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短期大学部は、2013 年の秋に一般財団法人短期大学基準協会の第三者評価を受審し、適

格認定の判定を受けた。同協会から示された「向上・充実のための課題」に対しては、短

期大学部教授会規定の策定を初めとして、同年度内より取り組みを始めている。 
学長の協力のおかげで教授会への学長の出席が同年度内に実現し、短期大学部生全員を

対象として学長による「キリスト教学」の講義も始められた。以来、協会より示唆のあっ

た「コミュニケーションを通じての学長のリーダーシップの発揮」が続けられている。 
 「学習成果」を測定する量的データを得るためのアンケートの実施も 2013 年度以来の課

題となっていたが、自己点検・評価委員会により「短期大学部 学生アンケート」が作成さ

れ、2014 年度の冬に指導教員 14 名の協力を得て、両学年の学生全員を対象に実施された。

アンケートの項目は、学部の教育や支援、自己の成長に関する短期大学部生の意識や満足

度を調査することを目的として設定されている。アンケート結果は全教員に共有され、学

部の自己点検・評価のためのデータとして活用され、さらにその一部が学部の改善や学生・

受験生の支援にすでに役立てられている。結果の分析を充分に行うことが、質問項目の検

討と共に今後の課題となっているが、このアンケートにより、自己点検・評価活動の PDCA
サイクルの活性化が始まった効果は大きい。 
 教職員を対象とした通常の FD 会と FD 講演会に加えて、新しい試みとして学生と教員に

よる初めての FD 会を実施したことも新たな成果である。学部独自の教員評価のための調査

項目も策定され、それに従って年度末に第一回目の自己審査報告が実施された。 
認証評価以来の取り組むべき課題はまだ残っているが、自己点検・評価活動に必要な枠

組み作りが進んだ一年であったと言える。 
 2014 年度は、南山大学全体の将来構想の中で短期大学部の将来を具体的に検討した年で

もあった。2017 年度には、短期大学部も含めて、大学全体でいくつかの大きな変化が予定

されている。その一つであるクォーター制の導入に向けて全学でカリキュラムの点検や再

構築の準備を行ったが、短期大学部でもカリキュラムを全面的に見直す機会となった。変

革の時が始まっているが、足元の自己点検を怠らず改善に努めることで、より良い未来へ

とつながる期待が持てるはずである。 
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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 
2014 年 南山短期大学の最後の学生が卒業 
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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  
南山大学短期大学部（以下、短大部とする）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。３つのポリシーについては、2014 年度に外国人教員のた

めの英語版を作成し、日英のバイリンガル版として５月に非常勤講師を招いて開催された

FD 会で配布し、参加者全員で確認している。 
建学の理念や教育モットーについては、必修科目の授業や「クリスマス聖式」等におい

て、言葉と体験により、学生、教員が共に学んでいる。『2013 年度南山大学自己点検・評価

報告書』に記載した、「短大部の理念・目的が学生に十分に浸透していない可能性がある」

という状況を改善するため、2014 年度は、新入生に対しては、入学式直後の対面式および

「ラーニング・コミュニティⅠ」第１回目の授業で周知を図るとともに、６月に「キリス

ト教学」の授業として学長が「カトリック大学の精神」をテーマに講義を行っており、２

年生に対しては、「ラーニング・コミュニティⅢ」の Book Share Fair の中で、学生が各自

で選んだ本を短大部の理念・目的と照らして評価するよう定め、その内容を他の学生と共

有している。 
2014 年度は、さらに、短大部の教育や学生支援の改善を目的としたアンケート「2014

年度 短期大学部 学生アンケート」（以下、「短大部学生アンケートとする」）を全学生に対

して実施し、その中で「教育モットー」の浸透度を尋ねており、前者は、１年生の 53.9%、

２年生の 51.6％の学生が、短大部での学びを通して「教育モットー」が伝わってきたと答

えている。 
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

コアトレーニング科目担当 WG 
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こと。 

４. 日本文化についての知識をもち、それについて説明できること。 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 

 
教育目標と学位授与方針、教育課程の編成の見直しについては、新たに立ち上げた「ク

ォーター制検討ワーキンググループ」の中で一部検討している。 
 実施方針の適切性については、英語科目と英語以外の科目の教育内容について各７名で

構成された「カリキュラム検討ワーキンググループ A・B」の中で一部検討している。 
 
（B） 課題 
短大部の教育の目的・目標を非常勤講師に周知する機会に乏しい。 
2014 年度にアンケートを全学生に対して実施したことなどにより教育目標に沿った成果

を客観的に図る仕組みは整いつつあり、教育モットーの浸透度についても量的データを得

ることができたが、その内容を分析し活用する体制が十分には整っていない。 
 
（C） 将来の改善計画 
非常勤講師を招いて開催する FD 会の資料に、南山学園の建学の理念、教育モットー、学

則に示された短大部の教育の目的・目標を加える。 
実施したアンケートの活用方法を検討するとともに、2015 年度も同様のアンケートを実

施することにより、経年的な変化を示すデータを入手する。 
 
Ⅰ-B 自己点検・評価活動 
（A） 現状の説明 

2014 年度の自己点検・評価委員会は、『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、メイルによる審議１回を含む計６回開催されている。 
2014 年度の自己点検・評価活動の新たな試みとして、「短大部学生アンケート」を 12 月

に実施している。このアンケートは、実施主体は短大部ではあるが、短大部生が受験時か

らアンケート実施時点までの成長や短大部に対する満足度を聴取することを目的とするも

ので、その結果を短大部の教育や学生支援の改善に役立てることも念頭に置いている。こ

の試みにより、教育目標・学位授与方針、および教育課程の編成・実施方法の適切性を図

る仕組みを整えた。 
 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という反省を踏まえ、短大部

が毎年発行している「短期大学部自己点検・評価報告書」の 2014 年度版の中で定質的・定

量的データを示す書式を定めている。これにより、標準化の測定方法については改善が見

られるものの、精緻化については各ワーキンググループ内に留まっており、担当によって
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依然として精粗がみられる。 
 自己点検・評価委員会では、「短期大学部における教員評価の基準と運営体制に係る内規」

の教育・大学運営について、毎年度末に各教員が自己点検・評価を行い、報告するための

アンケートを作成・実施した。 
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名と短大部内の 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。2014 年度 FD 活動は、テーマを「短大部生のキャリア形成のあり方を考

える」とし、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

の見直しを行うために活動を行ってきた。具体的な活動は資料Ⅰ-B-1 のとおりである。さ

らに、2014 年度は臨時で特別 FD 会を開催し、学生と教員による FD 会を初めて開催して

いる。 
 短大部の FD 活動は、全教員の参加を原則として実施している。2014 年度の FD 活動へ

の参加率（有任期 A.I.講師を含む）は 100％であった。学期期間中に実施した 3 回の FD 会

と 1 回の FD 講演会の各回の参加率は 88％～100%であり、欠席は校務や学会出張等のやむ

を得ない事情によるものである。春休み中に試行した自由参加の「学生と教員による特別

FD 会」のみ 67％の参加率であった。 
 
資料Ⅰ-B-1：2014 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 概要 
2014 年 
5 月 16 日 

FD 会 
（第 1 回） 
 

「非常勤講師を招いて：短大部生のキャリア形成における強

みと弱み」 
非常勤講師も招き、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について紹介した。その後に引

き続いて行われた学部懇談会では、学生の現状や卒業生のキ

ャリア状況などについて情報共有が行われた。 
7 月 9 日 FD 会 

（第 2 回） 
「短大部生の進路希望状況：その傾向と対策」 
短大部生の主な進路選択となっている「就職」「編入学」

「留学」の３つを中心に進路状況や傾向および問題点が話し

合われた。 
8 月 FD News 2014 年度第１号を発行した。 
11 月 21 日 FD 講演会 「学生時代に気付かせたいこと」 

ハローワークに勤務される講演者より近年の新卒者・若年

層の就職傾向、キャリア教育の中で学生に対して教員ができ

ることを中心に講演があった。 
2015 年 FD 会 「ワーキングループの自己点検・評価報告」 
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1 月 14 日 （第 3 回） 2014 年の学習成果について、各担当者から活動報告がさ

れた。また、進路担当者より 2014 年度の進路傾向が報告さ

れた。 
2 月 23 日 特別 FD 会

（第 4 回） 
学生と教員による FD 会を試みとして開催した。教員と学

生がこれまでの学生生活について振り返り、「短大部の魅力

作りのために」というテーマで話し合い、全体で分かち合っ

た。 
3 月 FD News 2014 年度第２号を発行した。 
 
（B） 課題 
「短大部学生アンケート」の結果については、一部では学部の改善や学生支援に活用さ

れているものの、今回が最初の取り組みということもあり、その検討が十分ではない。 
2014 年度の FD 活動については、４回の FD 会と１回の FD 講演会が行われた。短大部

専任教員の出席率は良好であるが、その一方で、非常勤講師を招いて開催した第 1 回 FD 会

には、非常勤講師の参加者が少なかった。 
 2014 年度は、前年度の改善点を踏まえて FD 会を３回に減らし計画を立てたが、臨時で

「学生と教員による特別 FD 会」を開催することにした。学生と教員による初の FD 会を試

みとして実施したが、参加教員のフィードバックから、具体的テーマを決めて話し合う必

要性が明確になった。 
FD 会については、限られた時間の中で行われるため、十分な話し合いがなされないまま

終了せざるを得ない状況があった。 
 
（C） 将来の改善計画 
 「短大部学生アンケート」を 2015 年度も実施し、２年間の結果を各担当者・ワーキング

グループで検討し、それぞれの自己点検・評価活動に反映させる。質問項目の適切性につ

いて検討し、必要があれば追加・変更を行う。 
非常勤講師を招いての FD 会への参加を呼びかけるとともに、当日の FD 活動の内容を欠

席者に伝え、フィードバックを得る方法を工夫する。 
 2015 年度も教員と学生が参加する FD 会を開催してより多くの学生からの意見を汲み上

げるとともに、それらの意見を FD 活動の中でどう活かすかについての検討を行う。 
FD 会の開催時間を長く設定する回を設けることにより、十分な話し合いができる環境を

整える。 
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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 
学生の多くが入学後に初めてキリスト教に触れるという状況があり、当初は、聖書や宗

教自体に対して無関心あるいは抵抗を感じている学生が少なくない。しかしながら、「短大

部学生アンケート」で「キリスト教学」の授業を通して聖書やキリスト教が身近に感じら

れたかどうかを尋ねたところ、１年生の 66.0%、２年生の 69.4％の学生が「（少しは）そう

思う」と回答しており、学生の中で徐々に興味・関心が芽生えていく状況が見て取れる。

また、このような意識の変化は、春学期および秋学期の最後に学生が提出する「ふりかえ

り」などからも垣間見ることができる。 
「キリスト教学」の他にも、春学期に有志が講義外で行う「イースターの集い」や秋学

期に全学生が参加する「クリスマス聖式」、さらには、学長が講師となってカトリック大学

の精神を話す特別講義などを行っており、これらの試みもまた、キリスト教精神について

の理解を深める一助となっている。 
 

（B） 課題 
 キリスト教も多くの宗教の中の一つであるので、宗教一般の共通点とキリスト教の個性

との両方を客観的に提示する必要がある。他宗教と同様にキリスト教も生きていく力とな

る知識、つまり自分たちに関係のあるメッセージを有していることを、具体的な例を挙げ

ながら語りかけていく。 
「短大部学生アンケート」によれば、キリスト教に基づくという南山学園の教育理念に

対する理解が聖書等の理解に比して低いという結果となっている。 
 
（C） 将来の改善計画 
「キリスト教学」担当者が南山大学の設置母体である「神言修道会」の会員であり、出

身国がフィリピン、インド、インドネシア、日本であることから、国籍国境を越えたキリ

スト教的価値観とそれぞれの文化における開花例も紹介していく。 
担当者の個性を生かした授業展開を尊重しつつ、教育理念の伝達方法の共通理解のため

に、今後は定期的な担当者間の情報交換の場を設ける。 
 
Ⅱ-A-2 女子教育 
（A） 現状の説明 
 2013 年度と同様、2014 年度も２年間を通しての必修科目となる「ラーニング・コミュニ

ティ」の中で、女子教育の具体的な実践の場を提供している。女子教育に関連する具体的
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な内容は、資料Ⅱ-A-1 に挙げるとおりである。 
 
資料Ⅱ-A-1：2014 年度に「ラーニング・コミュニティ（LC）」内で行った女子教育の実践

例（LCⅠ・Ⅱは１年次、LCⅢ・Ⅳは２年次） 
LCⅠ・Ⅲ 
（第 10 回） 

「Career Planning：キャリアを考える―大学での学びをどう生かすか」 
 南山大学の女性教員２名を講師として招き講演会を開催した。講師は自身

の半生を振り返りながら、女性という視点を踏まえて人生の岐路における選

択や現在のキャリアに至るまでの過程を講演した。 
LCⅡ 
（第３回） 

「Academic Life：国際協力ボランティア体験報告会」 
 「国際協力フィールドワーク」履修者がアメリカの Seton Hill University
にて実施した（引退したシスターとの交流を柱とした）ボランティアプログ

ラム体験の報告会を行った。 
LCⅡ 
（第 10 回） 

「Career Planning：キャリアを磨く 自分を磨く」 
 南山短期大学卒業生を講師に招き講演会を実施した。講師は他大学のキャ

リアサポートを経験した人物であるため、自身のキャリアだけではなく、現

代を生きる女性として必要な視点を盛り込んだ内容であった。 
LCⅣ 
（第４回） 

「Career Planning：生涯学習とライフプラン」 
 南山短期大学卒業生を講師に招き講演会を実施した。卒業後に就職、南山

大学への編入学、留学などさまざまな経験した比較的学生と年齢が近い卒業

生に講師として登壇してもらい、女性として生きる卒業後のキャリア形成の

視点を踏まえて、学生に自身の考え方を伝えてもらった。 
  
 「短大部学生アンケート」で「現代社会に生きる女性としての、社会についての広い視

野と自分の考え」について尋ねた結果、２年生の 84.6%、１年生の 58.9%が「十分に、ま

たはいくらかは身についた」と回答しており、特に２年生については教育目標に対する顕

著な成果がみられる。 
その他、学部内有志による取り組みではあるが、Nantan Girls Project（女性としての広

い社会的視野・異文化理解）がボランティア活動として書き損じはがきの回収を行い、2013
年度の同窓会による表彰（在学生顕彰制度）に引き続き、2014 年度学生部長表彰を受けて

いる。また、2014 年度はリベリアの「女の子の教育の理解促進プロジェクト」のためのボ

ランティア活動を行っている。 
 

（B） 課題 
「短大部学生アンケート」の結果を見るかぎり、１年生と２年生を比較すると、２年生

の方が広い視野と自分の考えを持つに至った割合が高く、総合的に見て２年間の学習の成

果が出ていると言える。しかし、１年生の３分の１が「どちらとも言えない、わからない」
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と回答していることから、１年生に関しては、女性としての広い視野のうち、特に講演会

を通して喚起したかった女性としてのキャリアに関する意識が十分に醸成されているとは

言えない。 
 
（C） 将来の改善計画 
 １年生が受講する「ラーニング・コミュニティⅠ」において、女性としてのキャリアに

関する講演会を１回増やすとともに、２年生に対して質問できる時間を設け、女性として

のキャリアを意識させる機会を増やす。 
 
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、2014 年度は２名追加し、計５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。2014 年度は計９回のミーティングを行っている。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クラスの状況を意見交換

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）に基づき適切な授業内容

となるよう、推薦テキスト一覧の作成や実際に使用されるテキストの把握、および、「コア

トレーニング科目群」の中で学んだ内容を成果として発表する English Performance 
Festival の企画・運営等を行っている。上記のことに加えて、2014 年度は、新たな試みと

して、担当教員（Interaction in English については教員だけでなく全学生）を対象として、

担当する科目の授業内容と学生の英語力との適切性を尋ねたアンケートを実施するほか、
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授業時間以外の英語学習を推奨するため、多読用テキストや e ラーニングといった、主に

大学内で利用可能な英語学習の資料を作成し、担当教員および学生に配布している。 
「短大部学生アンケート」で英語４技能（読む力、聴く力、書く力、話す力）の習得の

達成度を尋ねたところ、１年生の 56.1%、２年生の 77.4％の学生が、「（十分に、いくらか

は）身についた」と回答しており、１年生よりも２年生の中で英語運用能力の向上を実感

している学生が多いことが窺える。 
 
（B） 課題 
リンク・リポートについては、レポートの投稿を１か月に１回としたが、投稿する教員

や投稿回数に多寡がみられる点は依然として改善されておらず、科目間連携として十分に

機能を果たしているとは言えない。  
「コアトレーニング科目群」で使用されるテキストについては、必ずしも担当するクラ

スのレベルと合致しないテキストが選択されることがある。 
 
（C） 将来の改善計画 
 リンク・リポートへの投稿の意義と方法を周知徹底することにより、科目間連携を強化

する。 
 テキストの選択については、習熟度別のクラスに対応したテキストが選択されているか

を確認するため、講義開始の前年度のできるだけ早い段階で使用テキストの情報を収集し、

問題がある場合に可能な範囲で変更を求めるなど、速やかに対応する。また、2014 年度に

担当教員に対して実施したテキストのレベルに関するアンケート結果を検討し、より適切

性の高い推奨テキスト一覧を作成する。 
 
Ⅱ-A-4 日本文化についての理解 
（A） 現状の説明 
必修科目「日本文化」では、ディプロマ・ポリシー「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」のうち「説明できる」ことにより重点を置いた授業を行っ

ている。その中で、「ラーニング・コミュニティⅡ」においてほぼ同時期に行う Nanzan 
Discovery Project の成果を活かせるように、日本文化に関するプレゼンテーションにおい

ても聴衆を設定した上で、その人たちに向く内容の関連性があるかを評価項目に入れ、グ

ループ単位での受講生同士の相互評価を行っている。各クラスともプレゼンテーションが

２週にわたるため、受講生に発表日ごとに最優秀プレゼンター投票してもらい、得票数の

上位２グループを優秀プレゼンターとして表彰している。優秀プレゼンターについては、

教員の評価と差がなかったため、どのような点が評価につながったのかを全体にフィード

バックしている。  
「短大部学生アンケート」で日本文化に対する理解と説明の習得の達成度を尋ねたとこ
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ろ、１年生の 56.0%、２年生の 62.1％の学生が、「（十分に、いくらかは）身についた」と

回答している。 
 
（B） 課題 
プレゼンテーションの手法と聴衆に向く内容という点でおおむね課題を達成できたが、

「日本文化」の理解という観点で内容を見ると、受講生の関心が基礎教養としてのハイカ

ルチャーに対して向かないという問題が依然として残っている。説明力の涵養に関しては、

受講生による投票を導入し、得票数という量的な観点から、より良い説明とはどういうも

のであったかを示すことはできたが、個々の受講生のプレゼンテーションの関わりには濃

淡があり、個々の受講生が説明力の向上を実感できるようなプレゼンテーションの内容構

成にはなっていない。 
 
（C） 将来の改善計画 
基礎教養としてのハイカルチャーについて講義することで受講生の関心を高める。個々

の受講生の説明力を向上するために、内容構成の点で、グループ内の役割分担、責任を明

確にしたプレゼンテーションを行う。 
 
Ⅱ-A-5 異文化についての理解 
（A） 現状の説明 
 「ラーニング・コミュニティⅡ・Ⅳ」において、神言神学院にてクリスマス聖式を行い、

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。 
「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、国や地域とい

った限定されたものではなく、コミュニティを構成する他者の理解や異なる意見、発想を

咀嚼し、自己に活かすプロジェクトを学期ごとに行っている。それぞれのプロジェクトに

はグループでの話し合いや発表などといった他者との協働作業が数多く含まれており、メ

ンバー間の考え方や価値観の差異を体験している。「ラーニング・コミュニティⅠ・Ⅱ」で

は、それぞれの最終回に「自己評価と授業コメント」を実施している。異文化についての

理解を広義に解釈し、他者との関わりという点まで含めると、以下の表に挙げるように、

自己評価項目の中の、「他者に共感し、円滑な人間関係を構築することができる」（Ⅰ-1）、
「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」（Ⅰ-2）、「他者に働き

かけ、巻き込み、経過および結果を共有できる」（Ⅰ-3）が該当し、特にⅠ-1 では、約８割

の学生が A+や A と評価している。 
「ラーニング・コミュニティⅢ・Ⅳ」では、「学びの統合」を学習目標に定めていること

もあり、特に異文化理解に焦点を絞った内容は盛り込まれていない。 
 
資料Ⅱ-A-5-1：2014 年度「ラーニング・コミュニティ（LC）」内で行った異文化理解のた
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めの実践例（LCⅠ・Ⅱは１年次、LCⅢ・Ⅳは２年次） 
LCⅠ 
（第5-8，11，
12 回） 

Book Share Fair Project 
 指定された図書から１冊を選び、その本について「生き方」の観点から

要約をし、他のクラスとの混成グループの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をした。 
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をよりよく

理解し、学外に発信することを目的として行った。PBL による協働学習

の方法で行われ、グループ（４、５人）ごとに、具体的な聴衆を設定した

上で、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。

グループメンバーと協働しあい、グループとして一つのプレゼンを完成さ

せた。 
LCⅢ 

（第 2-4 回） 
Book Share Fair Project 
１年次に指定された図書以外の図書を１冊選び、その本の内容を要約

し、学生自身が短大部の教育目標（全人性、地域性、国際性、宗教性）と結

びつけて当該図書の評価を行い、クラス内および他クラスの学生に紹介した。 

LCⅡ・Ⅳ 
（第 14 回） 

クリスマス聖式 

 
英語必修科目群である「コアトレーニング科目群」の中でも異文化理解を促す内容が盛

り込まれている。例えば、環境や差別といった国境を越えたテーマや最新の国際事情につ

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、2014 年度はアメリカ、イギリス、フィリピンの出身者

が英語科目を担当している。 
2013 年度は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、その内容が

結果として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が、2014
年度はコアトレーニング科目マネジメント担当ワーキンググループから各教員への事前の

周知が徹底されたこともあり、問題は生じなかった。 
「短大部学生アンケート」で異文化理解の習得状況を尋ねたところ、１年生の 62.4%、

２年生の 87.1％の学生が、「（十分に、いくらかは）身についた」と回答しており、１年生

よりも２年生の中で異文化理解が進んでいることを実感している学生が多い結果となって

いる。 
 
（B） 課題 
資料Ⅱ-A-5-2 に挙げるように、他者への共感という点で秋学期の方が B、C 評価が増加
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している。また、資料Ⅱ-A-5-3、資料Ⅱ-A-5-4 では、春学期と秋学期を比較すると A＋の割

合は秋学期の方が増加するものの、A 評価が減少し、B 評価が増加していることから、多様

な価値観や他者を認め合う姿勢が好転するある一定層が存在する反面、減退する層がある

ことが分かる。「ラーニング・コミュニティⅠ・Ⅱ」のクラス構成は、英語の習熟度別のク

ラスと同様であった。必修科目を同じ顔ぶれで受講することによるメリットがある反面、

人間関係が固定化されるという弊害を生んだ可能性がある。多様な価値観を認め合い、他

者への理解を促すという点から人間関係の固定化という問題を解消する必要がある。 
 ハロウィーンやクリスマスのイベントを禁止したのはあくまでも授業時間内においてで

あり、実際、授業時間外では、大学の許可を得て、短大部生有志がハロウィーンに関わる

イベントを行っている。しかしながら、授業内でのイベントが禁止されたことについて、

ごく一部ではあるが、貴重な異文化理解の機会を奪う措置であると考える学生がいた。 
 
資料Ⅱ-A-5-2：他者への共感                    

 

資料Ⅱ-A-5-3：多様な価値観 

 
 
資料Ⅱ-A-5-4：他者への働きかけ 

 
（C） 将来の改善計画 
「ラーニング・コミュニティⅠ・Ⅱ」のクラス編成を英語の習熟度別クラス編成とは切

り離してランダムに編成し、より多くの他者と関わる機会を設ける。 

A+ A B C F
I-1春(144名) 40.3%41.0%13.2%5.6% 0.0%
I-1秋(136名) 40.4%39.0%33.1%13.2%0.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

A+ A B C F
I-2春(144名) 20.8%47.9%26.4%4.9% 0.0%
I-2秋(136名) 27.2%36.8%30.1%5.9% 0.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

A+ A B C F
I-3春(144名) 16.0%41.0%33.3%9.7% 0.0%
I-3秋(136名) 19.1%36.0%34.6%8.8% 1.5%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%
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 ハロウィーンやクリスマスは異文化理解にとって貴重な機会であること、そして短大部

が授業外でのそれらの活動を禁じているわけではないことを、担当教員を通じて学生に丁

寧に説明していく。 
 
Ⅱ-A-6 カリキュラムの検討 
（A） 現状の説明 

2014 年度は、2013 年度に立ち上げたカリキュラム検討のワーキンググループの活動を継

承する方向でスタートした。しかしながら、学科としての将来構想に大きな展開があり、

これを踏まえた上でのカリキュラム全体検討は、別途将来構想ワーキンググループで分掌

されることになった。このため、カリキュラム検討ワーキンググループの活動は現行の教

育内容の短期的な検討に限定される方向となった。このことから、2013 年度に立ち上がっ

た主としてコアトレーニング科目関係の検討をする A チーム・主として英語科目以外の検

討を目的とする B チーム双方ともに活動方向と活動内容が限定的なものとなった。 
A チームでは、2013 年度に策定したコアトレーニング科目に対する Can Do リスト（バ

イリンガル版）の内容を、2013 年度はワーキンググループの教員が担当する科目について

可能な範囲でシラバスに盛り込むこととしていたが、2014 年度はコアトレーニング科目の

各Ⅰ・Ⅱを担当する全専任教員に対して可能な範囲でシラバスに導入するよう、依頼して

いる。 
 B チームでは、2013 年度に検討した結果の課題として挙げられた「社会意識やアカデミ

ックな問題への意識」の涵養を「ラーニング・コミュニティⅠ・Ⅱ」の中に取り入れる試

行の成果を検証することとなったが、それは別途ラーニング・コミュニティのワーキング

グループのうち 1 年生担当チームで行われた。以上のように、2014 年度の活動は質量とも

に絞られている。 
 また、当初計画には入っていなかったが、将来的なクォーター制の導入を見越し、短大

部の現行カリキュラムを同制度にて行う場合の可能性と問題点を検討する「クォーター制

検討ワーキンググループ」が立ち上がり、検討結果が報告された。 
 
（B） 課題 
 「Can Do List」のシラバスへの記載状況についての把握がなされていない。 
現行カリキュラムについての検討課題はまだ多くを残しているが、将来構想を見据えた

全体的なカリキュラム検討の方向性が未定であるため、取り組む課題の内容や優先度等に

ついての見通しを立てた上での軌道修正に至っていない。そのため、検討グループの活動

そのものが限定的なものに終わっている。 
 
（C） 将来の改善計画 
 「Can Do List」のシラバスへの記載状況を確認し、必要であればさらに依頼を続ける。 
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2015 年度は将来構想にも沿ったカリキュラム改変議論の方向に沿いつつ、現時点の科目

構成の中で考えられる検討・改善案が策定できるように、カリキュラム検討の方向性と内

容とを修正する。それに基づき、英語科目についての実施可能な改革案、もしくはカリキ

ュラム改変の方向が早急に明確にならない場合でも、汎用性が高く教育内容改善に結びつ

く検討テーマを設定し、議論の機会を設けていく。具体的には、ワーキンググループの会

合時間そのものの調整が難しくなっている現状を踏まえ、学科としての FD 活動と連動させ

た形で、集中的なカリキュラム内容の検討のための集まりを年に数回設定する。 
 
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。両委員会には短大部教員各１名が委員となり、キャリア支援室との連携の

もと、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。 
2016 年３月卒業予定者（2014 年度入学の新入生）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月からの開始となった。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の中止を余儀なくされた。 
１年生を対象とした（2016 年３月卒業予定者）キャリア形成や就職のための支援とその

実績は、資料Ⅱ-B-1-1-1 のとおりである。 
 
資料Ⅱ-B-1-1-1：１年生（2016 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 9 月 24 日（水） 
  

13：30～
15：00 

キャリア教育セミナー① 
 「就職活動支援について」 R49 127 

15：10～
16：10 職務適性テスト R49 74 

2 2014 年 
10 月 1 日(水） 

13：30～
15：30 

キャリア教育セミナー② 
 「実践！就職活動の進め方」 

R49 63 

3 10 月 15 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 65 

4 11 月 19 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」 

R49 87 

5 12 月 3 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 

R49 30 

6 12 月 17 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 33 
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7 
2015 年 

1 月 14 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 30 

8 

2 月 
17 日（火） 
19 日（木） 
24 日（火） 
26 日（木） 

一人 
20 分 模擬面接 N 棟 25 

 

２年生（2016 年３月卒業予定者）に対して短大部に届いた求人については、学生は大学

ポータルサイト PORTA を利用することにより、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。 
2014 年度を含む過去２年間の就職状況は、資料Ⅱ-B-1-1-2 のとおりである。求人件

数は 2013 年度と比べて 1,000 件以上増えて合計 5,549 件あり、学校推薦依頼企業数も 2013
年度から３件増えて合計 10 件となっている。これらの状況は、景気の回復傾向を強く感じ

させるものである。 
2014 年度の卒業生は 2013 年度のそれと比べて大幅に減少していることから単純な

比較はできないが、就職内定率が 98.57%となり、2013 年度と比べて約３ポイント上昇

している。 
 
資料Ⅱ-B-1-1-2：過去２年間の進路の状況（2015 年 3 月 31 日現在） 

 2014 2013 

卒業者数 134 180 

就職 69 85 

編入学 39 55 

留学 9 13 

専門学校 6 7 

一時的な仕事 4 8 

非就職者 3 4 

進路不明 2 8 

  うち就職希望者 (1) (4) 

合計 134 180 
就職内定率 
＜就職者数／（就職者数＋就職希望者）＞ 98.57% 95.51% 

求人件数 5,549 4,374 

学校推薦依頼企業数 10 7 

学校推薦決定者数 12 9 

  

（B） 課題 
 ２年生に対しては、前年度に比べ、早い段階から学生へのアプローチを行ったため、進路
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の把握率はかなり高まったが、一方で、登録された連絡先（携帯電話番号、自宅の電話番号）

への連絡が取れないケースもあり、2014 年度末で２名の学生の進路確認ができていない状況

がある。 
 １年生に向けては、早い段階から将来の進路に関しての意識づけを行うために、「ラーニン

グ・コミュニティⅠ・Ⅱ」の中でキャリア教育セミナー参加への告知を行った。このことに

より、多くの学生の動員につながったと考えられる。しかしながら、セミナーの回が進むに

つれ参加者数は減少傾向にあり、最終的には真剣に就職を考える一部に限られる結果になっ

たことが残念である。 
 

（C） 将来の改善計画 
短大部独自の試みとして 2014 年度に試行的に実施した「個別模擬面接」を 2015 年度も

継続して実施する。 
社会が求める力（社会人基礎力）やそのような力を身につけるための有意義な学生生活

を過ごす動機づけを早期に行い将来の進路に関しての意識を高めることを目的として、例

年は９月に開始していたキャリア教育セミナーを７月から開催する。また、「ラーニング・

コミュニティ」の中でも「キャリア・プランニング」の会として実施する。 
外部講師に委託するセミナーは「３時限＋30 分」の計 120 分で実施していたが、90 分開

講とし、削減された時間分を追加のセミナーとすることにより、これまでの質は維持しつ

つ、補講や部活との重複を避けて参加しやすい環境を整える。 
 
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 36 名（推薦編入学 36 名・一般編入学０名）、関西学院大学・

椙山女学園大学（推薦編入学各１名）、愛知大学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 

学部 ・ 学科 

募

集 

人

数 

 

短期大学部内選考 

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） 

本学からの推薦者

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 0 0 0 0 0 

人類文化学科 3 1 6 - 3 3 

心理人間学科 6 6 - - 6 6 

日本文化学科 5 6 - - 5 5 

外国語学部 

英米学科 9 14 - - 9 9 

ｽﾍﾟｲﾝ・ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶ学科 2 0 0 0 0 0 

フランス学科 2 1 0 0 1 1 

ドイツ学科 2 1 0 0 1 1 

アジア学科 1 1 - - 1 1 

経済学部 経済学科 3 2 3 - 3 3 

経営学部 経営学科 2 3 - - 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 2 5 2 6 6 

合計  45 37 14 2 37 37 

                    ※ –は募集枠がないもの、0は応募がないもの 

 
昨年度の課題であった、「学生への告知」、「学部内選考の見直し」、の２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 で配布している。

南山大学に編入学を予定する学生に対して行ったアンケート（回収 31 名）では、情報の入

手先として 21 名が PORTA を活用したと回答していることから、希望者が自主的に情報収

集する環境が整ったと言える。また、編入学後のアカデミックスキルを身につけることを

目的とした科目である「Research Project」の履修者数が減少傾向にあったことから、それ

を改善すべく１年次「ラーニング・コミュニティⅡ」の中で担当教員による Research Project
説明会を開催し、シラバスからだけでは想像しにくい授業の内容・方向性・進行方法を説

明している。 
「学部内選考の見直し」については、2014 年度より英米学科にも日本語の作文試験を導

入している。これにより英語力だけなく日本語の論述力を測れるようになったとともに、

日本語作文という全志望学科統一となる試験を設けることで、南山大学推薦編入学におけ
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る選考（特に第二志望）の公平性を担保できるようになっている。 
編入学ガイダンスについては、資料Ⅱ-B-1-2-2 のとおり、１年生と２年生に対して各１回

開催し、それぞれの年次生にとって必要な情報を提供している。 
 
Ⅱ-B-1-2-2：編入学ガイダンス開催状況 

回数 開催日 対象・参加人数 説明内容 

第 1回 

 

5 月 15 日 2 年生対象・43 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 年生対象・51 名。 編入学に向けての心構え・準備、編入学の方法について 

 
（B） 課題 
 「学生への告知」について、南山大学に編入学予定の学生に対するアンケートでは、有

益な情報の入手先として、14 名が先輩（ベタニア・TSC（Transferred Students’ Community、
編入学生支援コミュニティ））を挙げている。PORTA の掲示は、募集、申込等の編入学に

関する事務的な情報提供であり、学生生活等の情報は提供していない。そのため編入学を

希望する学生は先輩たちからの体験談に基づく助言を求めているが、それを得ることは各

自に任されているのが現状である。 
 「学部内選考の見直し」については、南山大学推薦編入学学部内選考の際、外国語学部

英米学科志望者には、日本語作文、英作文、英語による面接という選考を行っている。英

米学科を志望するならば、英語力が必要であることは言うまでもないが、英作文だけの限

定的な評価に留まるうえ、他学科志望者に比べ英作文があることで、選考に臨む際の負担

が大きいという問題が生じている。 
 それ以外に新たな課題として、一般編入学の受験者の把握が挙げられる。一般編入学は

申し込みから受験まで受験者個人によって完結することから、短大部として受験者数を把

握することができるのは進路の最終報告においてとなる。一般編入学のサポートを充実さ

せるためにも受験動向の把握は必須であるが、受験の進行状況については断片的にしか把

握できていない。 
 
（C） 将来の改善計画 
「学生への告知」に関しては、TSC の自主性を尊重しつつ、編入学ガイダンスと TSC の

活動を連動させるなど連携を強化する。 
「学部内選考の見直し」に関して、英米学科志望者に対しては TOEIC の基準点を設定し、

その基準点を上回ることを応募の条件とする。 
一般編入学の受験者の把握に関しては、一般編入学希望者が指導教員と連絡を密に取り、

本学全体として情報共有を図ることができる体制を整える。  
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Ⅱ-B-1-3 海外留学・海外編入学支援 
（A） 現状の説明 
 南山大学の留学制度には、短大部が独自で提供しているもの（提携５大学への留学・編

入学）と南山大学国際教育センターが主管して提供しているもの（交換留学、推薦留学、

認定留学）がある。そのうち、短大部生が利用可能なものは、前者、および後者のうちの

認定留学である。 
短大部独自の留学制度は、前身の南山短期大学の姉妹校でもあるアメリカにある５つの

提携大学へ、短大部在籍中に半年間または最大１年間留学をする場合と、短大部卒業後に

正規学生として編入学をする場合、の２種類がある。2014 年度は、同年度より新たに締結

された大学間協定、および、それに基づき策定した「南山大学短期大学部提携大学留学生

選考要領」に基づき募集を行ったが、応募者はいなかった。 
認定留学とは、海外の認可大学（院）およびその付属語学コースへ留学し、その留学先

で修得した単位を、一定の基準に照らして南山大学（短大部）の単位として認定される制

度であり、2014 年度は１名の学生がこの制度を活用している。 
 2014 年度は、また、新協定の運用開始にともない、それまでの内容を大幅に改定した 2014
年度版の『留学の手引き』を作成し、掲示に加えて、今回初めて PORTA を通じて学生に

周知している。   
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』をクリスマスの時期に送付している。 
 
（B） 課題 
 短大独自の留学制度は、2014 年度は新協定に基づく初めての募集であり、2014 年度はさ

らに初めての試みとして、『留学の手引き』を PORTA にて常時閲覧可能な状態としたにも

かかわらず、問い合わせは数件あったものの、いずれも最終的な応募には至らなかった。 
 
（C） 将来の改善計画 
短大独自の留学制度への応募がなかった理由として、学生への PORTA での周知が遅れ

たという実務上の問題と、近年の提携大学における受け入れ学生に対する語学基準の厳格

化という協定の更新にともなう問題を挙げることができる。前者については、2015 年度は

４月１日付で『留学の手引き』の情報を提供する。後者については、FD 活動とも連動して、

現行カリキュラム内での英語力向上の方策を検討するとともに、同制度を利用しての留

学・編入学を考えている学生に対して語学基準充足のための学習状況を頻繁に確認するな

ど、連絡を密にする。 
 
Ⅱ-B-2 入試広報・入試実施・入試結果 
（A） 現状の説明 
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 2014 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」、「短大部 Web サイト、および、公式 Facebook ページによる情報提供」

である。 
「模擬授業」に関しては、高校３校から模擬授業の依頼があった。うち２件は担当教員

が Oral Interpretation（英語音声解釈表現法）に関して、１件は短大部所属の外国人教員

と入試広報委員が出向き、英語による模擬授業と日本語による短大部の紹介や質疑応答、

および高校教員との意見交換を行った。模擬授業は、高校の授業形態とは異なるアクティ

ブ・ラーニングを行っており、その後実施したアンケートでは高い評価を得ている。 
「高校訪問」に関しては、７月中に本学の受験・入学実績のある高校 27 校を訪問し、入

試制度（特に指定校推薦と自己推薦型入試）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するとともに、11 月に中高生向けに開催した第 20 回英語オーラルイ

ンタープリテーションコンテストの広報活動を行っている。 
「オープンキャンパス」は、南山大学のオープンキャンパスにおいて、相談コーナー、

学科説明会、模擬授業を行うだけではなく、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、盛況であった。なお、短大部で

は、学長室作成の学部別リーフレットの制作を早期に行い、オープンキャンパスで配布し

ている。短大部に関心のある来場者アンケート回収数を見ると、2013 年度が 96 名、2014
年度が 139 名（前年比４割増）と増加している。 

「短大部 Web サイト、および、公式 Facebook ページによる情報提供」では、短大部の

授業・行事・学生生活・OG の活動等の情報を発信し、受験生にとって入学後の学生生活を

イメージできるような内容構成としている。2014年度で公式Facebookの登録者は200名、

記事の閲覧数も１万回を超えている。 
「短大部学生アンケート」を短大部学生全員に実施し、入試種別ごとの志願者の属性や

入試広報に対するフィードバックを得ている。 
入試実施に際しては、例年どおり、入試検討ワーキンググループが前年度の入試問題、

入試結果、在学生の入試種別・高校別の成績状況等のデータを分析・検討して学科長に出

す答申に基づき、入試検討のための運営委員会で 2015 年度入試に関する方針を決定してい

る。その方針に基づき、2015 年度入試では、指定校推薦対象校の枠を拡大している。 
2015 年度入試において、短大部の全志願者数は 21.9%増となった。 

 2015 年度一般入試の志願者は、166 名となり、前年度より 18 名（約 12%）増となった。

志願者層高校別のレベルについては昨年同様、７割弱が上位層・中上位層の高校であり、

全体数に対するこの層の割合は 2014 年度のそれと大きく変化していない。2014 年度の志

願者数の微増は主としてそれ以外のレベルの高校からであるが、全体的な動向として高校

の層に大きな変化があったわけではない。しかし、いわゆる受験校からの５名単位での受

験例も見られ、背景には「編入学ルート」としての短大部の存在の浸透、およびそれを念

頭に置いた進路指導の存在が窺える。 
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 全学統一入試の志願者数は個別学力型・センター併用型合計で 2014 年度入試より９名

（11%）減少し、センター利用入試（前期３教科型）の志願者数は逆に８名（85.4%）増加

した。２月中旬に行われるこの３種類の入試の志願者数としてはほぼ横ばいということに

なる。全学統一入試における学部内併願率（複数の入試種別で短大部を受験する学生の割

合）および南山大学他学科との併願率が高いのは昨年度と変わりないが、センター試験の

みを利用する前期３教科型においては、このどちらの種類の併願率も昨年より低くとどま

った。数においては 2014 年度との変化はないが、センター前期試験については、受け入れ

を確保する入試としてより機能したということである。センター利用入試（後期）におい

ても前年度より 16 名の増加で 35 名（2014 年度比 84.2%）の受験があり、結果的には合格

者の入学者がいなかったものの、同じく最後の入試機会として機能している。以上から、

センター試験のみを利用する入試においては、短大部への志願者増加の傾向がみられると

いう結果となった。すなわち一般入試および全学統一入試においては状況にほぼ変化がな

いが、センター利用入試の方には志願者傾向に多少の変化がみられるということである。  
 11 月入試では、2014 年度に向けての課題となっていた、自己推薦入試（英語重視型）の

入試要項を改訂している。日本在住の英語母語話者のための特別な入試であるという誤解

を与えず、また英語科での学習には日本語能力が必要であることを伝えるため、要項には

英語が母語である場合には日本語能力を試験の一部として実施することを明記した。11 月

の各入試の受験者数は、指定校推薦の志願者が 37 名、カトリック系校が６名、学園内が４

名、計 47 名（2014 年度比の 23.6%増）であったが、依然として定員を下回る状況が続い

ている。さらに今回は外国の高校を卒業した者（外高卒）２名の志願があった。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 15 名、自己推薦（総合学習力重視型）

が 32 名（2014 年度比の 23.6%増）であった。学園内、指定校、カトリック校からの志願

の減少傾向が続いているが、自己推薦入試の志願者数が増加し、11 月入試全体での合格者

の総計は 89 名であった。  
 一般入試とセンター利用入試ならびに自己推薦入試において、それぞれ志願者の数が微

増していることは確かであり、2014 年度広報活動のひとつの成果として考えられる。しか

しながら、本学を第一志望として受験する志願者の動向が大きく動いているとまではいえ

ず、南山大学他学科もしくは他大学との併願を考える層の数が少しずつ伸びているとすれ

ば、志願者の増加は事実であっても、受入数確保の安定に直結するとは限らないので、入

試広報活動等にもなお一層の工夫が必要であろう。 
 
（B） 課題 
 本学在学生を対象とした「短大部学生アンケート」を行った結果、2013 年度に受験生で

あった現１年生（有効回答 141 名）が本学のことを初めて知ったのは、「高校や中学の先生

から聞いた」が 69 名と最多であった。また、受験前の本学への来校に関するアンケートで

は、36 名が７月のオープンキャンパスに訪れ、その内の 16 名が一般入試による入学であっ
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た。ここに、高校での指導の影響力と、７月という時期であっても一般入試を視野に入れ

ている受験生が多いことが窺える。それを鑑みると、高校訪問に際し、７月という時期と

指定校推薦と自己推薦型入試に重点を置いた説明というのは、現状を読み違えていた可能

性がある。 
 実施関連では、11 月入試の際に、作問委員・実施責任者である学科長・実施準備にあた

る入試課の三者間で、実施要領についての意思疎通と状況共有が不足した部分があった。  
 
（C） 将来の改善計画 
 入試広報に関しては、高校訪問に関し、その効果を検討する。 

新入生にも Facebook の存在を周知し、学生発信の情報をより多く掲載できるようにする。 
入試実施に関しては、11 月入試業務での行き違いをなくすため、直前ではなく作問依頼の

ある段階で、作問委員・実施責任者である学科長・実施準備にあたる入試課の分掌を文書

などの形で明確にし、不備の解消を目指す。 
 
Ⅱ-B-3 教職課程 
（A） 現状の説明 
教職課程登録者は１年生 35 名と多かったが、2013 年度と同様、GPA（Grade Point 

Average）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 15 名が

履修を辞退し、2014 年度末には 18 名となった。２年生の辞退者は０名で、教職免許取得

者は 15 名であった。教育実習の実習先は、名古屋市２名、愛知県６名、長野県１名、

三重県１名、私立５名であった。卒業後の進路は、進学 11 名（すべて南山大学編入学）、

就職４名であった。  
2013 年度の課題として、①他学部との合同ガイダンスの内容が短大部生にはよく理解で

きない場面があった、②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た、という２つの問題

があった。これらの課題を改善するために、教職実習指導の担当者を２人体制に変更し、

教育実習と介護等体験に関して、１年・２年の指導区分を分けてそれぞれの担当者が指導

した。２年生については全員に対して個別面談を行ったうえで、教職科目以外の履修計画

についても確認し、学期ごとに卒業単位修得状況を確認した。１年生については成績下位

者に対して個別面談を行って履修相談を行った。 
教職科目の運営やガイダンスに関する手続きについては、教職センター委員会による全

学的な指導体制が定型化したことで、教務課との連絡調整は円滑に行われた。これまでの

教職センターの運営実績に基づき、内規的な利用規則が「教職センター利用規定」として

南山大学の正式な規定の中に位置づけられた。D 棟「教職センター」では、学生による教

職キャリアの勉強会が開かれており、短大部生の参加もみられるようになった。 
 
（B） 課題 
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2014 年度は、教育実習申込後の辞退者が２名、介護等体験申込後の辞退者が５名いた。

実習申込後の辞退は不可である旨は申し込み時に説明しているが、履修継続の可否を判断

する成績が開示される時期が９月初旬であるため、春学期申込者の一部辞退は毎年起こり

うる。ただし、名古屋市をはじめとする受け入れ校側からは、「教員を目指す意識の高い学

生のみを受け入れる」とされているため、成績以外の理由での申込後の辞退は、極力、避

ける必要がある。また、2015 年度から就職活動開始が８月となるため、就職活動の時期と

２年次の介護等体験（５日間、老人保健施設）および秋学期の教育実習時期（９月末～10
月）が重なる可能性がある。 
 
（C） 将来の改善計画 
教員養成課程の質的向上にあたり、教職課程を履修する学生が好成績を維持しているか

どうかを確認するため、教職課程担当教員と指導教員の連絡を密にし、学科科目の学習状

況を継続的に把握する。例えば、全学実施 TOEIC（11 月）の成績不振者については指導教

員に指導を依頼するなど、定期的に連絡をとる。就職活動が実習時期を重複した場合は、

実習優先であることを繰り返し確認する。また、名古屋市・愛知県の教育実習時期はこれ

まで秋学期に限定してきたが、2015 年度以降の教育実習時期については、学生の希望を反

映するか否かの検討を中長期的に行っていく。 
 
Ⅱ-B-4 ベタニアの活動 
（A） 現状の説明 

2014 年度は１年次生が 34 人、２年次生が 27 人の計 61 人が「SA（Student Assistant）」
として登録し、活動を行っている。ランチタイムの学習イベントは１年間で 37 回実施して

おり、毎回趣向を凝らし、企画した側も参加した側もお互いが学びあえる充実した内容が

多かった。また、2014 年度は親睦会を目的とした遠足や南山祭でのフェアトレード商品の

販売など、例年にない取り組みも実施しており、フェアトレード商品の販売においてフェ

アトレードの仕組みを広く周知したことが認められ、学生部長表彰を受賞している。また、

11 月に開催された「英語オーラルインタープリテーションコンテスト」では、主催者とし

て運営に関わっている。 
これまでベタニアの活動はベタニア内や短大部内だけでの活動であったが、2014 年度は

学部や大学の外ともつながりを持つことができ、責任感や社会性を育むといった面におい

て、学生の成長にもつながったという感触を得ている。 
 
（B） 課題 

2014 年度は、年間のべ 876 人がベタニアのイベントに参加した。ベタニアのイベントの

周知は学内掲示やポルタ等でしているが、SA がクラスメイトに口コミで宣伝し、SA と仲

のいい学生が参加しているという印象がある。授業についていけないなど、特にサポート
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を必要とする学生をいかに把握し、ベタニアに参加してもらうかが課題である。また、以

前は英語で司会進行するイベントが多かったが2014年度はほとんどなくなってしまってい

る。もう少し高度な学習イベントも実施するなど、参加者のレベルにあったイベントを考

えていく必要もある。 
 
（C） 将来の改善計画 
短大部英語科の取り組みであるため、教員を巻き込んだ学習イベントを増やし、教員も

ベタニアの利用を学生に促す。特に、授業の中でサポートが必要だと感じる学生がいる場

合には強く勧める。イベント内容については、担当教員や合同研究室の特別嘱託職員が SA
をサポートし、タイムリーで学生が魅力を感じる企画や参加する学生の学習レベルを考慮

した企画を考えていく。一方、今年度実施したフェアトレードの普及に対する取り組みは

地域貢献にもつながることから、今後も学生がさらに社会的な問題に目を向け活動できる

ような方策を検討する。 
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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

内および英語科内の業務を分担し、効果的な学部運営、学生支援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 のとおりであり、有任期の A.I.
講師を含めて、全教員で役割を分担している。教員の配置および役割の点検・改善は学部

運営員会が行っており、自己点検・評価の結果を踏まえ、必要に応じて配置の調整を行っ

ている。 
 短大部では、2013 年度に引き続き独自の FD 活動を行っており、南山大学の FD 委員に

短大部内 FD 担当２名を加えた３名が中心となり、2014 年度は、学部所属教職員全員が参

加する FD 会を３回（うち１回は非常勤講師も参加）、学生と教員による特別 FD 会を１回、

外部講師を招聘しての FD 講演会を１回開催し、併せて FD news を発行している。 
 授業運営に関する教員間での意見交換の場も設けられており、コアトレーニング科目担

当教員については、Web を通じて情報交換を行っている（コアリンクリポート）。また、授

業改善のため、各ワーキンググループ担当者が FD 会で１年間の自己点検・評価を報告し、

全員で共有するとともに、その内容を短大部が独自に作成・出版している『短大部自己点

検・評価報告書』に記載している。 
 2014 年度における専任教員（有期任用教員 A.I.を含む 18 名）の研究活動は、資料Ⅲ-A-2
のとおりである。2014 年度と比べると、学会誌・国際会議議事録等に掲載された学術論文

件数がほぼ半減しているが、国際学会での研究発表件数は倍増しており、研究活動が引き

続き活発に行われており、今後の研究論文の公刊が期待できる。なお、学会賞受賞が１件

（川上綾講師、授与団体：JALT）あった。 
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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

国際協力フィールド
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extension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

2014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

クォー
タ制検
討WG
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資料Ⅲ-A-2：専任教員の研究活動情報（2014 年度（2014.4.1～2015.3.31）） 
 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 5 

3 学内的な紀要等に掲載された学術論文の件数 13 

4 学会受賞等の受賞件数 1 

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 13 

7 国内学会でのゲストスピーカーの件数 3 

8 国内学会での研究発表の件数 25 

 
2014 年度科学研究費助成事業（科研費）に向けて 2013 年度中に２件の申請があり、新

規の採択はなかったものの、2014 年度は継続の３名が交付を受けている。2014 年度の専任

教員におけ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（2014 年度を含み本短大部教員が研究代表となっているも

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～

2014/03 

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～

2015/03 

 
科研費以外の外部資金については、２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から、１名が外部団体から、それぞれ助成を受けている。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 

北村 雅則 個人 知識の体系化に結びつく議論の過程の可

視化と記録方法の確立に向けた萌芽的研

究 

南山大学パッヘ奨

励金（区分Ⅰ-A-2） 

2014 
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五島 敦子 個人 大学と地域の連携に関する国際比較研究 南山大学パッヘ奨

励金（区分Ⅰ-A-2） 

2014 

森泉 哲 

 

個人 嗜好品摂取の心理的・対人関係的機能に

関する社会生態学的モデルからの検討 

公益財団法人たば

こ総合研究センタ

ー 

2014 

 
 その他、「平成 27 年度海外留学支援制度（協定派遣）」（独立法人日本学生支援機構）に

短大部として申請し、2014（平成 26）年度に引き続き採択を受けている（採択プログラム：

持続可能な社会づくりのためのサービス・ラーニング）。 
 2014 年度の南山大学エクステンション・カレッジ公開講座には、春学期には「「学びなお

しの英語―外国語学習のヒント」という題目で、秋学期には「学び直しシリーズ③知的で

豊かな生活のために」という題目で、それぞれ専任教員５名がオムニバス形式で開催する

など、短大部としての社会的活動にも積極的に取り組んでいる。 
 専任教員の 2014 年度における社会的活動は、資料Ⅲ-A-5 のとおりである。 
 
資料Ⅲ-A-5：2014 年度短大部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 

中田晶子、石崎保明、 

Kluge, David、 

北村雅則、森泉哲 

南山大学エクステンション・カレッジ公開講座「学びな

おしの英語―外国語学習のヒント」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 

2014/05/10, 5/17, 5/24, 

6/7, 6/14 

ラージ・スサイ、 

関口知子、五島敦子、 

伊東留美、市瀬英昭 

南山大学エクステンション・カレッジ講座「学び直しシ

リーズ③知的で豊かな生活のために」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 

2014/09/27,10/04,10/11,

10/18,11/8 

浅野 享三 教員免許状更新講習講師 2014/09/13 

浅野 享三 名古屋市教育委員会学校評議員 2014/04/01～2015/03/31 

浅野 享三 日本リメディアル教育学会理事 2013/09/01～2015/08/31 

浅野 享三 愛知県立瀬戸西高等学校出張授業 2014/08/27 

浅野 享三 名古屋市立名東高等学校出張授業 2014/10/24 

市瀬 英昭 日本カトリック司教協議会典礼委員会委員 2013 /04/01～ 

市瀬 英昭 「ローマ・ミサ典礼書」改定委員会副委員長 2007/04/01～ 

市瀬 英昭 典礼憲章発布 50 周年記念講演会講師（演題：宣教活動

における典礼祭儀の意義）於長崎市カトリックセンター 

2014/09/23 

市瀬 英昭 ベタニア修道女会夏季黙想会講話（テーマ：ミサ式次第

による黙想）於栃木県那須市ベタニア修道院 

2014/08/22～08/30 

市瀬 英昭 聖霊修道院典礼講座担当（テーマ：典礼的霊性を学ぶ、

計 11 回）於名古屋市聖霊修道院本部 

2014/04/24, 05/23, 

06/12, 07/24, 09/11, 
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10/30, 11/13, 12/11, 

2015/01/08, 02/12, 

03/12 

市瀬 英昭 典礼に関する連続講座担当（テーマ：典礼祭儀の諸問題） 

於岐阜県多治見カトリック教会 

2014/06/08, 09/28, 

2015/02/22 

市瀬 英昭 黙想会講師（テーマ：四旬節の典礼について） 

於名古屋市五反城カトリック教会 

2015/03/22 

市瀬 英昭 名古屋教区典礼委員会ＨＰへの連載（テーマ：ミサ式次

第に見る霊性、計 9 回） 

2014/10/23, 11/21, 

12/20, 2015/01/20, 

02/21, 03/17 

石崎 保明 日本英文学会中部支部誌『中部英文学』編集委員 2013/04/01～2017/03/31 

石崎 保明 日本英文学会中部支部事務局書記 2014/04/01～2015/03/31 

石崎 保明 近代英語協会 30 周年記念論文集編集委員 2014/05 

石崎 保明 南山学会幹事（文学・語学系列） 2014/04/01～2016/03/31 

伊東 留美 南山大学人間関係研究センター「第 95 回人間関係講座

（コミュニケーション）」担当 

2014/11/08～11/09 

伊東 留美 日本人間性心理学会第 33 回大会準備委員 2014/10/11～10/13 

Kawakami, Aya  JALT PAN-SIG 2014. Poster Session: Incorporating 

Process Drama to promote discussion  

2014/05/10 

Kluge, David 第 13 回岐阜県高校生英語ディベート大会 於岐阜県総

合教育センター 

2014/11/02 

Kumai, William 第 28 回愛知県中学生英語弁論大会審査委員長 於光が

丘女子高等学校 

2014/10/25 

五島 敦子 名古屋市立大学法人評価委員会委員  2014/04/01～2016/03/31 

五島 敦子 

 

全日本大学開放推進機構理事 2014/04/01 

～2016/03/31 

中田 晶子 International Vladimir Nabokov Society Nabokov 

Online Journal 編集委員 

2006/12/01～ 

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

丹羽 牧代 日本人間性心理学会第 33 回大会準備委員 2013/10/22～2014/10/13 

森泉 哲 日本コミュニケーション学会誌『日本コミュニケーショ

ン研究』査読委員  

2012/12/01～ 

森泉 哲 日本コミュニケーション学会副学術局長 2014/06/21～ 

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

森泉 哲 短期大学基準協会評価員 2014/04/01～2015/03/31 
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山田 泰広 日本ホプキンズ協会関西部会代表 2006/12/24～ 

 
 「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」にしたがい、３年間研究

論文の公刊がなかった教員３名については、学部長が面談を行い、研究活動の実情を聴取

している。該当する教員には、研究計画書の提出を求め、その内容を、学部長、学科長、

学部評議員からなる学部運営委員が検討し、具体性を持った研究計画が示されていること、

および、計画どおりに研究が進めば質量ともに十分な研究業績が蓄積されることを確認し

た。上記の取り組みもあってか、当該教員全員が 2014 年度内に研究論文の公刊を行ってい

る。 
上記内規における研究業績基準の妥当性について学部運営委員会で検討し、教員評価の

基準となっている研究業績基準はあくまでも最低限必要とされる業績基準であり、目標と

しては平均して１年に１編以上の研究論文の公刊であることを教授会で確認している。 
 
（B） 課題 
 外部資金の申請をしている教員に偏りがある。 
 教員の新任用・再任用の条件・手続きに関する知識が不十分であったり、部分的に誤解

している教員がみられる。 
 
（C） 将来の改善計画 
 外部資金申請の奨励のため、申請を行った教員への学部共通研究費への傾斜配分につい

て検討する。 
 短大部・南山大学の新任用・再任用の条件・手続きについて、専任教員全員への周知を

徹底する。   
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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 年度に実施した認証評価において学長の教授会参加の示唆を受けたため、学長の協

力を仰ぎ、2013 年度末より教授会開始時に学長の講話と懇談の機会を持っているが、2014
年度ではこれを春学期と秋学期に１度を定例としている。また、短大部生に対しても、「キ

リスト教学」の授業として、学長が「カトリック大学の精神」という演題で講義を行って

おり、学長は教職員および学生に対してリーダーシップを発揮している。 
 
（B） 課題 
これまでに指摘を受けた点は改善されており、課題は見当たらない。 
 
（C） 将来の改善計画 
なし。 
 
Ⅳ-2 教授会の活動  
（A） 現状の説明 

2014 年度の教授会は、議長である学部長を含む教授 10 名、准教授２名、講師３名の計

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。2014 年度は 21 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、短大部事務

室で管理している。 
2014 年度は懇談会を教授会に次ぐ公的な意見聴取・意見交換の場として位置づけ、2014

年度中に４回開催している。 
留学・研究休暇の取得に関して大学の規則と学部内の運用ルールを確認し、授業や委員

会などの業務代行への協力について短大部全体で同意を得た結果、短大部から初めて研究

休暇の取得を申請し、承認されている。 
 １月に開催された「教育職員向けハラスメント防止に関する講習会」不参加の教員に対

して、当日配布された資料のコピーを教授会で配布し、重要ポイントを学部長が行い、情

報共有に努めている。 
 
（B） 課題 
 留学・研究休暇に関しては希望調査を実施し、勤務年数に基づいた優先順位を決めてい

たが、さらに具体的な長期計画の策定が望まれる。 
 
（C） 将来の改善計画 
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 大学の将来構想も視野に入れつつ、留学・研究休暇に関する教員の希望を調査し、５,６
年先までの計画を立て、短大部で共有する。 
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【選択的評価基準 地域貢献の取り組みについて】  

1. 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 

2013 年度までの「高校生オーラル・インタープリテーションコンテスト」は、2014 年度

開催の 20 回大会より名称を「英語オーラル・インタープリテーションコンテスト」と変更

し、高校生、中学生に加えて、大学生も参加が可能な大会とした。高校と中学はこれまで

のようにコンテスト形式とエキシビション形式の両方を実施し、大学生はエキシビション

のみの大会とした。実施日は、従前どおりの 11 月中旬である 11 月 15 日（土）、会場は本

学フラッテンホールを利用した。参加者は、愛知や三重の中学校、高校、大学から出場し

た 109 人を含む約 260 人だった。 
 
（B） 課題 
第 20 回という節目の大会にふさわしく予算を増額して新聞広告を掲載したものの、その

効果が著しく出たとは言いがたい参加者数だった。特に中学部門と大学部門をより広く認

知させて、参加者を増やす必要がある。合わせて大会実施のための予算獲得に向けて、協

賛企業団体を増やす方策が必要である。 
 
（C） 将来の改善計画 
 2014 年度内に本オーラル・インタープリテーション・コンテスト専用の Web サイトを増

設し、従前からの改善を図ったが、これをさらに双方向的に活用する方策が必要である。

短期的には、大学広報などで短大部に興味を示した高校はピンポイントで PR を進め、中

学・大学の参加者増は学会活動の中で図る。 
 
2. ボランティア活動 
（A） 現状の説明 
地域の NGO・NPO との連携で、身近な社会課題の解決に取り組むサービス・ラーニン

グを通して、学生の地域貢献活動を積極的に奨励している。具体的には、サービス・ラー

ニング科目「ボランティア・プロジェクト」・「国際交流プロジェクト」において、①国

際協力・国際交流団体でのインターン・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 ESD（Education for Sustainable Development）ボランティアなどに参

加する機会を提供している。 
 2013 年度の改善計画に基づき、「ボランティア・プロジェクト」担当教職員間でメイリ

ングリストを設定し活動支援体制を強化しているが、本年度は正課外のボランティアに取

り組む学生が急増した一方で、正課科目「ボランティア･プロジェクト」履修者は３名に激
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減している。「ボランティア･プロジェクト」履修生によ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参加人数（2012～2014 年度） 

資料選択的評価基準 2-1：ボランティア活動先別参加人数（2012 年～2014 年） 

ボランティア活動先 2012 2013 2014 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 1 0 3 

公益財団法人 PHD 協会 2 0 0 2 

財団法人アジア保健研修所（AHI） 5 1 0 6 

公益財団法人 名古屋国際センター（NIC） 1 0 0 1 

公益財団法人豊田市国際交流協会（TIA） 0 1 0 1 

西尾市国際交流協会 1 0 0 1 

一宮市国際交流協会 2 0 0 2 

豊橋市国際交流協会 1 0 0 1 

フェアトレードショップ 風"s 0 1 0 1 

NPO 法人アジア日本相互交流センター（ICAN） 2 0 1 3 

国際フォトジャーナリズム DAYS JAPAN 名古屋 0 0 0 0 

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 2 0 2 

特定非営利活動法人トルシーダ （日本語／学習支援） 0 1 0 1 

株式会社インタラック名古屋支店 （英語教育支援） 0 2 0 2 

NPO 法人フロンティア豊橋 （日本語／学習支援） 1 0 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 3 0 0 3 

特定非営利活動法人ボラみみより情報局  1 0 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 1 0 1 

ELCC 国際子ども学校（名古屋学生青年センター） 0 0 0 0 

東別院日本語教室 （日本語教育支援） 1 0 0 1 

NPO 法人ナップの森 （知的障がい者支援） 0 0 0 0 

ヨナワールド（知的障がい者支援） 0 0 0 0 

 財団法人中部盲導犬協会 （視覚障がい者支援）  0  0 0 0 

ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ「漂流教室」（子どもメンタル／学習支援） 0 1 0 1 

ビッグイシュー 名古屋ネット（ホームレス自立支援） 1 0 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 0 0 0 0 
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野外教育研究財団伊奈谷こども村 （自然学習支援） 0 0 0 0 

こども NPO ピンポンハウス（ESD 活動支援） 1 0 0 1 

社会福祉法人やまさと保育園（保育支援） 1 0 0 1 

阿久比町役場教育委員会 （学校補助） 1 0 0 1 

千年持続学校 （地域自立循環型社会づくり） 5 0 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 2 2 4 

ふくいエコ・グリーンツーリズム（限界集落環境保全） 1 0 0 1 

守山リス研究会（環境保全） 1 0 0 1 

NPO 法人大ナゴヤ大学（まちづくり） 2 0 0 2 

愛フェス開催委員会 2012（まちづくり） 1 0 0 1 

手作りマフラーを、東北に。（被災地支援） 0 0 0 0 

キャンドルナイトニッポン（被災地支援） 0 0 0 0 

延べ参加人数 （1 人で複数の活動に参加した数も含む） 36 13 3 52 

 
授業での学びを活かしたキャンパス内外での有志ボランティア活動は活発化しており、

2014年度「学生部長表彰」を2013年度に引き続き受賞している。①「国際NGOプラン・ジ

ャパンとの協働プロジェクト」（書き損じハガキ・キャンペーンと国際ガールズデー啓発映

画上映会【Girl Rising：私が決める、私の未来】の実施）および②「地域NGOとの連携

プロジェクト」（大学祭でのフェアトレード商品委託販売、学内でのフェアトレード･ワー

クショップ複数実施）をはじめとして、東北支援ボランティア、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、全国の大学生協働プロジェクト「オル

タナSキャンパス支局」（環境・社会・人権活動に関する良い実践事例や地域情報を取材発

信）など、様々な活動に積極的に取り組んでいる。 
 

（B） 課題 
正課科目「ボランティア･プロジェクト」の春学期予備登録者が、夏休み中に活動先を決

めることができず、秋学期開講時に履修取り消しが続出した。 
 
（C） 将来の改善計画 
履修登録までの過程を見直し、夏休み前の「ラーニング・コミュニティⅠ・Ⅱ」での告

知を強化するなどして、履修取り消しの事態を未然に防ぐ体制を整えていく。 
 


