年卒）を講師として招き、講師は、短

大卒業後の自己のキャリアの変遷を女性の視点から自らの体験を披露した。 

LCⅢ 

(第 3,7,8 回) 

「Pecha Kucha Project」 

「How women can change the world./How I can change the world.」などをテ

ーマに、スライドを使って個人プレゼンテーションを行った。 

LCⅣ 

(第 2,3,5 回) 

「First Semester Survival Manual Project」 

来年度新入生向けの Survival Manual を、女子短大生の視点を踏まえて作成し

た。 

 

資料Ⅱ-A-2-2：「国際協力フィールドワーク」の中で扱った女子教育の内容 

実施期間 実施内容 

7.31~8.12 Seton Hill University 内に設置されている退職者住居施設にてボランティア活

動を行うとともに、その地域で活躍している女性を招き、女性としての生き方を

学んだ。 

 

「ラーニング・コミュニティⅣ」（２年次）では女子教育に特化した活動を行っていない

ものの、「ラーニング・コミュニティⅡ」（１年次）の中で実施した自己評価アンケートで

は、短大部の女子教育に対する評価について、回答者の 78%以上が A+または A を付けてお

り、短大部が行う女子教育の内容が学生にも浸透している状況をうかがい知ることができ

る。 

また、同アンケ－トでは、「他学部の教員の話を聴けたことがよかった」、「モチベーショ

ンが上がった」、「２人の先生が女性としてどのように自分に合う仕事を見つけたのかの話

が聴くことができよかった」、「将来について考えることができた」、「進路計画を見直す良

いきっかけになった」、「卒業生の話を聞けてより将来計画が明確になった」などのコメン

トがあった。 

  

 (b) 課題 
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「ラーニング・コミュニティⅠ・Ⅱ」の中で学生に実施したアンケ－トの中にキャリア

形成に関する講演会の回数増加を求める要望が多くあったが、時間的な制約や講演者を確

保することの困難さにより、その要望に応えることができない状況がある。また、「ラーニ

ング・コミュニティⅣ」で実施した「First Year Survival Manual」については、2013 年

度が初めての試みであり、現時点で新入生に対する効果を知ることはできない。 

 

 (c) 将来の改善計画 

 学生のニーズに合致した講演者を見つけることが難しい現状があるものの、卒業生を中

心として、講演者の選択を担当者間で協議していく。 

 「First Year Survival Manual」の活用状況を測定し、その効果的な活用方法を検討する。 

 

Ⅱ-A-3 英語教育 

(a) 現状の説明 

短大部英語科では、資料Ⅱ-A-3-1 に示される科目群を「コアトレーニング科目群」と定

め、英語科の英語教育の中核に据えるとともに、習熟度別のクラス編成や科目間連携を行

うことにより、総合的な英語スキルの養成を目指している。 

 

資料Ⅱ-A-3-1：短大部における「コアトレーニング科目」の一覧 

First Year Core Classes Second Year Core Classes 

Reading in English I, II Reading in English III, IV 

Discussion in English I, II Discussion in English III, IV 

Presentation in English I, II Presentation in English III, IV 

Writing in English I, II Writing in English III, IV 

Interaction in English I, II Interaction in English III, IV 

 

「コアトレーニング科目群」については、「コアトレーニング科目ワーキンググループ」

を学科内に設置し、３名の担当教員が授業の円滑な運営や問題点の把握に努めている。2013

年度は、2012 年度と同様に、各クラスのコアトレーニング科目群担当教員（Core Team）

の間で担当授業内容や状況を意見交換する Web ページ（「コアリンク・リポート」）の管理・

運営、カリキュラム内の位置づけを明確にするためのガイドライン（suggested course 

description）の作成、習熟度別のクラス編成に対応した授業内容となるような推薦テキス

ト一覧の作成、および「コアトレーニング科目群」での学びの成果を発表する English 

Performance Festival の企画・運営、などを行った。 

「コアトレーニング科目」以外の科目においても、英語科では英語４技能の習得に向け
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た取り組みを行っている。その１つの取り組み事例に、Seton Hill University での研修を

中心としたものとしては 2013 年に初めて開講された「国際協力フィールドワーク」がある。

「英語の 4 技能（読む力、聴く力、書く力、話す力）をバランスよく身につけ、他者の言

うことを理解でき、自分の言いたいことを言える」ことを目標の１つに定めている本科目

は、事前研修・現地研修・事後研修からなり、それぞれに英語運用能力の向上を目的とし

た授業や活動を行った。  

 事前および事後の参加者の TOEIC の伸び率を比較すると、資料Ⅱ-A-3-2 にあるように、

２年生全体の平均に比べかなりの割合で伸び率が高くなっていることがわかる。 

 

資料Ⅱ-A-3-2：国際協力フィールドワーク参加者の TOEIC 平均の推移 

 
 

 その他、英語科の英語教育の内容をデータに基づき点検・評価することを目的とした共

同研究が2012年度に立ち上がり、森泉哲准教授を編集代表とする５名の専任教員（森泉哲、

Kumai, Naoki William、伊藤聡子、浅野享三、Susai, Raj）が議論を重ね、その成果報告

書として『本学学生の英語学習と英語習熟度に関する報告書』を 2014 年３月に刊行してい

る。 

 

 (b) 課題 

 2012 年度に実施した TOEIC の成績を見るかぎり、読む力が全体的に伸びていないこと

を 2012 年度の報告書に記載したが、それに対する具体的な方策が示されていないとの指摘

がピア・レビュー委員会よりあった。2013 年度はカリキュラム検討の中で英語読解の現状

や在り方について議論を行い、Reading in English Ⅰ・Ⅱ（1 年次）履修終了時における

学習到達度を示す Can Do リストを策定したが、その使用方法については継続課題となって

いる。 
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リンク・リポートに積極的に参加する教員が限られており、投稿回数にも多寡がみられ

る。また、それぞれの Core Team 間でシラバスが共有されておらず、また投稿内容にも精

粗がみられることから、科目間連携として十分に機能を果たしているとはいえない。 

 「国際協力フィールドワーク」では、チームティーチングによるサービスラーニングの

知識の教授と英語運用能力の向上を目指した授業内容は充実していたものの、各週の授業

内容の連携については十分だったとはいえなかった。また事前授業内で英語での会話実践

の場をより多く確保することが望まれた。 

 

(c) 将来の改善計画 

 英語読解力の向上方策については、Can Do リストの使用方法を含めてカリキュラム検討

の中で具体的な方策を検討するとともに、これまでは十分でなかった英語多読用テキスト

（Graded Readers）、および学部図書費で購入し、図書館に配架されている学習用参考書を

積極的に利用するよう、学生へ周知徹底する。 

Core Team 内の教員のシラバスを統合して担当教員に送付する。今年度はすべての講義

回に対してリンク・リポートの提出を求めていたが、その頻度を減らす一方、投稿内容の

フォーマットを作成・周知することにより、科目間連携を強化する。 

 「国際協力フィールドワーク」では担当者間での連携を密に行い、授業内容と学生の習

熟度についての情報共有を行う。また、学生が主体的に英語で話す機会をより多く確保で

きるよう、事前授業の改善に取り組む。 

 

Ⅱ-A-4 日本文化についての理解 

(a) 現状の説明 

短大部では、「日本文化についての知識をもち、それについて説明できること」をディプ

ロマ・ポリシーに定めている。そのうち、「説明できる」ことに関して、その前提となる日

本語力を身につけることを念頭に、１年次必修科目の「日本語表現」と「日本文化」の開

講時期が統一されていなかったそれまでの状況を改め、2013 年度は春学期に日本語表現、

秋学期に日本文化を受講するよう統一した。それにより、春学期に、日本語表現やアカデ

ミックスキル等で得た基礎的な日本語力・論理的な説明手法を、秋学期の日本文化のプレ

ゼンテーションに生かすという流れができた。 

 

(b) 課題 

プレゼンテーションの内容を見ると、受講生の関心が日本文化のうちサブカルチャーや

習慣に向きがちで、基礎教養としてのハイカルチャーに対して必ずしも関心が向かってい

ない。また、説明力の涵養に関しても、現状では質的・量的にも測定できていない。 

 

(c) 将来の改善計画 



 

10 
 

課題の１つである説明力の涵養については、「ラーニング・コミュニティ」との科目間連

携を強化し、同科目内で行われる「Nanzan Discovery Project」での成果を活かせるような

進行方法や相互評価を導入し、定量・定性の両面から授業結果を検証できるようにする。 

 

Ⅱ-A-5 異文化についての理解 

(a) 現状の説明 

「コアトレーニング科目群」の主な目的は、英語スキルの総合的な養成にあるが、その

中で異文化について考える機会が設けられている。例えば、環境や差別といった国境を越

えたテーマについては、科目を問わず扱われており、異文化理解を促す機会となっている。

また、英語科は“World Englishes” を念頭に、2013 年度はアメリカ、イギリス、ザンビ

ア、フィリピンといったさまざまな国の出身者が英語科目を担当している。  

 「ラーニング・コミュニティⅠ・Ⅱ」では、異文化理解を広範囲に捉え、資料Ⅱ-A-5-1

にあるように、国内外のさまざまな人々や物事の考え方や歴史的背景などを理解する取り

組みを学期ごとに行っている。それぞれのプロジェクトでは、他者との協働作業を盛り込

むことにより、メンバー間の考え方や価値観の差異を体験している。また、「ラーニング・

コミュニティⅡ・Ⅳ」の中でクリスマス聖式を行い、短大部に所属するすべての教員・学

生がキリスト教におけるクリスマスの意義について理解を深めている。 

 

資料Ⅱ-A-5-1：「ラーニング・コミュニティⅠ・Ⅱ」の中で扱った異文化教育の内容 

実施回 タイトルと活動の概要 

LCI 

(第 6～8, 11, 12 回) 

「Book Share Fair Project」 

指定図書から選んだ本を「生き方」の観点から要約をし、グループになり

メンバーに紹介した。お互いの意見や感想を分かち合い、本から生き方を

学んだ。クラスで代表グループを決め、学年全体の前で発表した。 

LCII 

(第 4～9 回) 

「Nanzan Discovery Project」 

南山大学を調査・研究の対象とし、学びの場である南山大学のさらなる理

解を目的として行われた。PBL による協働学習の手法を用いてグループ

ごとに南山大学のヒト・モノ・コトを調査・研究し、その成果を発表した。

LCII・Ⅳ（第 14 回） クリスマス聖式 

  

 「ラーニング・コミュニティⅠ・Ⅱ」のそれぞれの学期最終講義回には「自己評価と授

業コメント」を行っている。「他者への共感」と「他者への働きかけ」を尋ねた自己評価で

は、過半数が A+または A を付けているが、「多様な価値観」の獲得状況を尋ねた自己評価

では、約半数が B を付けている。後者については、多様な価値観を認める一方で、その違

いを超えて物事を解決するまでには至らなかったことが影響していると考えられる。 

「ラ－ニング・コミュニティⅢ・Ⅳ」では、「クリスマス聖式」を除き、異文化教育を主
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目的とした取り組みを行っているわけではないが、コアトレ－ニング科目群における学び

の統合を目的とした「Core Review」の中で、異文化理解に関する話題が提供されている。

それぞれの学期最終講義回には「自己評価と授業コメント」を行い、(a)他者に共感し、円

滑な人間関係を構築することができる、(b)多様な価値を認め、利害や立場の違いを超えて

物事を解決できる、(c)他者に働きかけ、巻き込み、経過および結果を共有できる、という

設問では、平均値で(a)が 3.0%以上、(b)が 5.0%以上、(c)が 3.0%以上、それぞれ自己評価が

春学期のそれよりも上がっている。このことから、「ラーニング・コミュニティⅢ・Ⅳ」

での学びを通して、学生の異文化に対する理解が上がっているものといえる。 

「国際協力フィールドワーク」の事前・事後授業では、「環境」、「人権」、「女性」の問題

をテーマに、講義やディスカッションを行った。現地研修では、大学キャンパスで生活を

し、現地の教職員、学生らとの交流する機会もあり、自国の文化や地域について現地で説

明する機会もあった。同科目の事前および事後に実施した自己評価の結果を比較すると、

「相手の立場に立って考えることができ、お互いの存在を認め合える関わりができる」力

がついたと評価した学生が増えている。また、「同じ目的を共有する集団の中で、相手に働

きかけ、目的達成のために相手も巻き込んで協働し、経過および結果を共有する」力がつ

いたと感じる学生も増加した一方で、「相手との問題が生じたときも、相手の異なる価値観

を認め、利害や立場の違いを超えて物事を解決することができる」力については、事前よ

りも事後の方が低い評価結果となった。実際に現地の人々と関わることで、異なる価値観

を認め利害や立場の違いを超えて物事を解決することは、想定していた以上に困難である

と学生自身が理解したと捉えることができる。 

 

 (b) 課題 

異文化理解の１つの試みとして、複数の外国人教員がハロウィーンの内容を授業の中に

取り入れたが、その活動内容が他の授業や他の学生の学習を阻害するといった状況が一部

でみられた。 

 「ラーニング・コミュニティⅠ・Ⅱ」の中で実施した学生対象の自己評価の中で、「Book 

Share Fair」や「Nanzan Discovery Project」の準備期間が短いことやその目的が不明確

であることを挙げたコメントがあった。 

「ラーニング・コミュニティⅢ・Ⅳ」の中で実施した自己評価は、クラスにより若干の

ばらつきがある。 

 「国際協力フィールドワーク」については、訪れる地域の歴史的・文化的特徴について

の理解を深める内容を事前授業に組み込むよう検討する。  

 

(c) 将来の改善計画 

ハロウィーンの授業内での取り組みに対して明確なガイドラインを作成し、周知を図る。 

「ラーニング・コミュニティⅠ・Ⅱ」自己評価アンケートでの内容を踏まえ、各プロジ
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ェクトの準備期間や目的の明確化の方策について、担当者間で検討していく。 

 「ラーニング・コミュニティⅢ・Ⅳ」は統合学習を目的としていることもあり、本科目

の中で異文化理解に対する焦点はそれほど強くないものの、コアトレーニング科目群での

異文化教育の成果がCore Reviewにも表れているため、コアトレーニング科目群との連携を

強化していく。 

 「国際協力フィールドワーク」については、来年度より現地の歴史や地域についての理

解を深める内容を事前授業に組み込む。  

 

Ⅱ-A-6 カリキュラムの検討 

(a) 現状の説明  

2013 年度に受審した第三者評価への対応を進める過程で、学科としてカリキュラムを組

織的に検証するシステムが欠落していたことが認識された。これを受けて、2013 年度４月

よりカリキュラム検討ワーキング・グループを立ち上げた。組織的には、学科長の諮問機

関としてカリキュラム検討 WG を置き、リーダー１名・検討グループ A（＝２年生「ラー

ニング・コミュニティ」担当者、以下 A チーム）検討グループ B（１年生「ラーニング・

コミュニティ」担当者、以下 B チーム）の各とりまとめリーダーを立てた。各チ－ムの具

体的な活動内容は、おおむね以下のとおりである。 

A チームでは、主にコアトレーニング科目で求められる成果や科目間連携、成績評価にお

ける担当者間のばらつきの問題をどうするのか、等々の問題が扱われ、それらへの対応策

の１つとして、コアトレーニング科目の各Ⅰ・Ⅱに対する Can Do リスト（バイリンガル

版）を策定している。 

 B チームでは、第二外国語科目の必要性や女子教育への取り組みなど多様なテーマが扱わ

れ、学習成果や学生の進路状況も踏まえて検討を行っている。検討結果の一部は、１年次

ラーニング・コミュニティの授業内容に改善に反映させる方向を定めている。 

 

(b) 課題 

 カリキュラム検討は 2013 年度より組織として位置づけられたこともあり、継続課題も多

く、具体的な取り組みはまだ本格的に始まっていない。 

 A チームの Can Do リストについては、2013 年度はコアトレーニング科目群の１年次科

目（Ⅰ・Ⅱ）に対して策定しており、具体的な使用方法および２年次科目（Ⅲ・Ⅳ）の策

定については継続課題となっている。また B チームにおける検討は、カリキュラム全体の

改革方向と連動させることが次年度の課題となる。 

 

(c) 将来の改善計画 

2014 年度は議論を継続しつつ、現時点で各チーム内で合意している内容については、そ

の効果を検討し、学科会議や教授会の場などで情報共有を図っていく。 
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Can Do リストの具体的な使用方法については、A チームの専任教員７名のそれぞれが、

2014 年度に担当する科目の到達目標に可能な範囲で盛り込むこととしており、その効果測

定を通して、具体的な使用方法や２年次科目の Can Do リスト作成について検討し、カリキ

ュラムに沿った科目間連携や教員間の授業内容・成績評価基準の統一化を図る。B チームの

検討により実践する「ラーニング・コミュニティ」の中での改革は、2014 年度の試行のの

ち、再度その効果を検証する。 

 

Ⅱ-B 学生支援 
Ⅱ-B-1 進路支援 

Ⅱ-B-1-1 キャリア・就職支援 

 (a) 現状の説明 

短大部生への就職指導は、全学的な組織であるキャリアサポート委員会とキャリア支援

室および就職委員会が中心となり、短大部内の進路支援チームが必要なサポートをする形

で対応している。両委員会には本短大部より教員各１名が委員となり、キャリア支援室と

の連携の下、学生への適切な職業指導を行うための情報収集を始めとした企画等の推進を

行っている。事務組織としては、全学を支援対象とするキャリア支援室を置き、その中で

短大部生に対する就職支援を行っている。短大部生は名古屋キャンパスのキャリア支援室

を利用している。 

短大部に届いた求人について、学生は大学ポータルサイト PORTA の利用により、自宅

からでもその情報を得ることができるようになっている。資料Ⅱ-B-1-1-1 にあるように、

景気の若干の回復傾向もあってか、短期大学生可の求人実績数は 2012 年度に比べて増加傾

向にある。 

 

資料Ⅱ-B-1-1-1：求人実績数（2014 年 3 月 3 日現在） 

 2012 年度 2013 年度 

求人実績数 3,097 件 4,300 件 

 

２年生（2014 年３月卒業予定者）および１年生（2015 年３月卒業予定者）を対象に行っ

たキャリア形成や就職のための支援とその実績はそれぞれ、2013 年度は資料Ⅱ-B-1-1-2 お

よび資料Ⅱ-B-1-1-3 のとおりである。 
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資料Ⅱ-B-1-1-2：２年生（2014 年３月卒業予定者）を対象とした就職ガイダンス、キャリ

ア教育セミナー、学内会社説明会の実施状況 

№ 年月日 時 間 内   容 教室 参加人数

1 
2013 年 

4 月 24 日（水） 
13：30～
15：30 

第５回就職ガイダンス
 「春学期の就職活動」 R49 20 

2 6 月 26 日（水） 13：30～
15：00 

第６回就職ガイダンス
 「夏休みの就職活動」（未内定者対象） 

R31 3 

3 7 月 2 日（水） 13：30～
17：00 

＜四年制学部合同＞
リスタートガイダンス１、学内会社説明会（春学期） R 棟 -- 

4 9 月 25 日（水） 
13:30～
15:00 

第７回就職ガイダンス
 「秋学期の就職活動」（未内定者対象） R31 12 

5 10 月 2 日（水） 13：30～
17：00 

＜四年制学部合同＞
リスタートガイダンス 2、学内会社説明会（秋学期） 

R 棟 -- 

 

資料Ⅱ-B-1-1-3：１年生（2015 年３月卒業予定者）を対象とした就職ガイダンス、キャリ

ア教育セミナー、学内会社説明会の実施状況 

№ 年月日 時 間 内   容 教室 参加人数

1 2013 年 
9 月 18 日(水） 

13：30～
15：30 

キャリア教育セミナー①
 「実践！就職活動の進め方」 R49 23 

2 
9 月 25 日～ 

11 月 29 日 
17:30～ 
19:00 

＜四年制学部合同＞
業界・職種研究会（のべ 24 日間、44 社） B,R 棟 -- 

3 
 

10 月 9 日（水） 
  

13：30～
15：00 

キャリア教育セミナー②
 「就職活動支援について」 

R49 103 

15：10～
16：10 職務適性テスト R49 63 

4 10月16日（水） 
13：30～
15：30 

キャリア教育セミナー③
 「就職活動に必要なビジネスマナー」 R49 75 

5 11月20日（水） 13：30～
15：30 

キャリア教育セミナー④
 「応募書類（自己 PR、志望動機等）のまとめ方」 

R31 96 

6 12 月 4 日（水） 13：30～
15：00 ２年生就職内定者による就職活動体験発表 M2 50 

7 
12月14日（土） 10:00～ 

18:00 
＜四年制学部合同＞
学内会社説明会（12 月：短大部対象 27 社） B,M,G -- 

12月15日（日） 

8 12月18日（水） 
13：30～
15：30 

キャリア教育セミナー ⑤
 「面接試験で成功するために！」 R49 61 

9 2014 年 
1 月 15 日（水） 

13：30～
15：00 

キャリア教育セミナー ⑥
 「就職活動に臨んで、諸注意事項」 

R49 46 

10 
1 月 29 日（土） 10:00～ 

18:00 
＜四年制学部合同＞
学内会社説明会（1 月：短大部対象 27 社） B,M,G 棟 -- 

1 月 30 日（日） 

11 
2 月 4 日（火） 13:00～ 

16:45 
＜短大部限定＞
学内会社説明会（4 社） B22 -- 

2 月 5 日（水） 

12 
2 月 15 日（土） 10:00～ 

18:30 
＜四年制学部合同＞
学内会社説明会（2 月：短大部対象 48 社） 

B,M,G 棟
体育 C -- 

2 月 16 日（日） 

13 4 月 30 日（水） 
13：30～
15：00 

キャリア教育セミナー ⑦
 「春学期の就職活動」 未定 予定 

14 6 月 25 日（水） 13：30～
15：00 

キャリア教育セミナー ⑧
 「夏休みの就職活動」 

未定 予定 

15 7 月 2 日（水） 13：30～
17：00 

＜四年制学部合同＞
リスタートガイダンス１、学内会社説明会（春学期） 未定 予定 

16 9 月 17 日（水） 
13：30～
15：00 

キャリア教育セミナー ⑨
 「秋学期の就職活動」 未定 予定 

17 7 月 2 日（水） 13：30～
17：00 

＜四年制学部合同＞
リスタートガイダンス 2、学内会社説明会（秋学期） 

未定 予定 

 

特に２年生に対しては、これまで、キャリア支援室が主として行う「就職ガイダンス」

と外部講師が行う「キャリア教育セミナー」という２つの異なる名称のもとで開催してき
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たが、四年制学部への編入学を希望する学生のさらなる参加を促すために、2013 年度から

は、短大部１年生に対しては「キャリア教育セミナー」という名称に統一して実施してい

る。また、業界・職種研究会と学内会社説明会は四年制学部との合同開催とし、併せて短

大部限定の学内会社説明会も２月に実施した。 

2013 年度は 2011 年に南山大学短期大学部に名称変更して２期生となる卒業生を社

会に送り出すことになる。過去３か年の就職状況は資料Ⅱ-B-1-1-4 のとおりである。 

 

資料Ⅱ-B-1-1-4：就職状況の推移（過去３年間、2011 年度は南山短期大学生）（2014 

年３月末現在） 

  2011 2012 2013 

a 卒業者数（a=b+d+f+g）（９月卒業者数を含む） 263 名 154 名 180 名 

b 就職希望者数 156 名 79 名 89 名 

c （うち就職内定者数） （127 名） （69 名） （85 名）

 （うち自由応募による内定者数） （85 名） （64 名） （76 名）

 （うち学校推薦による内定者数） （42 名） （5 名） （9 名）

 （うち未決定者） （29 名） （10 名） （4 名）

d 進学希望者数（四大編入学、留学、短大・専門学校） 65 名 60 名 77 名 

e 進学決定者数 62 名 59 名 75 名 

  （うち四大編入学） （46 名） （47 名） （55 名）

  （うち留学[留学予定含む]） （5 名） （8 名） （13 名）

  （うち短大・専門学校進学） （11 名） （4 名） （7 名）

 未決定者数 3 名 1 名 2 名 

f その他（非常勤講師、派遣、アルバイト、その他） 38 名 14 名 12 名 

  （うち非就職者、採用試験再受験、主婦等）   （4 名）

g 希望不明 4 名 1 名 2 名 
    
 →就職希望率【b/a】 59.32% 51.30% 49.44% 

 →就職内定率【c/b】 81.41% 87.34% 95.51% 

 →卒業者に占める就職内定者の割合【c/a】 48.29% 44.81% 47.22% 

 →卒業者に占める進学決定者の割合【e/a】 23.57% 38.31% 41.67% 

 →卒業者に占める進路決定者の割合【(c+e)/a】 71.86% 83.12% 88.89% 

 

2013 年度の就職状況としては、就職希望者数が年々減少傾向にある中、就職率（就職希望

者に対する就職者数）が 95.51%となり、87.34%であった 2012 年度よりも改善している。

就職希望者が内定を受けた時期については、資料Ⅱ-B-1-1-5 にあるように、2012 年度は２
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月に入ってからの駆け込み的な決定が多かったが、2013 年度は春学期中からコンスタントに

内定者が出ている。 

 

資料Ⅱ-B-1-1-5：内定者が内定を受けた時期の推移（過去２年間、2014 年３月末現在） 

 

 

昨年度と比べて多くの学生が早い段階で内定を受けることができたのは、就職環境が若干

改善したこともあるが、2013 年度より、①新たに 2 年生対象の就職ガイダンスを３回（4/24：

春学期の就職活動、6/26：夏休みの就職活動、9/25：秋学期の就職活動）を実施したこと、

②キャリアカウンセラーを中心に春学期にフォローを行ったこと、などの効果によるものと

考えられる。さらに、2013 年 11 月には、指導教員を通じて進路先調査を実施し、未決定者

にはキャリアカウンセラーが随時フォローを行っており、この取り組みが、年度末でも学生

が内定を受けることに繋がっていると考えている。 

2013 年度は、４名の学生が卒業時点でも就職活動を継続しているが、キャリア支援室では、

本人の希望があれば卒業後も就職に関する相談や情報提供を行う体制を整えている。この４

名を除く「その他」に分類される８名の内訳は、アルバイト４名、留学予定２名、派遣社員

１名、中学校非常勤講師１名となっており、これらは、おおむね「一時的な仕事に就いた者」

としてまとめることができる。この区分に分類される学生の進路指導として、本人とより連

絡を密にしながら希望を的確に把握することを継続する。 

 

(b) 課題 

 「キャリア教育セミナー」は、就職を希望する学生だけでなく四年制大学への編入学を

希望する学生も対象となるよう名称を統一して実施したが、参加人数の増加には結びつい

ていない。 

 また、短大部に対する学校推薦の数は年々減少しており（2011 年度：16 社、2012 年度：
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13 社、2013 年度：７社）、短大部で推薦しても採用決定に至らないケースも散見される。 

 

(c) 将来の改善計画 

 2014 年度の「キャリア教育セミナー」については、すべての学生が参加できるような日

程を設定した上で、必修科目である「ラーニング・コミュニティ」などで日程や内容の周

知を徹底する。 

学校推薦については、推薦者を確実に採用につなげるようにするため、これまでの学業

成績重視を改め、「求人企業が求める人物像」に適合するかどうかを判定できる審査（面接、

適性検査、企業が指定した能力・条件等）を併せて実施し、総合的に評価、選考する方法

に変更する。 

2016 年３月卒業予定者（2014 年度入学の新１年生）から就職活動の開始時期が後ろ倒し

となり、企業の広報活動が３月から、採用活動は８月からの開始となる。これにともない、

これまで２月に行っていた学内会社説明会を開催できなくなるため、この期間を利用して

これまで実施できていなかった面接等の個別指導を行う。 

 

Ⅱ-B-1-2 編入学支援 

(a) 現状の説明 

 編入学の状況は、南山大学 44 名（推薦編入学 41 名・一般編入学３名）、三重大学、名古

屋市立大学、信州大学、奈良女子大学各１名、愛知淑徳大学２名、愛知大学、関西外国語

大学、関西学院大学、金城学院大学、名古屋外国語大学各１名であった。うち、南山大学

への推薦編入学の結果は、資料Ⅱ-B-1-2-1 のとおりである。 
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資料Ⅱ-B-1-2-1：南山大学推薦編入学結果（–は募集枠がないもの、0 は応募がないもの） 

学部 ・ 学科 

募

集 

人

数 

短大部内選考 

南山大学推薦

編入試験合格

者数  

 

志願者数 

（１次・２次選考の合

計） 

短大部からの推薦

者数（１次、２次

選考の合計） 

１次 ２次

第一

志望

第二

志望

 

人文学部 

キリスト教学科 2 1 0 0 1 1

人類文化学科 3 2 4 - 3 3

心理人間学科 6 7 - - 6 6

日本文化学科 5 11 - - 5 5

外国語学部 

英米学科 9 17 - - 9 9

ｽﾍﾟｲﾝ・ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶ学科 2 1 0 0 1 1

フランス学科 2 2 - - 2 2

ドイツ学科 2 1 0 0 1 1

アジア学科 1 2 - - 1 1

経済学部 経済学科 3 0 1 3 3 3

経営学部 経営学科 2 4 - - 2 2

法学部 法律学科 1 0 0 0 0 0

総合政策学部 総合政策学科 7 6 4 - 7 7

合計  45 55 9 3 41 41

 

昨年度の課題であった、「学生への告知」、「カリキュラム改善」、「編入学学部内選考方法

の見直し」、の３点から現状を述べる。「学生への告知」については、『編入学の手引き』を

作成し、PORTA を通じて配布するとともに、合同研究室での閲覧も可能となり、希望者が

自主的に情報の収集ができる環境が整った。セントルムとの連携・交流も継続し、先輩か

ら後輩へという情報の提供や共有ができている。編入学ガイダンスについても、資料Ⅱ

-B-1-2-2 のとおり、１年次学生と２年次学生に対して各１回開催している。 

 

資料Ⅱ-B-1-2-2：編入学ガイダンスの開催状況 

回数 開催日 対象・参加人数 説明内容 

第１回 

 

5 月 15 日 ２年次生・77 名 編入学試験の種類、推薦編入学（特に南山大学推薦編入

学）に関する申込み方法・選考日程について 

第２回 10 月 30 日 １年次生・46 名 編入学に向けての心構え・準備、編入学の方法について
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「カリキュラム改善」については、2013 年度にカリキュラム検討ワーキンググループが

発足し、継続的に議論を行っている。 

「編入学学部内選考方法の見直し」については、志望理由書に相当する作文を出願時の

提出から試験制に改めている。評価基準も教授会で審議した上で定め、公平性・透明性を

高めている。また、南山大学推薦編入学において、一次募集には第一志望と第二志望を設

け、学部・学科名に拠らない、学びたいことを中心とした編入学先選びの選択肢を提供し

ている。 

 

(b) 課題 

 「編入学学部内選考方法の見直し」について、外国語学部英米学科志望者に対しては、

英作文と英語による面接という英語重視の選考をしている。その影響もあってか、学部内

選考を通った学生が南山大学推薦編入学審査の申し込みを行う際に、必要とされる日本語

の志望理由書をどのように書けばよいのかという質問が寄せられ、提出前の文章を確認し

てみると、具体性や論理性が欠ける志望理由書が散見される。英米学科へ編入学するとい

っても日本語による論述力が不可欠であることはいうまでもないが、現選考方法では、そ

の点をすくい取ることができない。 

 南山大学へ推薦編入学の枠がある学科の学科長に対しては、2012 年度にアンケートを実

施し、編入学生の編入後の状況や、編入学後に学生が戸惑うことのないよう編入学前に準

備しておくべき内容の聴取を行ったが、短大部と編入学先の学科との情報共有・連携が十

分とはいえない。 

 

(c) 将来の改善計画 

 「学生への告知」に関しては、『編入学の手引き』の定期的な更新とともに、オンライン

で常時閲覧可能となるように配布・閲覧の方法を改善する。「編入学学部内選考方法の見直

し」に関しては、英米学科にも日本語の作文試験を導入する。 

本学から編入学をした学生の編入学先での学習状況を把握することができるよう、質問

内容を精査した上で定期的にアンケートを実施するなど、短大部と編入学先の学科との情

報共有・連携強化を図る。 

 

Ⅱ-B-1-3 海外留学・海外編入学支援 

(a) 現状の説明 

2013 年度は、これまでに引き続き、海外留学・海外編入学制度の整備を行っている。

短大部の留学提携校５大学との協定が 2013 年度末までであったため、短大部が５大学に協

定更新の意思を確認した後、国際教育センターが協定の更新作業を進め、2014 年度から

2016 年度の３年間の交換留学協定が締結される運びとなった。卒業後の編入留学制度は短
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大部独自の制度であるため、今回の協定更新にあたって当該制度を南山大学の制度とする

ためには、南山大学研修生規程の整備など複数の課・室による多くの作業や協議が必要で

あったが、国際教育センターが中心となり、年度内に必要な作業を終えることができた。 

学生への支援として、2013 年度版『留学の手引き』を作成し、４月に留学ガイダンスを

開催し、短大部の留学制度に対する周知を図った。短大部生には南山大学の派遣留学制度

と短大部が独自に有する留学制度との違いがわかりにくいため、南山大学の留学制度の利

用を希望する学生に対しても、第一段階の説明は短大部内の留学担当教員や合同研究室ス

タッフが担当し、必要な場合には国際教育センターにつないでいる。 

2013年度秋には卒業生１名が留学提携校Seton Hill Universityに編入学生として入学し

た。短大部内では、留学担当教員が中心となって事前指導をし、留学期間中やその終了後

も随時メイル等で必要な指導、援助を実施している。 

留学提携校５大学との関係をさらに強化するため、デジタル版の『Nanzan Junior 

College Newsletter』の発行を開始し、創刊号をクリスマスの時期に送付した。 

 

(b) 課題 

2014 年度から実施される新協定の内容に合わせた短期大学部留学生選考要領が整備され

ていない。 

2010 年度第８回国際教育センター委員会において南山大学派遣留学制度および派遣留学

奨学金制度が短大部生に適用されることが承認され、その旨が南山短期大学教授会におい

ても報告されていたが、運用上の問題により、2013 年度末現在も短大部生は認定留学以外

の留学制度、派遣留学奨学金の利用ができない状態にある。 

 

(c) 将来の改善計画 

新協定の内容に合わせた短期大学部留学生選考要領を早急に整備する。 

短大部生にとって最も魅力のある交換留学の利用実現ならびに派遣留学奨学金の利

用実現に向けて協議を続ける。 

  

Ⅱ-B-2 入試広報・入試結果 

 (a) 現状の説明 

 今年度、短大部が主体となって行った入試広報活動は、「模擬授業」、「高校訪問」、「オー

プンキャンパス」である。模擬授業に関しては、入試課からの依頼によりキャンパス見学

に来た高校（１校）、模擬授業の依頼があった高校（２校）に対して短大部外国人教員によ

る英語の模擬授業を行っている。「高校訪問」に関しては、７月から９月にかけて、短大部

専任教員が短大部への受験・入学実績のある高校 31校を訪問し、入試制度や短大部の特色、

入学後の学生生活、卒業後の進路について説明している。 

南山大学のオープンキャンパスにおいては、相談コーナー、学科説明会、模擬授業を行
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うだけではなく、短大部独自の企画として、入試説明会、ベタニア紹介（ベタニアで短大

部の先輩と話そう）を実施している。オープンキャンパス時に参加者に対して行ったアン

ケートによれば、オープンキャンパスにおける短大部の企画全体の印象について、アンケ

ート回答者 96 名のうち 50.0％が５点満点中の５点、38.5％が４点と評価している。企画別

に見ても、参加して良かった企画（複数回答可）の項目では、学科説明会・相談コーナー・

ベタニア紹介の評価が全体よりも５％以上高い結果となった。さらに、アンケート回答者

の約７割（第一志望 47.9%、第二志望 15.6%、第三志望 3.1％）から短大部を受験する予定

があるとの回答を得ており、受験希望者に対する訴求力の高い広報活動ができている。 

 2014 年度一般入試の志願者は、148 名で前年度より約 17％減少している。前年度に増し

て志願者層のレベルは上昇しており、７割近くがいわゆる上位層・中上位層の高校から受

験している。一方でそれ以外の高校からの受験者数は減少しており、難易度が上がったこ

とによる敬遠が増えたことがうかがわれる。 

 全学統一入試（個別学力試験型）の志願者数は 55 名で前回から４名減であったが、（セ

ンター併用型）の志願者は 32 名と、前回の半数に落ち込んでいる。センター利用入試（前

期３教科型）の志願者数は 43 名で前年度の 64％にとどまっている。これらの試験では学部

内併願率（複数の入試種別で短大部を受験する学生の割合）が高くなっており、合格者数

を確保することが困難になっている。センター利用入試（後期）では前年度と同数の 19 名

の受験があり、最後の入試機会として機能している。 

 11 月入試では、指定校推薦の受験者が 29 名、カトリック系校が２名、学園内が７名、計

38 名であった。今回は 2011 年度以来３年ぶりに外国の高校を卒業した者（外高卒）２名

の受験があった。自己推薦入学審査の志願者数は、自己推薦（英語力重視型）が 13 名、自

己推薦（総合学習力重視型）が 18 名であった。2013 年度の英語力重視型自己推薦入試に

日本語による小論文を導入したことにより自己推薦（総合学習力重視型）との違いが明確

でなくなり、かつ受験生の負担増となったという観点から、今回の自己推薦（英語力重視

型）は従来の英語によるグループ面接のみの審査に戻し、結果として志願者数が 2013 年度

の７名から倍近くに増加している。今回は学園内からの志願が多めであったが、指定校、

カトリック校からの志願が減少傾向を続けており、自己推薦の実施によってようやく 11 月

入試での入学者数を確保している状況である。 

入学時に行う英語習熟度確認テストの成績をみるかぎり、指定校推薦入試によって入学

した学生は必ずしも成績上位層ではないが、短大部の教育の特色であるアクティブラーニ

ングやグループワークから多くを学び成長する傾向が強いことが「2013 年度短大生試行調

査」（短期大学基準協会）の結果から読み取れ、指定校推薦が多彩な学生を受け入れるとい

う推薦入試の目的を果たしているといえる。 

 全体として志願者数の少なさが問題であるが、学部内併願率が高いにもかかわらず合格

者のうちの辞退者数は予想外に少なく、154 名の入学者を得て定員を満たすことができた。

しかしながら、来年度以降も同様の歩留まり傾向が続くとは考えにくい。 
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 自己推薦（英語力重視型）は帰国生等多様な生徒の受け入れを目的として受験資格をゆ

るやかにしているが、短大部が想定していた日本語母語話者ではなく、海外在住の英語母

語話者の受験があった。またオープンキャンパスの際に、日本の高校に在籍している外国

人生徒から、同校において「英語話者の外国人のための入試がある」という誤解にもとづ

いた進路指導が実施されているという情報を得ている。  

 

(b) 課題 

一般入試の受験者レベルは上昇傾向にあるが、敬遠される率も高くなっている。合格圏

にある上位層・中位層の高校生へのアピールをさらに効果的に実施する。 

個々の入試制度の目的に対して受験生の誤解を招くことのないよう、自己推薦（英語力

重視型）の要項の記述を変更する必要がある。 

 

(c) 将来の改善計画 

毎年行っている専任教員による高校訪問先を、ターゲットを絞って戦略的に設定し、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、短大部の持つ特長のさらなる

周知を図る。 

短大部に関心を持っている高校生だけではなく、広く関心をもってもらうような入試広

報を促進するため、模擬授業と入試広報を合体させた形で高校を訪問する機会を増やす。 

模擬授業は外国人教員を中心として行い、高校の授業形態とは異なる短大部の特徴的な

アクティブラーニングを通して、魅力を幅広く訴えかける。 

短大部 Web ページに加え、公式 Facebook ページを立ち上げ、学生生活、授業の様子、

就職・編入学の状況など、受験希望者が興味を持つ情報を発信する。 

入試要項における自己推薦（英語力重視型）の要項を改定し、短大部で学ぶために必要

な日本語能力が必要であることを伝える。 

 

Ⅱ-B-3 教職課程  

(a) 現状の説明 

教職課程登録者は１年生で 21 名であったが、昨年同様、GPA と英語検定試験による教職

課程履修継続条件を課した結果、年度途中で６名が履修を辞退し、2013 年度末には 15 名

となった。２年生の辞退者はおらず、教職免許取得者は 14 名であった。昨年度の免許取得

者のうち再試験対象者は４名であったが、2013 度該当者がいなかったのは、きめ細かな履

修指導の成果と考えられる。昨年度の改善計画として、①教育実習・介護等体験にかかわ

る欠席届の徹底、②教職ガイダンス日程の見直し、③老人保健施設との連携強化を挙げた

が、これらは計画通りに実施されている。 

昨年度教員採用試験合格者は、在籍者にはいなかったが、非常勤講師として採用された

ものが１名あった。卒業後すぐに教職に就く学生が少ないのは、昨年同様、進学者が約７
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割を占めるためである。なお、2011 年度卒業生で本年度南山大学人文学部人類文化学科卒

業生１名（名古屋市立中学校）が正規採用されている。 

2013 年度の教職課程運営体制の変更点は、2011 年度文部科学省実地視察の結果を受けて、

教職センターが設置されたことである。教職センターには４名の他学部専任教員が所属し、

「教職センター会議」（年 10 回開催）によって、教職課程の運営全般に関する意思決定が

行われている。短大部からは、教職センター会議に教員１名がオブザーバーとして参加し

ている。組織変更にともない、教職課程委員会が「教職センター委員会」と改称され、短

大部から教員２名が委員として参加している。教職センターの設置により、教員志望の学

生に対するキャリア指導体制の整備、教職科目の開講主体および責任所在の明確化、履修

カルテの電子化など、全学で情報が一元化され、教職課程の円滑かつ組織的な運営が行わ

れるようになっている。 

 

(b) 課題 

教職センター下で指導体制の全学的な標準化が図られたものの、短大部１・２年生の場

合、時間的制約や精神的未熟さもあり、南山大学他学部の３・４年生と同じ体制ではガイ

ダンス内容がよく理解できない場面があった。特に、６・７月にガイダンスが集中するた

め、１人の教員では、同時に２学年分の指導を行うことには困難がある。また、教職科目

以外の学科科目について、時間的に無理のある履修計画を組み、結果として教育実習の準

備がおろそかになる学生がみられる。 

 

(c) 将来の改善計画 

 短期大学部への名称変更以来、教育実習担当者は１人であったが、2014 年度からは２人

体制に変更し、教育実習と介護等体験１年・２年の指導区分を分けて指導する。また、指

導教員に、教職課程履修者の履修計画に無理がないかを指導するよう依頼する。 

 

Ⅱ-B-4 ベタニアの活動 

(a) 現状の説明 

短大部英語科の学生支援プロジェクト「ベタニア」は、英語科の教員と合同研究室の特

別嘱託職員の指導のもとに学生ボランティア（Student Assistant）が多様な英語学習や異

文化交流のプログラムを実施するとともに、学習や学生生活に関する学生の相談に対応し

ている。学生にとっての「ベタニア」は、学生による学生同士の相互支援活動と表現でき

る。支援をする側も受ける側も、本活動に関わることにより大きな成長が期待される。 

2013 年度は１年次生が 30 名、２年次生が 21 名の計 51 名が「Student Assistant」（以

下 SA）として登録し、SA がベタニア以外の学生の学びや学生生活をサポートし、2013 年

度初めて行った「フェアトレード」の企画をはじめ、さまざまなアクティビティを企画・

実行している。これらの活動により、学生間、学生と教職員間の交流が促されるだけでな
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く、SA 自身にとても重要な学びの場になっている。このベタニアの活動に対して、学生か

らは「身近に先輩がいるから何でも相談ができる」、「接点のなかった先輩や後輩とたく

さん知り合えた」、「授業外で先生に進路相談もできる」といった声があり、広いキャン

パスで"南短"をより身近に感じられる憩いの場所になっていることがわかる。 

 

(b) 課題 

いろいろな個性を持ったSAが集まり、さまざまなイベントが企画されるようになったが、

人数が増えたことによる課題も生まれている。例えば、今年度は年間43本（のべ1143名が

参加）の企画が行われている。これは、月に平均６本のイベントが実施された計算になる

が、１つのイベントに関わるSAが多すぎたことにより、SA内で統率がとれなくなる事態が

起こっている。また、情報伝達手段も週１回のミーティングよりもSNSに頼る傾向があり、

不満のもとになっている。 

 

(c) 将来の改善計画 

SNSは学生たちが人間関係を築く上で欠かせないツールとなっているが、対面によるコ

ミュニケーションは社会人になっても必要であり、その大切さを伝えていく。さらなる交

流を促進するため、SAからの企画書を精査し、ポスターやチラシなどの広報活動も充実さ

せる。 
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【基準Ⅲ 教育資源】  

Ⅲ-A 教員の組織と活動  

(a) 現状の説明 

 短大部では、そのカリキュラム・ポリシーに基づいて必要な教員組織を整備しており、

教育および研究を促進するとともに、南山大学内の１学部という位置づけのもと、短大部

内および英語科内で業務を分担し、効果的な組織運営を行うための環境を整えている。短

大部内および英語科内の役割分担は、資料Ⅲ-A-1のとおりとなっており、2013年度からは、

新たに、カリキュラム内容の検討を行うワーキンググループを立ち上げている。 

短大部では、また、FD などその教育の質的向上に向けた活動に積極的に取り組んでいる。

非常勤教員との情報共有が十分ではなかったという 2012 年度における課題を受けて、今年

度は５月 17 日の FD 会に非常勤講師を招いて意見の交換を行った。以上の FD 活動を通し

て、全教員が FD 活動に関与する体制を整えている。 
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資料Ⅲ-A-1：短大部内・学科内役割分担一覧 

学部長

短大部自己点検・評価委員会

カリ検討WG：
グループA、グ

ループB

宗教教育担当

学科教務担当

学科時間割編成
担当

学生支援プロ
ジェクトベタニア

担当

進路支援担当（進
学・留学） English Performance Festival 

担当

外国人教員コーディネー
タ・コアトレーニング科目

コーディネーター

フィールドワーク担当

LCコーディネーター

進路支援担当
（キャリア）

11月OIC大会担当

学科HP管理担当

学科入試広報担
当

学科図書担当

教務委

入試広報委

図書館委

就職委

キャリアサポート委

国際教育センター
委

学生委・奨学金委

教職センター委

評議会評議員

研究室委

地域研究センター委

パッヘ委

南山エクステンショ
ン・カレッジ委

研究審査委

情報システム委

ハラスメント助言相談

史料室運営委

入試問題作成
担当者

FD委

共通教育委

外国語委

試験運営委

合否判定資料作成委

第三者評価
評価員

入試検討
WG

学力検査委員会

学科教職担当

ガイダンス委

LCWG：1年担
当者 ・2年

担当者

2013年度

学部・学科内
役割分担

将来
構想
WG

短大部内運営委員
学部長、評議員、学科長

英語科学科長

危機管理対応チーム

学科FD担当

英語教育センター委（オ
ブザーバー参加）

学部長補佐

学科長補佐
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 2013 年度における専任教員（有期任用教員 A.I.を含む 17 名）の研究活動は、資料Ⅲ-A-2

にあるように、おおむね活発に行われているといえる。なお、教員それぞれの教育研究活

動や社会的活動の状況は、南山大学専任教員の教育研究業績としてデータベース化され、

南山大学 Web ページ上で広く社会に公開されている。 

 

資料Ⅲ-A-2：専任教職員の研究活動状況（2013 年度（2013.4.1～2014.3.31）） 

 項  目 件数(No.) 

1 学術研究著書の件数 1 

2 学会誌・国際会議議事録等に掲載された学術論文の件数 10 

3 学内的な紀要等に掲載された学術論文の件数 12 

4 学会受賞等の受賞件数 0 

5 国際学会でのゲストスピーカーの件数 0 

6 国際学会での研究発表の件数 6 

7 国内学会でのゲストスピーカーの件数 0 

8 国内学会での研究発表の件数 24 

 

科学研究費助成事業（科研費）への 2012 年度申請は３名、そのうち１名が新規に採択さ

れ、継続の３名を合わせ、2013 年度は４名が交付を受けている。科研費の採択を受けた教

員は、併設する南山大学の公的研究費にかかる各種規程に基づき、適切に管理・執行がな

されている。2013 年度の専任教員による科研費の採択課題の詳細は、資料Ⅲ-A-3 のとおり

である。   

 

資料Ⅲ-A-3：科研費の受託状況（2013 年度を含み専任教員が研究代表者となっているもの

のみ。） 

専任教員 

氏名 

個人/共同

の別 

研究題目 研究種目 助成期間

石崎 保明 個人 前置詞を含む表現の歴史的発達に関す

る構文文法的研究 

基盤研究（C） 2012/04~

2015/03 

北村 雅則 共同 

（代表） 

協同による知識の体系化・視覚化シス

テムを用いたライティング指導法の研

究 

挑戦的萌芽研究 2013/04~

2016/03 

五島 敦子 個人 アメリカ高等教育における知的財産権

のガバナンスに関する歴史研究 

基盤研究（C） 2012/04~

2015/3 

森泉 哲 個人 ソーシャルサポート要請と対人コミュ

ニケーション能力との関連：日米比較

若手研究（B） 2011/04~

2014/03 
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科研費以外の外部資金については、３名が南山大学内の競争的研究助成制度である南山

大学パッヘ研究奨励金の助成を受けている。採択課題の詳細は、資料Ⅲ-A-4 のとおりであ

る。   

 

資料Ⅲ-A-4：科研費以外の研究助成の受託状況 

専任教員氏

名 

個人/共同

の別 

研究題目 助成団体 助成期間

浅野 享三 個人 中等教育後英語教育のあり方に関

する研究  

南山大学パッヘ研

究奨励金（区分Ⅰ

-A-2） 

2013 

五島 敦子 個人 Engaged University に関する調

査研究 

南山大学パッヘ研

究奨励金（区分Ⅰ

-A-2） 

2013 

森泉 哲 個人 家族コミュニケーションパターン

と対人コミュニケーション様式の

関連性:日米比較研究 

南山大学パッヘ研

究奨励金（区分Ⅰ

-A-2） 

2013 

 

その他、「平成 26 年度海外留学支援制度」（独立法人日本学生支援機構）に短大部として

申請し、採択を受けている（採択プログラム：持続可能な社会づくりのための国際サービ

ス・ラーニング、奨学金支給割当人数：15 名）。また、外部資金ではないが、2012 年度に

短大部英語教育の点検・評価を目的とした共同研究が立ち上がり、短大部内予算（学部共

通研究費）の助成を受けてその成果報告書（『本学学生の英語学習と英語習熟度に関する報

告書』）を刊行している。 

2013 年度は専任教員５名が企画した「南山大学エクステンション・カレッジ公開講座」

（５回シリーズ）を含め、活発に社会的活動を行っている。専任教員の 2013 年度における

社会的活動状況は、資料Ⅲ-A-5 のとおりである。 

 

資料Ⅲ-A-5：2013 年度専任教員の社会的活動状況 

専任教員氏名 活動名称 活動期間 

浅野享三、

Kumai, 

William、Kluge, 

David、山田泰

広、伊藤聡子 

南山大学エクステンション・カレッジ公開講座「実

践！学びなおしの英語―5 つのアプローチ（初級

編）」担当（全 5 回、オムニバス形式）於南山大学

名古屋キャンパス 

2013/10/12, 10/19, 

11/09, 11/16,11/30 

浅野 享三 光ヶ丘女子高等学校主催愛知県中学生英語弁論大

会審査委員長 

2013/10/26 
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市瀬 英昭 日本カトリック司祭典礼委員会委員 2013/04/01~ 

市瀬 英昭 「ミサ典礼書」改訂委員会副委員長 2007/04/01~ 

市瀬 英昭 聖霊奉侍修道会管区総会基調講演（演題：「新しい

福音宣教」）於名古屋八事聖霊会本部 

2013/11/01 

市瀬 英昭 典礼憲章発布 50 周年記念シンポジウム講演（演

題：「新しい福音宣教に見る典礼祭儀―行動的参加

をキーワードにして―」於東京四谷イグナチオ教

会 

2013/11/09 

市瀬 英昭 新任宣教師研修会講話（演題：ゆるしの秘跡の典

礼的意義について）於岐阜県多治見研修センター

2014/02/06 

市瀬 英昭 南山大学エクステンション・カレッジ公開講演会

（演題：「星の王子様に見る宗教性」）於南山大学

名古屋キャンパス 

2014/03/01 

石崎 保明 日本英文学会中部支部誌『中部英文学』編集委員 2013/04/01~ 

石崎 保明 近代英語協会誌『近代英語研究』編集委員 2010/04/01~2014/03/31

石崎 保明 近代英語協会 30 周年記念論集編集委員 （表題：

Studies in Modern English ~The Thirtieth 

Anniversary Publication of Modern English 

Association~） 

2012/11/01~2014/06/30

伊東 留美 南山大学人間関係研究センター公開講座「第 95 回

人間関係講座（コミュニケーション）秋」担当 

於南山大学名古屋キャンパス 

2013/11/09・10 

伊東 留美 公益財団法人 唐九郎陶芸記念館 役員 2013/04~ 

川上 綾 JALT Speech, Drama, and Debate Special 

Interest Group, Program Chair  

2011/11/18~2013/10/26

北村 雅則 言語処理学会誌『自然言語処理』編集委員 2011/10/01~2013/09/30

Kluge, David JALT Speech, Drama, and Debate Special 

Interest Group, Coordinator 

2011/11/18~2013/10/26

Kluge, David JALT PANSIG2013, Conference Chair, Nanzan 

University, Nagoya. 

2013/5/18・19 

五島 敦子 名古屋市立大学法人評価委員会 委員 2012/12/22~2014/12/21

五島 敦子 

 

大学教育改革フォーラム in 東海（ポスターセッシ

ョン発表題目：「教職員の協働性を育むラーニン

グ・コミュニティ―FD ワーキンググループの活動

報告」）於名古屋大学 

2014/03/08 

Susai, Raj 長崎カトリック教会主催黙想会（演題：「キリスト 2013/02/14~17 
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教と聖書の教え」）於長崎西町教会 

Susai, Raj 奈良カトリック教会主催聖書講座（演題：「旧約聖

書教え」）於奈良教会 

2013/06/14・15 

Susai, Raj 高知カトリック教会主催黙想会（演題：「聖書の教

えと日常生活」） 於高知カトリック教会 

2013/12/08 

中田 晶子 International Vladimir Nabokov Society 

Nabokov Online Journal  編集委員 

2006/12/01~ 

 

中田 晶子 日本アメリカ文学会中部支部監事 2011/04/01~2014/03/31

中田 晶子 日本ナボコフ協会大会準備委員 2013/04/01~2015/03/31

森泉 哲 静岡県立掛川西高等学校での講演（演題：「大学で

英語を学ぶこととは？―文化、心理、コミュニケ

ーションの視点から―」）  

2013/06/25 

森泉 哲 日本コミュニケーション学会誌『ヒューマン・コ

ミュニケーション』査読委員  

2012/12/01~ 

森泉 哲 社会言語科学会誌『社会言語科学』編集委員 2013/04/01~ 

山田 泰広 日本ホプキンズ協会関西部会 代表 2006/12/24~ 

 

(b) 課題 

 専任教員の研究活動に多寡がみられる点については、いまだ解消されているとはいえな

い。 

 

(c) 将来の改善計画 

 複数年度にわたって研究活動に消極的な教員については、内規の基準よりも早い段階で

学部長が面談を実施し、研究計画を確認するなどの対策の導入を検討する。 
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【基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス】  

Ⅳ-1 学長のリーダーシップ 

(a) 現状の説明 

2013 年 10 月 30 日に実施された次期南山大学長候補者の信任投票では、短大部教職員を

含む南山大学の教職員による投票が行われ、現職ミカエル・カルマノ学長が過半数の信任

票を獲得した。 

『2012 年度南山大学短期大学部自己点検・評価報告書』の基準 IV の課題・計画に記載

したとおり、７月３日に短大部生全員を対象に学長が必修科目「キリスト教学」の一回と

して、「カトリック大学の精神とは何か？」と題する講義をおこなった。来年度以降も毎

年度短大部生全員を対象に学長による講義を実施して行く予定である。また、同報告書の

課題・計画に、学長が短大部学長として教職員に語りかける機会を設けることを挙げた。

さらに今年度受審した第三者評価の「各基準の評価」で学長の教授会出席について示唆が

あったことを受け、2014 年１月 29 日開催の教授会開始時に学長から専任教員全員に対し

てのスピーチがあり、その後質疑応答を含む歓談があった。 
 

(b) 課題 

 今回の信任投票は、南山大学長が兼任する南山大学短期大学部学長候補者に対する投票

を組み入れて実施されたが、その旨が明記されていなかった。 

 2012 年度自己点検・評価報告書の行動計画では、年度初めに学長が教職員に語りかける

機会を設けるとしたが、2013 年度は年度末近くになっての実施となった。 

 

(c) 将来の改善計画 

将来において同様の信任投票が実施される際には、南山大学短期大学部学長候補者に対

する投票を組み入れての実施であることが明記されるようにする。 

来年度以降は、各学期に学長が教授会で教職員に語りかける機会を設ける。 
 

Ⅳ-2 教授会の活動  

(a) 現状の説明 

2013 年度の教授会は、議長である学部長を含む教授８名、准教授４名、講師３名の

合計 15 名で構成し、短大部運営の重要事項を審議・決定している。2013 年度は 22 回

の教授会が開催され、その議事内容を議事録に収め、次回教授会で確認するとともに、

学部事務室で管理している。 

2011 年 4 月に南山大学短期大学部に名称変更されるまで教授会は南山短期大学教授

会規程に基づいて行われてきたが、それ以降は南山大学教授会規程に基づいて開催・運

営されてきた。しかしながら、短大部独自の教授会規程が必要であるとの第三者評価で
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の指摘を受けて、短大部で教授会規程原案を作成・審議し、南山大学評議会の承認を得

て、今年度より施行することとなった。 

 

(b) 課題 

審議・決定機関としての教授会は適切に運営されているが、教授会メンバーによって学

部内で意思確認や意見聴取をする場が教授会以外に設定されていなかった。 

 

(c) 将来の改善計画 

 他学部に倣って、教授会メンバーによる「懇談会」を教授会に次ぐ学部内での準公的な

意思確認や意見聴取の場として設定し、必要に応じて開催する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 
 

【選択的評価基準 地域貢献の取り組みについて】  

1. 高校生英語オーラル・インタープリテーション・コンテスト          

(a) 現状の説明 

第 19 回を迎えた高校生オーラル・インタープリテーションコンテストは、R 棟フラッテ

ンホールにて 2013 年 11 月 16 日（土）に開催された。参加は 23 組 90 名に加えて、今回

から個人によるエキシビションとして順位をつけない発表部門に３名に加えて合計 93名の

参加があった。また、今年度は中学生英語表現コンテストを新たに実施し、参加は６組 20

名と順位をつけないエキシビションに１名の合計 21 名の参加があった。その他、来場者は

約 120 名だった。  

  

(b) 課題 

 高校の部は，参加者数こそ一定の数があったが、同じ学校の繰り返し参加が目立った。

また、学校間の発表完成度にもかなりの差があった。中学の部は、今回が初めての開催で

あったとはいえ、わずか６組の参加にとどまった。いかにして事前広報を展開するか，そ

してどのようにして多くの中学・高校指導者にこの大会の趣旨を理解してもらい、参加を

促すかが課題として残る。  

 

(c) 将来の改善計画 

 大会実施のための予算を増額する。これまでは広報・宣伝を短大部 Web ページによる周

知のみに頼っていたが、新聞紙上による告知を含めメディアの利用を検討する。また、情

報を拡散する手立てとして、新たに順位づけはしないエキシビションとして大学生の部を

始める。 

 

2. ボランティア活動 

(a) 現状の説明 

実践英語教育と体験学習・宗教教育を基盤とする全人教育をカリキュラムの両輪とし、

地域の NGO・NPO との連携のもとで、正課授業を通じた地域貢献に積極的に取り組んで

いる。2000 年開講のサービス・ラーニング科目「ボランティア・プロジェクト」（旧カリ

キュラム名「国際協力フィールドワーク国内プログラム」）には毎年 10～20 名前後の履修

があり、①国際協力・国際交流団体でのインターンシップ・ボランティア、②地域在住外

国人への日本語・英語教育ボランティア、外国のルーツを持つ子どもへの学習支援ボラン

ティア、③持続可能な地域社会づくりに貢献する ESD（Education for Sustainable 

Development：持続発展教育）ボランティアなど、さまざまな活動を通じて地域に貢献し

ている。2013 年度より、「ボランティア・プロジェクト」の指導体制・危機管理体制・受

け入れ先との連携を充実させるため、担当教員を複数化して学生のボランティア活動中の
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個別指導を強化し、さらに、事務部門との情報共有体制を整備することでボランティア受

け入れ先との問題発生時に多元的に対応できる体制を整えている。短大部生が関わるボラ

ンティア活動の過去３年間の活動実績は、資料選択的基準 2-1 のとおりである。 

 

資料選択的基準 2-1：ボランティア活動先別参加人数（2011 年～2013 年度） 

ボランティア活動先 2011 2012 2013 計 

① 国際協力・国際交流の担い手づくり （NGO/NPO インターン） 

公益財団法人 プラン・ジャパン 2 2 1 5 

公益財団法人 PHD 協会 1 2 0 3 

財団法人アジア保健研修所（AHI） 2 5 1 8 

公益財団法人 名古屋国際センター（NIC） 0 1 0 1 

公益財団法人豊田市国際交流協会（TIA） 0 0 1 1 

西尾市国際交流協会 0 1 0 1 

一宮市国際交流協会 0 2 0 2 

豊橋市国際交流協会 0 1 0 1 

フェアトレードショップ 風"s 0 0 1 1 

NPO 法人アジア日本相互交流センター（ICAN） 0 2 0 2 

国際フォトジャーナリズム DAYS JAPAN 名古屋 1 0 0 1 

②  多文化共生社会の担い手づくり （外国人への日本語／英語／学習支援、子ども／障がい者支

援など） 

九番団地日本語教室 (日本語／学習支援) 0 0 2 2 

特定非営利活動法人トルシーダ (日本語／学習支援) 0 0 1 1 

株式会社インタラック名古屋支店 (英語教育支援) 0 0 2 2 

NPO 法人フロンティア豊橋 (日本語／学習支援) 0 1 0 1 

特定非営利活動法人多文化共生リソースセンター東海 4 3 0 7 

特定非営利活動法人ボラみみより情報局  0 1 0 1 

南区社会福祉協議会デイサービスセンターひまわり (介
護支援) 

0 0 1 1 

ELCC 国際子ども学校（名古屋学生青年センター） 4 0 0 4 

東別院日本語教室 (日本語教育支援) 1 1 0 2 

NPO 法人ナップの森 (知的障がい者支援) 3 0 0 3 

ヨナワールド(知的障がい者支援) 1 0 0 1 

 財団法人中部盲導犬協会 (視覚障がい者支援)  2  0  0  2 

ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ「漂流教室」（子どもメンタル／学習支援） 0 0 1 1 

ビッグイシュー 名古屋ネット(ホームレス自立支援) 0 1 0 1 

③ 持続可能な地域社会づくり (ESD ボランティア) 

白金児童館 1 0 0 1 

野外教育研究財団伊奈谷こども村 (自然学習支援) 1 0 0 1 

こども NPO ピンポンハウス（ESD 活動支援） 0 1 0 1 
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社会福祉法人やまさと保育園（保育支援） 0 1 0 1 

阿久比町役場教育委員会 （学校補助） 0 1 0 1 

千年持続学校 （地域自立循環型社会づくり） 0 5 0 5 

伊賀の里モクモク手作りファーム（地域自立循環型社会づ

くり） 
0 0 2 2 

ふくいエコ・グリーンツーリズム(限界集落環境保全) 0 1 0 1 

守山リス研究会(環境保全) 0 1 0 1 

NPO 法人大ナゴヤ大学（まちづくり） 0 2 0 2 

愛フェス開催委員会 2012（まちづくり） 0 1 0 1 

手作りマフラーを、東北に。（被災地支援） 1 0 0 1 

キャンドルナイトニッポン(被災地支援) 1 0 0 1 

延べ参加人数 (1 人で複数の活動に参加した数も含む) 25 36 13 74 

 

また、学生有志のボランティア活動として、授業での学びを活かしたキャンパス内外の

社会貢献活動を積極的に奨励している。2013年度は、国際NGOプラン・ジャパン【世界の

女の子に生きる力を！】協働プロジェクト（①書き損じハガキ・キャンペーン②国連【国

際ガールズデー】啓発活動：2013年度「南山大学学生部長表彰」受賞）をはじめとして、

ブラジルやフィリピンなど外国にルーツを持つ子どもたちへの学習支援ボランティア、地

域NGOとの連携によるベタニア「フェアトレード・ワークショップ企画」を行っている。 

 

(b) 課題 

ボランティア実習の受け入れ先との覚書締結にあたり、受け入れ実績の多い団体から、

当該団体の個人情報取り扱いに関する規定の使用を希望する声があった。 

 

(c) 将来の改善計画 

南山大学インターンシップ制度の担当部門との情報交換を図り、学生のインターンシッ

プおよびボランティア実習を円滑に進める事務手続きのあり方を検討していく。 

また、学生の地域貢献活動をサポートする教職員間の連携強化を図るため、メイリング

リストを設定する。 

 


