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2013 年度に一般財団法人短期大学基準協会による第三者評価受審時に示された「向上・

充実のための課題」に対しては、同年度内より取り組みを始め、改善に努めてきた。 
学長の協力のおかげにより、「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」は短期大学部の学生、教職員のそれぞれに対して続けられている。 
「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は、2014 年度より「短期大

学部学生アンケート」として両学年の学生全員を対象に実施された。2015 年度には、質問

項目の検討がなされた上で同一内容で同様に実施されたことにより、経年調査も可能とな

った。アンケートへの回答結果は学部の自己点検・評価のためのデータとして活用され、

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。結果の分析については不十

分な点もあるが、自己点検・評価活動の PDCA サイクルの活性化を進める上でこのアンケ

ートの果たす役割は大きい。 
短期大学部の FD 会と FD 講演会への教員参加率は例年同様 2015 年度も 100％であっ

た。2014 年度に始まった学生と教員による FD 会は、昨年度のアンケート調査に基づいて

実施方法を改善し、2015 年度も継続した。学部独自の教員評価のための調査項目による教

員評価も二度目となった。 
認証評価以来の取り組むべき課題は完全に果たされてはいないが、自己点検・評価活動

の枠組みが出来上がり、PDCA サイクルもようやく順調に回りつつあるといえるだろう。 
2015 年度には短期大学部の 2017 年度学生募集停止が決定され、2016 年 2 月に公表さ

れた。大学執行部の理解を得て、在学生や受験生にとっての不利益を最小限にするよう事

前周知に努めた。短期大学部最後となる 2016 年度入試では受験生は減少したが、歩留ま

り率は高く、定員を確保することができた。 
2017 年度は南山大学にとって大きな変革の年であり、クオーター制の導入や学部新設、

組織改編が予定されている。短期大学部にとっては、最後の学年が卒業する年度となる。

2016 年度からの 2 年間は、残された課題に加えて、閉学部に伴う新たな課題に取り組

み、自己点検も怠ることなく、学部としての「仕事納め」を無事果たすことを目指した

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 
2015 年 ３月に南山短期大学の最後の学生が卒業 
2016 年 ２月に南山大学短期大学部募集停止を発表 
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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、FD 会および

教授会において確認するとともに、それらに従った教育を実施している。３つのポリシーに

ついては、2014 年度に作成した外国人教員のための英語版を点検し、日英のバイリンガル

版を４月の学部教授会で確認するとともに、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。非常勤講師を招いて開催する FD 会では、また、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・目標を記した資

料を配布し、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。2015 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回目の授業でこれらの周知を図

るとともに、６月に「キリスト教学Ⅰ」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いる。２年次生に対しては、新たな試みとして、「復活祭聖式」を実施

し、司祭がキリスト教におけるキリストの死と復活の意義を語っている。  
2015 年度は、さらに、2014 年度から始めている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「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、その結果を FD 会の場で共有している。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 43.8%（2014 年度は 53.9%）、２年生の 47.8%（2014
年度は 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

おり、ともに 2014 年度と比べて減少している。 
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のとおり定めている。

教員は、この学習成果に基づく成績評価を行うとともに、学習成果に基づく教育の充実・向

上を目指して、学科内にそれぞれの学習成果に対応する担当グループやワーキンググルー

プを配置し、データの分析・検討・共有を重ねることにより、PDCAサイクルの実現を図っ

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 
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３. 英語の 4 技能（読む力、聴く力、書く力、話す力）をバランスよく身

につけ、他者の言うことを理解でき、自分の言いたいことを言えること。 

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。 「日本語表現」・「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 
教育モットーの浸透度については、１年生、２年生ともに 2014 年度と比べて浸透度が低

くなっている。特に１年生が前年度比で 10 ポイント下がっており、教育モットーの学生へ

の浸透度が十分とは言えない。さらに、経年的に見ると、現在の２年生が１年次に回答した

結果と比べると、教育モットーが伝わってきたと回答した割合が 6.1%減となっている。こ

れは、１年生に対しては対面式や「ラーニング・コミュニティⅠ」等で教育モットーを語り

かける機会が多いものの、２年生にはそのような機会が少ないことに起因すると考えられ

る。 
2015 年度に短大部学生アンケートの内容を分析し活用する体制が、短大部全体として十

分に整っているとは言えない。 
 
（C） 将来の改善計画 
教育モットーについて、新入生オリエンテーションと「ラーニング・コミュニティ」の場

で考える機会を設け、学生への理解を促す。特に２年生に対しては、「ラーニング・コミュ

ニティⅢ」内の Pecha Kucha（スライド枚数と切り替え時間を統一したプレゼンテーショ

ンの１手法）プロジェクトにおいて、短大部の教育理念と関連する分野で、「わたし（たち）

にできること」を学生各自が提言するという内容に変更することにより、教育目標および教

育モットーの浸透を図る。 
教育モットーを含めた短大部への教育の状況について、2014 年度、2015 年度と経年的な

変化を示すデータを入手したことから、これらの資料を FD 会で検討する。 
 
Ⅰ-B 自己点検・評価活動 
（A） 現状の説明 

2015 年度の自己点検・評価委員会は、『2014 年度自己点検・評価報告書』の作成を主な

議題として、メイルによる審議２回を含む計３回開催されている。 
「短大部学生アンケート」を、2014 年度に引き続き実施している。このアンケートは、

短大部が実施主体となり、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
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に対する満足度を聴取することを目的としたもので、その質問項目の中には教育目標・学位

授与方針、および教育課程の編成・実施方法の適切性も含まれている。2015 年度の同アン

ケートの実施により、学生の意識の年度ごとの相違や経年的な変化を知るデータを得た。 
短大部では、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。短大部の FD 活動は全教職員の参加を原則としており、2015 年度の FD 活動

への専任教員の参加率は、有任期 A.I 教員を含め、2014 年度に引き続き、100%となってい

る。 
2015 年度 FD 活動は、年間テーマを「21 世紀の教育に求められるもの―学生の主体性

を育てる―」とし、資料Ⅰ-B-1 にあるように、３回の FD 会と、特別 FD 会と FD 講演会

をそれぞれ１回行っている。 
 

資料Ⅰ-B-1： 2015 年度に短期大学部が主体となって行った FD 活動 
実施日 活動種別 概要 

2015 年 

5 月 8 日 

FD 会 

（第 1 回） 

参加人数 16 名 

(89％) 

「非常勤講師を招いて：短大部生のポリシーと 2015 年度 FD 活動につ

いて」 

非常勤講師も招き、短大部のポリシー、2015 年度 FD テーマ・活動

計画、および 2015 年度短大部生状況について報告があった。引き続き

行われた学部懇親会では、参加教員間で意見交換を行った。 

7 月 1 日 特別 FD 会 

参加人数 12 名 

(67％) 

「学生と教員とで語ろう： 学生のやる気を高める授業とは」 

学生と教員で小グループを構成し、学生がやる気になる、やる気が高

まる授業とはどのような授業かを共に考え、引き続き行われた全体会

で情報共有と意見交換を行った。 

7 月 FD News 2015 年度第 1 号を発行した。 

9 月 10 日 FD 講演会 

参加人数 12 名 

(67％) 

「学生の主体性を育てる環境とは～AI アプローチを用いた教員チーム

づくり～」 

津村俊充氏（南山大学名誉教授・(社)日本体験学習研究所代表）より、

実習を交えた講演が行われた。 

9 月 10 日 FD 会 

（第 2 回） 

参加人数 12 名 

(67％) 

「カリキュラム検討： 学生の主体的な学びが展開される授業のため

に」 

FD 講演会後に引き続き FD 会として、AI アプローチ、OST（Open 

Space Technology）を用いて、教員間で主体的な学びについての個々

の意見や価値観、体験等を共有した。 

2016 年 

1 月 13 日 

FD 会 

（第 3 回） 

「ワーキンググループの自己点検・評価報告」 
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参加人数 17 名 

(94％) 

2015 年度の学習成果について、各担当者から活動報告がなされた。ま

た、進路担当者より、2015 年度の進路傾向が報告された。 

2 月 FD News 2015 年度第 2 号を発行した。 

 
第１回 FD 会には、専任教員に加えて、2014 年度より１名少ない７名の非常勤講師が参

加している。非常勤講師に対しては、参加の可否にかかわらず、短大部の教育に対する質問

やコメントを書く用紙を配布・回収しフィードバックを求めている。欠席者には、当日の資

料を配布し、全体への周知を図っている。 
2015 年度は、2014 年度に引き続き、学生と教員との特別 FD 会を年間計画に組み込む形

で実施し、学生９名、教員 12 名が参加している。実施後後にアンケートを行い、学生と教

員の双方からおおむね高い評価を得ている。 
限られた時間での FD 会では十分な話し合いができなかったという反省を受けて、2015

年度の新たな試みとして、FD 講演会終了後に約４時間の FD 会を行っている。開催後に実

施したアンケートによれば、他者をよりよく理解する契機となったなどの肯定的意見が多

く寄せられた。  
 
（B） 課題 
 教育目標に沿った成果を客観的に測る仕組みはあるものの、それを活用する体制が十分

に整っていない。 
教育（学習）成果については、依然としてワーキンググループ内での検討に留まっており、

その検証についてもワーキンググループ内で精粗がみられ、精緻化には至っていない。 
「短大部学生アンケート」の結果については、２年間実施しており、学部の改善や学生支

援に活用されているが、組織的な活用については十分な検討がなされているとは言えない。 
第１回 FD 会における非常勤講師の参加人数の改善について、2015 年度も昨年度同様に

参加者は少ない。また、事前に非常勤講師に対して行った FD に関するアンケートでは、挨

拶に近い回答が多く寄せられ、FD 会の目的に即した具体的な意見を得るには至っていない。 
FD 会開催日について、他の行事等との重なりがあり、日程の再考を促す意見が学生・教

員の双方からあった。 
 カリキュラム検討について、将来構想との関係で、十分な活動ができなかった。 
 
（C） 将来の改善計画 
短大部が独自に作成している『自己点検・評価報告書』2015 年度発行の際に教員に該当

個所を確認し、2016 年度の自己点検・活動に積極的に活用するよう、依頼する。 
「短大部学生アンケート」の結果については、FD 会の中で結果分析を含む有効な活用方

法を検討する。 
非常勤講師の FD 会への参加を今後も積極的に呼びかけるとともに、フィードバックに
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ついてより具体的な質問事項を策定し、得られた意見を FD 会開催時に参加者に周知する。 
FD 会の日程については、全体のスケジュールを考慮し調整を図るとともに、周知の時期

を早める。 
2017 年度以降の短大部の募集停止が決定されたことを受け、残された年度である 2016

および 2017 年度の在学生が不利益を被らないよう、現行カリキュラム内での改善点を検討

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 
入学当初の学生が聖書やキリスト教について積極的な関心を抱いているとは言えないが、

授業を重ねる度に、学生の中に興味が芽生えてくる様子が毎回提出される「ふりかえり」か

ら見えてくる。聖書が人類の遺産、「古典」として位置づけられ、キリスト教が世界に数あ

る窓の中の「ひとつの窓」として紹介され提示されることによって、受講生が先入観を捨て

学び始める場合が少なくない。 
「短大部学生アンケート」の中で「キリスト教学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」の授業を通して聖書やキリ

スト教が身近に感じられたどうかを尋ねたところ、１年生の 72.1％（2014 年度は 66.0％）、

２年生の 75.2％（2014 年度は 69.4％）が「（少しは）そう思う」と回答しており、各学年

で 2014 年度よりも５%以上高い結果となっている。他方、学びの効果は数値によって把握

しにくい面もあることから、授業時に実施する具体的な「ふりかえり」や「レポート」によ

っても、実質的な学びの様子を把握している。 
キリスト教精神を理解するため、「ラーニング・コミュニティⅡ・Ⅳ」の中で「クリスマ

ス聖式」を毎年開催している。さらに、イースターを学ぶ機会が乏しいというこれまでの反

省から、「ラーニング・コミュニティⅢ」の授業の中で「復活祭聖式」を開催し、司祭が「キ

リストの死と復活」の世界に対する意義について学生に語りかけている。 
「キリスト教学Ⅰ」では、日常的な講義に加えて、学長が特別講師となり、全１年生を前

に「カトリック大学の精神」をテーマとした講義を行い、学生の理解を深めている。 
 

（B） 課題 
「短大部学生アンケート」によれば、2014 年度と同様、「キリスト教学」によって身近に

感じられるようになった聖書やキリスト教が、教育モットー（「人間の尊厳のために」）への

理解にまで波及しているとはいえず、またその浸透度を高めるための方策も十分にとられ

ていない。 
「ラーニング・コミュニティⅡ」の最終日に行った「自己評価と授業コメント」の自由記

述欄（任意）の中に、49 名が「クリスマス聖式」の参加や、聖式の参加によってキリスト

教を体験できた点を挙げていた一方で、その「クリスマス聖式」への理解が十分ではなかっ

たというコメントも７件あり、その体験を通して理解を深めるまでには至っていない１年

生がいることが分かる。 
 
（C） 将来の改善計画 
学生が「教育モットー」や教育目標を考える機会を「キリスト教学」と「ラーニング・コ
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ミュニティ」の各授業の中で増やすとともに、その状況を FD 会で共有し、検討を行う。特

に「キリスト教学」においては、国際色豊かな４名の担当者（インドネシア、インド、フィ

リピン、日本国籍）がこれまでの経験を話し合い、問題点を整理する機会を設けた上で、今

後の授業展開の方向づけを行う。 
「ラーニング・コミュニティ」においては、「ラーニング・コミュニティⅠ」の中でも「復

活祭聖式」を行う。その際、体験の質を高めるため、「キリスト教学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」と「ラー

ニング・コミュニティ」の中で、「復活祭聖式」・「クリスマス聖式」の前にこれらの聖式の

意味や意義を周知する。 
2016 年度は短大部として最後の入学生を迎えることになるが、南山短期大学時代から培

われてきたミッション・スピリッツを今後につなげる形で締め括ることとする。  
 
Ⅱ-A-2 女子教育 
（A） 現状の説明 
 女子教育の具体的な実践はおもに「ラーニング・コミュニティ」の中で行われており、

2015 年度は、これまでと同様、南山大学の女性教職員や OG を講師に招き、社会に出た後

に本学での学びがどのようにつながっていくのかをテーマとした講演会を開催している。

具体的な内容は、資料Ⅱ-A-1 のとおりである。  
 
資料Ⅱ-A-1：2015 年度「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） 
LCⅢ 

（第４回） 

「Career Planning：目標設定と年間計画」 

 ２年生対象。学生が卒業後５年度 10 年後の自身の姿をイメージすることを

目的として、キャリア支援室の女性職員１名を招き、職員自身のこれまでの経

歴や体験、および学生へのメッセージを伺った。 

LCⅠ・Ⅲ 

（第９回） 

「Career Planning：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。南山大学の教員２名（うち女性は１名）を講師として招き

講演会を開催した。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

程を紹介し、聴衆である学生に向けて、今をどう生きるべきかを問う内容であ

った。 

LCⅠ 

（第 12 回） 

「Career Planning：キャリアプランを練り上げる」 

 １年生対象。南山短期大学出身で、ハローワークや大学の就職支援室に勤務

経験のある OG を招き、自身の今に至る進路選択や就職支援の経験から得られ

た将来に向けて必要な視点を講演してもらった。 

LCⅡ 

（第２回） 

「Academic Life：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」履修者が本年度アメリカの Seton 

Hill University にて実施された、主に現役を引退されたシスターに対して行っ
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たボランティアプログラム体験の報告会を行った。 

LCⅡ 

（第８回） 

「Career Planning：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を講師に招き講演会を実施した。講師は 20

代であり、学生にとって、今後約 10 年間をどのように生きていけばよいのか

を実感できる内容であった。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」 

２年生対象。南山短期大学や短大部を卒業して比較的日の浅い OG を複数招

き、それぞれの特に卒業後の経歴や体験をインタビューする形で伺った。 

 
2014 年度と 2015 年度の１年生、２年生全員を対象とした「短大部学生アンケート」（回

答数：2014 年度１年生 141 名、２年生 121 名、2015 年度１年生 128 名、２年生 113 名）

では、「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」を尋ねて

いる。その回答結果は、資料Ⅱ-A-2 のとおりである。 
 
資料Ⅱ-A-2：学習成果（女子教育）の達成状況 

 
 
2014 年度と 2015 年度を比較すると、１年生・２年生それぞれにおいて、「充分に身につ

いた」「いくらかは身についた」という肯定的な評価の割合は大きく変化してはいない。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８割以上と高く、総合的に見て２

年間の学習の成果が出ていると考えられる点も 2014 年度の場合と同様である。 
１年生同士の比較からは、2015 年度の「充分に身についた」と回答した割合の減少が課

題となるものの、「いくらかは身についた」と回答した割合が増加していることから、この

質問項目に対する肯定的な評価は維持されている。 
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短大部学生有志による取り組みとして Nantan Girls’ Project が組織され、女性としての

広い社会的視野・異文化理解に寄与している。2015 年度は、「【ジンバブエ】女の子の寄宿

舎建設プロジェクト」（主催：（公財）プラン・ジャパン）への協力として、書き損じはが

きの回収や募金を中心としたボランティア活動を行っている。この活動により、2014 年度

に引き続き、2015 年度も南山大学学生部長表彰を受けている。 
 
（B） 課題 
「短大部学生アンケート」を見るかぎり、１年生に関しては、意識を喚起したかった今後

10 年間の女性としてのキャリア形成に関して、どれくらい意識的になったのかが不明であ

り、2014 年度に続く課題として残っている。 
 
（C） 将来の改善計画 
１年生・２年生ともに「ラーニング・コミュニティ」において、2015 年度と同様、学生

と目線の近い OG を講演者として選定する。具体的には、卒業生であり、現在、学生として

学びなおしている人を講演者とし、学生自身がキャリア形成に関する意識を自律的に高め

られるようにする。 
 
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、カリキュラム内の各科目の位置づけを明確にす

るためのガイドライン（Suggested Course Description）と、それに基づき各科目の受講後

に学生が獲得する能力を定めた Can Do List、および、各学年・習熟度に対応した推薦テキ
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スト一覧の作成し、シラバス作成時に間に合うよう、担当教員に周知している。推奨テキス

トについては、これまで、習熟度別クラス編成にとって適切ではないレベルのテキストが選

ばれることがあったが、リストの見直しや周知を徹底したことにより、その問題は解消され

ている。  
コアトレーニング科目群を担当する教員は、習熟度別に編成されたクラスごとにチーム

（Core Team）を構成し、各教員が Web 上に開設されたブログ（コアリンク・リポート）

に投稿することにより、担当クラスの学生が受講している授業の情報を共有している。  
「コアトレーニング科目群」の中で学んだ成果を発表する機会として、春学期と秋学期の

年２回、English Performance Festival を開催している。2015 年度は、新たな試みとして、

English Speech Contest を開催し、短大部生 15 名が参加している。 
学科内に「コアトレーニング科目ワーキンググループ」を設置し、2015 年度は計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。2015 年度は臨時２回を含む計

11 回のミーティングを行い、実際に使用されるテキストの把握やコアリンク・リポートの

管理・運営、English Performance Festival や Speech Contest の企画・運営、さらには、

授業時間以外の英語学習を推奨するための多読用テキストや e ラーニング等授業運営上有

益となる情報を担当教員および学生に提供している。 
「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 59.4％（2014 年度は 56.1％）、２年生の 77.9％（2014 年度

は 77.4％）の学生が、「（充分に、いくらかは）身についた」と回答しており、2014 年度と

同様に１年生よりも２年生が、経年的に見ると 2014 年度生よりも 2015 年度生が、それぞ

れ、わずかではあるが英語運用能力の向上を強く実感している結果となっている。 
 
（B） 課題 
リンク・リポートへの投稿については、その意義とともに周知を図っているものの、従来

から懸案となっている投稿する教員や投稿回数に多寡がみられる状況については、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。  
 
（C） 将来の改善計画 
 リンク・リポートへの投稿について、授業中に課した課題内容や分量を掲載することとし、

各クラスで行われているより具体的な情報を共有することにより、投稿数を高める。 
 
Ⅱ-A-4 日本文化についての理解 
（A） 現状の説明 
資料Ⅰ-A-1 に示される学習成果の「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、「日本文化についての知識」の部分については、いわゆる教科書的な

知識の教授ではなく、日本文化をどのように捉えるかについてグループで話し合うことに
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より学びを深め、「説明できること」の部分については、プレゼンテーションによって、成

果を確認している。 
2014 年度は将来へ向けての改善点として、（１）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、（２）個々の受講生が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こと、の２点を挙げて

いる。2015 年度において、（１）に関しては、第 14 週目に日本文学史の概要を講義し、受

講生の興味を喚起している。（２）に関しては、プレゼンテーションの準備期間に毎回「ふ

りかえり」の提出を課し、自分の役割、責任、到達点を確認させるようにした。しかしなが

ら、（１）（２）の効果に関して、定量的・定性的に示すことができる根拠を持ち合わせては

いない。  
「短大部学生アンケート」で日本文化の知識と説明の習得の達成度を尋ねたところ、１年

生の 55.5％（2014 年度は 56.0％）、２年生の 55.7％（2014 年度は 62.1％）の学生が、「（充

分に、いくらかは）身についた」と回答している。 
 
（B） 課題 
 「日本文化についての知識」を協同学習（話し合い・学び合い）により深めようとする際、

グループごとに話し合いの時間や密度に差があり、協同学習による学びの質の差につなが

っている。  
 「説明できること」に関わるプレゼンテーションでは、Web 上の情報をまとめて伝える

ことに留まり、自分の考えを伝えることができないグループが存在しており、ディプロマ・

ポリシーにあげる説明力の涵養に関し、表面的な学びに終わってしまっている。 
 
（C） 将来の改善計画 
日本文化の授業は、教育実践研究の場としても捉えている。知識を深め、説明できるよう

にするために、単なる話し合いにとどまらない規則に基づくグループ・ディスカッションを

導入する。その際、ディスカッションの様子を録音し、注釈を加えることで、学生自らが問

題点を見つけ出し、それを改善できるようにする。グループ・ディスカッションにおいて学

習した論理的な説明の仕方を活かし、プレゼンテーションの内容構成に深まりを持たせる。 
 
Ⅱ-A-5 異文化についての理解 
（A） 現状の説明 
短大部では、国や地域といった限定された範囲で文化を考えるのではなく、コミュニティ

ーを構成する他者の意見や価値観も広く文化と捉え、異文化理解を促している。その方針の

下、「ラーニング・コミュニティⅠ・Ⅱ」では、他者との交流を自己に活かせるようなプロ

ジェクト学習を学期ごとに行っている。それぞれのプロジェクトでは、協働学習を導入し、

最終的な成果発表だけではなく、成果を出すに至る過程において、他者との協働作業を通し
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て、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Ⅲ・

Ⅳ」においては、２年間の学びの統合をテーマとしていることから、異文化理解に特化した

プロジェクトは行っていないものの、Tell Me Sempai の中で、普段は交わる機会の少ない

１年生と２年生が学生生活や勉学についての意見交換を行っている。  
「ラーニング・コミュニティ」における異文化理解の実践例は、資料Ⅱ-A-5-1 に示されて

いる。 
 
資料Ⅱ-A-5-1：2015 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め

の実践例（LCⅠ・Ⅱは１年次、LCⅢ・Ⅳは２年次） 
LCⅠ 
（第４－７、

10、11 回） 

Book Share Fair Project 
 要約とプレゼンテーションというアカデミックスキルの養成を目指

し、指定された図書から 1 冊を選び、要約と生き方を考えさせられた点

を、クラス内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。 
LCⅠ・Ⅲ 
（第 13 回） 

Tell Me Sempai 
 学生生活や学習、進路について１年生から事前に集められた質問内容

を２年生が調査し、自らの体験を踏まえながら分かりやすく回答するこ

とにより、より実践的な対話力の育成を図るとともに、普段は接する機

会の少ない１年生と２年生が交流する機会となった。 
LCⅡ 
(第３－６、９、

10 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。 
LCⅡ・Ⅳ 
（第 14 回） 

クリスマス聖式 

 
2014 年度で課題とされた人間関係の固定化の弊害をなくすため、2015 年度は、英語の習

熟度に応じて配置するコアトレーニング科目群のクラス編成と「ラーニング・コミュニティ」

のクラス編成を切り離し、より多くの他者と触れ合えるようにした。 
 「ラーニング・コミュニティⅡ」の最終日に実施した「自己評価と授業コメント」を 2014

年度同時期に行ったものと比較すると、資料Ⅱ-A-5-2「他者に共感し、円滑な人間関係を構

築することができる」では、2014 年度よりも A+が 12.2％増加、資料Ⅱ-A-5-3「多様な価値
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を認め、利害や立場の違いを超えて物事を解決できる」では、A+が 2.9％、A が 8.8％増加、

資料Ⅱ-A-5-4「他者に働きかけ、巻き込み、経過および結果を共有できる」では、A+が 14.2％
増加している。また、2014 年度よりも全体的により良い評価（A+）が増えていることから、

他者との関わりを増やすことを意図したクラス編成が一定の効果をもたらしていることが

窺える。また、良かった点と改善点を自由記述（任意）してもらったところ、良かった点と

して 49 名がクリスマス聖式の参加や、聖式の参加によってキリスト教を体験できた点を挙

げていた。   
 
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 

 

A+ A B C F
2014年度 I-1
秋(136名) 40.4%39.0%33.1%13.2% 0.0%

2015年度 I-1
秋(135名) 52.6%34.1%11.9% 1.5% 0.0%
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2014年度 I-2
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「短大部学生アンケート」で「異文化について理解し、多様な価値観を認めて、異文化の

中で育った人と交流する力」の修得状況を尋ねたところ、１年生の 72.7％（2014 年度は

62.4％）、２年生の 81.4％（2014 年度は 87.1％）の学生が、「（充分に、いくらかは）身に

ついた」と回答している。 
2015 年度の新たな試みとして、２年次生に対しては、「Interaction in English Ⅳ」の中

で、各学生が国を１つ選びクラスでその国を紹介しあう Travel Bazaar を行っている。 
「外務省 NGO 相談員・国際協力エッセイコンテスト 2015」（主催：（公財）PHD 協

会）において、多文化共生社会におけるアイデンティティの問題を論じたエッセイによっ

て短大部生１名が優秀賞を受賞している（応募総数 141 編）。このコンテストは「共に生

きる社会をつくるため、私たちができること」をテーマとしており、学習成果の中でも特

に異文化理解における成果といえる。 
 
（B） 課題 
 １年生と比べて２年生の「ラーニング・コミュニティ」の中で異文化理解を学ぶ機会が乏

しい。 
 
（C） 将来の改善計画 
「ラーニング・コミュニティⅢ・Ⅳ」のそれぞれの中で行うPecha Kuchaプロジェクト

と、2016年度に新たに実施するDebateプロジェクトにおいて、異文化理解に関わるトピ

ックを取り上げる。 
 
Ⅱ-A-6 カリキュラムの検討 
（A） 現状の説明 

2015 年度は将来構想の方向がある程度明確となり、英語科の募集停止の決定に伴っての

カリキュラム改善については、現時点の科目構成の中で考えられるきわめて短期的な検討・

改善に限定して行うことと、長期的に短期大学部英語科の教育成果が後々活かされていく

ための検討を行うということの、いわば両極に位置することを選択していく状況となった。

このような状況を踏まえて、カリキュラム検討の方向は、汎用性が高い検討テーマを設定し

て議論していくこととなった。そのため、カリキュラム検討ワーキンググループを廃し、「現

時点での短大部英語科における英語教育を検証する」というテーマに沿って、学科としての

FD 活動の一部として分科会形式にて連動させる形式へと実施形態を変更している。授業期

間内に定期的に会合を持つ時間帯を見つけることが困難であったことを踏まえて、議論の

場を設けるために９月半ばに実施された集中 FD 会とリンクさせて英語教育の在り方につ

いてのセッションを実施することとし、学科内の FD 担当に英語科目担当者を加えた。この

ように、FD 会のサブセッションとして英語教育について根源的な在りようを考える機会を
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得ている。 
 
（B） 課題 
 カリキュラム検討の実情に合わせて、ワーキンググループ形態から英語科目担当教員に

よる、汎用性の高い「英語教育についてのディスカッション」の形態へと変更したが、英語

教育の土台部分について考える機会は得たものの、具体的なレベルでの議論にまで深める

ことができていない。シラバスに記載された Can Do List について、記載されることによ

る教育上の効果、および授業内でどのようにそれを用い、どこまでそれが達成されたか、全

般的にリスト作成と活用の状況はどうか、また、それも含めて現在の英語科における英語教

育のどの点を活かして教育を継続していくかについての議論にまでは至っていない。 
 
（C） 将来の改善計画 
 Can Do List のシラバスへの記載については、コアトレーニング科目担当者と連携しつ

つ、記載と活用の依頼を続けるとともに、2015 年度に残した課題を踏まえて、英語科目に

ついて Can Do List および現行カリキュラムの中での英語教育の改善を検証・議論できる

機会を設ける。例年以上に授業期間内での定期会合が難しくなっているため、2015 年度同

様授業期間ではない日程を調整し、集中的なセッションを設定する。 
 
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。  
 2015 年度の１年生向けのキャリア教育プログラムは、社会人基礎力の育成と進路に対する

意識の醸成を目的として、2014 年度より２か月前倒しして夏休み前となる７月に実施してい

る。また、2014 年度に行った同プログラムは希望者のみを対象としていたが、2015 年度は

「ラーニング・コミュニティ」の中で１年生全員を対象に実施している。 
 外部講師を招いて実施されるキャリア教育セミナーについては、2014 年度とは総実施時

間に変更はないものの、補講や課外活動との重複を避けより多くの参加を促すことを念頭

に、１回の開講時間を 120 分間から 90 分間とし、開講回数としては 2014 年度よりも１回

多い８回実施している。 
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１年生（2017 年３月卒業予定者）を対象とした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（2017 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 7 月 3 日（金） 13：30～
15：00 

キャリア教育セミナー① 
「将来の進路（進学？就職？）を意識
して、夏休みを過ごしてみよう」 

R49 139 

2 9 月 23 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 86 

15：15～
16：15 職務適性テスト R49 - 

3 9 月 30 日(水） 13：30～
15：30 

キャリア教育セミナー③ 
「実践！就職活動の進め方」 R49 27 

4 10 月 7 日（水） 13：30～
15：30 

キャリア教育セミナー④ 
「就職活動に必要なビジネスマナー」 R49 45 

5 10 月 21 日（水） 13：30～
15：30 

キャリア教育セミナー⑤ 
「会社説明会への参加、企業研究の進
め方」 

R49 18 

6 11 月 18 日（水） 13：30～
15：30 

キャリア教育セミナー⑥ 
「応募書類（自己 PR、志望動機等）
のまとめ方」 

R49 45 

7 12 月 2 日（水） 13：30～
15：30 

キャリア教育セミナー⑦ 
「面接試験で成功するために！」 R49 26 

8 12 月 9 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 19 

9 2016 年 
1 月 13 日（水） 

13：30～
15：00 

キャリア教育セミナー⑧ 
「就職活動に臨んで、諸注意事項」 R49 23 

 

２年生（2016 年３月卒業予定者）を対象とした短大部生への求人について、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。近年は一般に「売り手市場」と言われてはいるものの、短大部生の中に

はなかなか内定が取れず、長い就職活動を余儀なくされている学生がいる。 
 2015 年度を含む過去２年間の就職状況は、資料Ⅱ-B-1-2 のとおりである。 
 
資料Ⅱ-B-1-1-2：過去２年間の進路の状況（2016 年３月 31 日現在） 

 2015 年度 2014 年度 

卒業予定者数 150 135 

就職 81 71 

編入学 44 39 

留学 11 9 
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専門学校 7 6 

一時的な仕事 5 4 

非就職者 1 3 

進路不明 0 2 

  うち就職希望者 (0) (1) 

合計 150 135 
就職内定率 
＜就職者数／（就職者数＋就職希望者）＞ 96.30% 98.59% 

求人件数 6,788 5,549 

学校推薦依頼企業数 7 10 

学校推薦決定者数 10 12 

※９月卒業者（2014 年度生１名）を含む。 
 
「短大部学生アンケート」で就職課・キャリア支援室が提供するガイダンスに対するサポ

ート満足度を尋ねたところ、１年生の 60.1％（2014 年度は 55.3％）、２年生の 59.3％（2014
年度は 62.9％）の学生が、「（充分な、いくらかは）サポートを受けた」と回答している。ま

た、同アンケートで就職課・キャリア支援室スタッフとの個別相談に対するサポートの満足

度を尋ねたところ、１年生の 21.9％（2014 年度は 29.8％）、２年生の 42.5％（2014 年度は

42.8％）の学生が、「（充分な、いくらかは）サポートを受けた」と回答している。回答者の

中にはキャリア支援室を利用することの少ない編入学や留学を希望する学生も含まれてい

ることから、アンケートの結果が、キャリア支援室のサポートが少ないことを必ずしも意味

するものではない。 
 
（B） 課題 
 就職率が良好な状況が続いているものの、2015 年度は 2014 年度と比べて２%ほど内定率

が下がっている。 
短大部生は最終学年となる２年次にも多くの単位取得が必要であるため、早期に内定が得

られない場合には、欠席過多による失格を避けるために春学期の途中で就職活動を一時中断

し、夏休み以降に就職活動を再開せざるを得ない。秋学期も同様で、結果が出ない場合には、

定期試験の終了を待って２月から就職活動を再開することになる。こうした長期にわたる活

動にもかかわらず結果が出ない場合、正規雇用を諦めてアルバイト等の一時的な仕事で納得

するケースも見受けられるが、新卒時の非正規雇用者を出さないためにも、引き続き低年次

からの意識づけが必要と思われる。 

 2016 年度（2017 年３月卒業予定者）への企業の採用活動時期が、2015 年度（2016 年３

月卒業予定者）のそれよりも２か月早い６月からへ変更となり、就職活動時期への対応が求

められる。 
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（C） 将来の改善計画 
 キャリア支援室と短大部が連携して低年時からのキャリアに関する意識づけを図るとと

もに、キャリア支援室からの最新情報を PORTA だけでなく、口頭や掲示によっても周知す

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 38 名（推薦編入学 38 名・一般編入学０名）であり、2015 年

度よりも１名増加した。南山大学以外の推薦編入学については、三重大学と関西学院大学で

各１名の応募があったものの、いずれも最終的には合格に至らなかった。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。 
 
Ⅱ-B-1-2-1：2016 年度南山大学推薦編入学結果（2016 年３月卒業予定者対象） 

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） 

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 0 2 0 1 1 

人類文化学科 3 3 - - 3 3 

心理人間学科 6 7 - - 6 6 

日本文化学科 5 3 7 - 5 5 

外国語学部 

英米学科 9 13 - - 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 0 1 0 0 0 

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 1 5 - 3 3 

経営学部 経営学科 2 5 - - 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 7 - - 7 7 

合計  45 42 15 0 38 38 

                    ※ –は募集枠がないもの、0は応募がないもの 
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編入学に関する学生への情報提供については、主に、説明会の他に PORTA や掲示等を通

して行っている。 
例年度の初めには、最新の情報を掲載した『編入学の手引き』を作成し、PORTA を通し

て学生に配布している。また、他大学から依頼のあった推薦編入学に関する情報は、PORTA
と掲示により、すみやかに学生に周知する体制を整えている。南山大学推薦編入学試験合格

者に対して行ったアンケート（回答数 = 31）によれば、最も活用した情報の入手方法とし

て PORTA を挙げた学生が 22 名おり、31 名中 27 名が大いに活用した、またはやや活用し

たと回答しており、PORTA が情報入手のツールとして機能しているといえる。 
編入学後に必要とされるアカデミックスキルを身に着けることを目的とした科目である

「Research Project」の履修者が近年減少傾向にあったことから、2014 年度より実施して

いる「Research Project」説明会を、2015 年度も１年次「ラーニング・コミュニティⅡ」の

中で開催している。この説明会は、学生にとっては、シラバスからだけでは想像しにくい授

業の内容・方向性・進行方法を知るいい機会となっている。 
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。 
 

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 6 日 2 年生・51 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 9 月 30 日 南山大学編入学短大

部内選考通過者・38 名 

南山大学編入学試験に向けての注意点について 

第 3回 10 月 30 日 1 年生・64 名。 編入学に向けての心構え・準備、編入学の方法について 

 
南山大学推薦編入学試験合格者へのアンケート（回答数は 33（複数回答 2 名））によれ

ば、編入学に関する情報の質と量において、最多となる 14 名の学生が（学内）編入学ガイ

ダンスを最も有益と考えている。2014 年度に行った同様のアンケートで最多であった「先

輩（ベタニア・TSC (Transfer Students’ Community)）」（回答者数 11 名）であったことを

踏まえると、ガイダンスの内容に改善があったとみることができる。 
編入学試験学内選考にあたっては、南山大学外国語学部英米学科への編入学に必要な英

語力を測定するため、2014 年度より同学科志望者に対しては別途英作文試験を課していた

が、英作文のみの限定的な能力判定であることに加えて事務処理も煩雑になることから、

2015 年度より TOEIC の基準点を設定し、英米学科を志望するための条件としている。 
「短大部学生アンケート」で進路支援チーム（国内編入学・海外編入学）に対するサポー

トの満足度を尋ねたところ、１年生の 25.1％（2014 年度は 39.0％）、２年生の 34.5％（2014
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年度は 31.4％）の学生が、「（充分な、いくらかは）サポートを受けた」と回答している。な

お、この質問項目については、いずれの年度・学年においても３－５割の学生がガイダンス

や個別相談に行っていないためにわからないと答えており、その割合は就職希望者のそれ

とほぼ合致することから、編入学を考えている学生はおおむねサポートを受けていると実

感しているようである。 
 
（B） 課題 

2014 年度の課題であった、編入学ガイダンスと TSC の連携強化に改善が見られたかど

うか不明であり、一般編入学の受験者の把握が依然として困難である。 
編入学後の学生の学習状況を把握する機会に乏しい。  

 
（C） 将来の改善計画 
編入学ガイダンスと TSC との連携強化については、TSC と編入学決定者の両者が対面す

る会の中で取り上げるべき内容を事前に確認する仕組みを整える。 
一般編入学の受験・合格状況の把握については、一般編入学希望者が指導教員と連絡をさ

らに密に取り、合格者情報を得た場合は、すみやかに編入学担当者に連絡するよう、各教員

に周知を図る。 
南山大学への推薦編入学枠をいただいている学科の学科長を対象に、過去に編入学をし

た学生の学習状況や期待する編入学生像等を伺い、その内容を、今後の学生指導に活かす。 
 

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。2015 年度は、「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、2015 年度の応募はなかった。 
 留学に関する情報をまとめた冊子『留学の手引き』の 2015 年度版を作成し、掲示に加え

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 
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Newsletter』をクリスマスの時期に送付している。 
 
（B） 課題 
 『留学の手引き』を４月１日付で PORTA に掲載し、常時閲覧可能な状態としているが、

数件の問い合わせはあったものの、いずれも最終的な応募には至らなかった。 
 学生が提携５大学への留学を希望する場合の窓口については、『留学の手引き』に記載さ

れているが、学生用 PORTA に掲載されているため、教員への周知が十分でない。 
 
（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、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がある。同制度を利用しての留学・編入学を考えている学生

に対しては、早くから語学基準等の情報を周知し、学習状況を頻繁に確認するなど、連絡を

密にする。 
学生が提携５大学への進学を希望する場合の窓口とその後のプロセスについて、学科会

議で周知・確認する。 
 
Ⅱ-B-1-4 短大部将来構想に関わる支援 
（A） 現状の説明 

2017 年度以降の募集停止について在学生への周知をどのように実施するかについて

大学執行部と相談し、事前周知として、秋学期第一回目の「ラーニング・コミュニティ

Ⅱ・Ⅳ」の授業開始時に募集停止の可能性について学部長より説明を行った。授業後に

所属学部が近い将来閉学部となることについての不満や疑問、南山大学他学部への進学

に関する特別優遇措置に関する希望等が数名の学生から寄せられた。 
正式の周知としては、2016 年１月 29 日に学生 PORTA に学部長名で 2017 年度以降の募

集停止決定を伝える文書を掲載し、あわせて同日の夕刻に説明会を実施した。PORTA で重

要な連絡があることについては両学年に事前に通知をし、見落とす学生が出ないように努

めた。事前周知から半年近くが経過していたこともあり、説明会への参加者はなかった。 
 保護者への周知は、大学 Web ページでの公表に先駆けて、２月上旬に学長名による募集

停止の説明文書を学部から発送した。文書に対する問い合わせは特になかった。 
 
（B） 課題 
 募集停止の周知にあたり、在学生が卒業するまで大学としてのサポートを約束したこと

が、在学生および保護者の不安を取り除いたと考えられる。最後の短大部生が卒業するまで

の支援を効果的に実施することが今後の課題である。 
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（C） 将来の改善計画 
 留学や病気等で休学し 2018 年度以降に残留する場合の履修の状況や学生生活等につい

て在学生への情報提供に努める。 
残留生が出る場合には、最後の短大部生が卒業するまで必要な支援が実施できる体制を

整える。 
 
Ⅱ-B-2 入試広報・入試実施・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、通常のものとして、オープンキャ

ンパス、模擬授業の提供、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。なお、2016 年度へ向けた今年度の入試広報では、2014 年度に実施した「短大

部学生アンケート」の結果を考慮し、高校訪問では２月入試の広報にも力を入れることを予

定していたが、短大部の 2017 年度募集停止の可能性に関する広報について、大学としての

方針が７月時点で最終決定に至らなかったため、今年度（2015 年度）の高校訪問は見送る

こととした。 
今年度に特化した入試広報活動としては、2017 年度以降の募集停止の可能性に関して、

大学執行部および入試課と協議しつつ、受験生向けの広報活動を実施した。すべての入試種

別において、志願決定前の段階で 2016 年度の入学者が最後の入学者になる可能性があるこ

とと、その場合に想定されるデメリットについての周知に努めた。11 月入試に関しては、

推薦入試の対象校となっている指定校およびカトリック校の校長宛てに学部長学科長連名

での文書を送付し、学園内の高校には学部長が進路支援担当教員に電話による説明を実施

した。自己推薦の場合には志願者の特定ができないため、Web ページの該当欄に記載を依

頼した。2 月入試に関しては、入試要項に募集停止の可能性と想定されるデメリットについ

て記載した。この件について高校、受験生、受験生の保護者からの質問が数件あった。募集

停止に関する情報の周知に努めた結果、2 月上旬の募集停止公表後も受験生や入学予定者に

混乱は見られなかった。 
南山大学のオープンキャンパス（2015 年７月 19 日開催）において、昨年度（2014 年度）

に引き続き、全学部・学科が一斉に行う相談コーナーへの短大部志願予定の来訪者が全学最

多となり、全体の 38.0％を占めた。この相談コーナーを含む学科説明会や模擬授業等の全

学的な企画に加えて、短大部では独自の取り組みとして、短大部入試説明会とベタニア紹介

（ベタニアで短大部の先輩と話そう）を実施した。短大部目当ての来場者アンケート回収数

を見ると、昨年度（2014 年度）が 139 名、今年度（2015 年度）が 166 名と増加している。

オープンキャンパス全体のアンケート回収数が、昨年度の 3,944 枚から今年度は 4,174 枚

（前年比 105.8%）であることを踏まえると、短大部は前年比 119.4％であるため、大学全

体よりも伸び率が上回っている。しかし、この増加は、オープンキャンパスの時点では、短

大部の募集停止が決定されておらず、それを周知していなかったことを踏まえると、額面通
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り受け取ることはできない。 
模擬授業については、高校から Oral Interpretation に関する模擬授業の依頼を３件受け

ている。 
短大部 web サイトでは、ベタニアの活動を定期的に更新するだけではなく、受験生にと

って関心が高い就職・編入学の情報、オーラル・インタープリテーション・コンテストのペ

ージの刷新を行っている。公式 Facebook ページは、2016 年１月末までに 35 回の記事掲載

を行い、全記事合計で約 36,500 の閲覧を得た。 
一方入試実施については、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2016年度入試に関する方針を決定している。

2016 年度入試では、指定校推薦対象校を変更する必然性が認められず、2015 年度の推薦対

象校枠をそのまま持ち越した。一般入試に関する方針については、特に変更をしていない。 
11 月入試では、自己推薦入試（英語重視型）の入試要項の改訂が効力を発揮する事例が

あった。2014 年度事例を踏まえた自己点検・評価とそれに基づく 2015 年度の改善が功を

奏したと言える。改訂された要項では、当該入試が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、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。これに基づいた形で、２名の日本語非母語話者に対して、日本語による面接試験が

実施された。2014 年度実施の際に、実施に関して学科長・作問責任者間での意思疎通不足

があった点については、作問責任者の分掌範囲を文書依頼によって明確にする措置をとっ

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５名、計

42 名であった。指定校推薦の出願者数は 2015 年度と同じであったが、カトリック系校の

志望者が減った結果、2015 年度よりも 20.7%減となり、依然として定員を下回る状況が続

いている。今回は学園内推薦審査に対する出願者がなかった。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 11 名、自己推薦（総合学習力重視型）が 29 名でいずれも

2015 年度よりそれぞれ３名、４名の減となり、自己推薦入試全体では 15.0%の減となった。

11 月入試全体での合格者の総計は 73 名であった。  
2016 年度一般入試の志願者は、115 名となり、前年度より 53 名（30.7%）減となった。

募集停止の可能性が周知された後の志願者減であり、やむを得ない状況とも言える。ただし、

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 年度以来大きく変化していない。いわゆる受験校から

の５名単位での受験例も 2015 年度に続いて見られ、その背景には「編入学ルート」を念頭

に置いた進路指導の存在が窺える。 
 全学統一入試の志願者数は、個別学力型・センター併用型合計で 2015 年度入試より 20
名減少し 58 名（25.0%減）、センター利用入試（前期３教科型）の志願者数も４名（4.5%）

の減で 85 名となった。２月中旬に行われるこの３種類の入試の志願者数はすべて減じたこ
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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、および、センター試験のみを利用する前期３教科

型における同併願率については、大きな変化はみられなかった。センター前期試験について

は、出願の母数がそれなりに大きいことから、受け入れを確保する入試としてある程度機能

したとは言える。対照的にセンター利用入試（後期）では、29 名減となり出願は６名（82.9%
減）にとどまった。 

募集停止の可能性について周知を徹底した結果であろうが、2016 年度入試のすべての方

式において志願者減となり、短大部の全志願者は 2015 年度比で 28.3％減となった。しかし

ながら、予想に反してすべての入試において歩留まり率が高めであったことから、定員を１

名超える 151 名の入学者があった。 
志願決定前の時点で募集停止の可能性とデメリットについて周知に努めた結果、募集停

止発表後も受験生や入学予定者に混乱は見られなかった。 
 
（B） 課題 
 短期大学部の入試広報・入試実施とも 2016 年度の予定がないため、特になし。 
 
（C） 将来の改善計画 
 同上。 
 
Ⅱ-B-3 教職課程 
（A） 現状の説明 
１年生の教職履修登録者 22 名のうち、成績不振または進路変更のため、８名が履修を辞

退し、年度末には 14 名となった。２年生の教職免許取得者は 18 名であった。免許取得者

の進路は、中学校（愛知県）講師に採用されたものが１名、進学者が 10 名、就職その他が

７名であった。また、短大部卒業後に南山大学に編入学した学生のうち、小学校（名古屋市）

の専任教諭として採用された者が１名、特別支援学校（愛知県）の非常勤講師として採用さ

れた者が１名いた。 
2015 年度に特筆すべき点は、短大部初の科目等履修生を受け入れたことである。社会人

となってから再び教員免許取得をめざして学び直そうとする姿勢は、他の学生の模範とな

っている。 
2014 年度の第一の課題は、１年生秋学期に英語成績不振のために履修を辞退した学生が

いたことである。これに対する改善計画は、指導教員との連携強化であった。具体的には、

教職課程担当教員が学生と個別面談を行って学習状況を確認した上で、短大部で 11 月に実

施した TOEIC の成績不振者について、指導教員に指導を依頼した。 
第二の課題は、就職活動の開始（８月）と介護等体験・教育実習の時期が重なる点であっ

た。これに対し、実習優先であることを常に指導した結果、就職活動を理由にして事前指導
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や実習を欠席したものはなく、計画通りに指導できている。また、名古屋市・愛知県の教育

実習時期について、学生の希望を反映するか否かの検討を行うという改善計画に対しては、

成績優秀で指導教員の推薦が得られる者について、本人の希望を反映する方針とすること

を定めた。ただし、希望者がなかったため、2016 年度は、対象者全員が秋学期実施となる

予定である。 
 
（B） 課題 
教育実習校で就職活動を行っていることを告げたため、教職に就く意思がないとみなさ

れた学生がおり、当該教育委員会から問題であるとの指摘をうけた。例年、教職履修者の７

割は編入学をして１種免許取得を目指すが、指摘を受けた学生は経済的事情等で編入学が

できないため、働きながら勉強して将来的には教職に就きたいという意思をもっていた。そ

うした事情を学生自身が十分に説明できず、誤解を受けたと考えられる。 
 
（C） 将来の改善計画 
教育実習の事前指導において、卒業後は教職に就くことを第一希望とすること、実習の予

定を最優先すること等を繰り返し確認したうえで、教育実習校では教職に就く意思がある

ことを正しく伝えるよう個々に指導する。事前指導で招聘する現職教員の講義では、教育実

習校での態度や心得に重点をおくよう依頼する。科目等履修生については、教職科目担当者

が個人面談を定期的に行い、指導体制や連絡調整に不備がないかを確認する。 
 
Ⅱ-B-4 ベタニアの活動 
（A） 現状の説明 

2014 年度は１年生が 33 人、２年生が 22 人の計 56 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 2015 年度中に 29 回実施

しており、のべ 707 人が参加している。学習内容は英語だけにとどまらず、学生生活や異

文化体験、など、毎回趣向を凝らしたものとなっており、具体的には、履修登録相談、

"Talk, Talk, Talk”（英語による会話活動）、発音練習、筆記体の練習、ポルトガル語レッ

スン、進路（海外留学・編入学・就職）に特化した Tell Me Sempai、留学生との交流会、

イディオムの学習、Music Dictation、ハロウィン、TOEIC 対策、女性と貧困に関するワ

ークショップ、などを企画・実施している。これらの企画については、企画に携わった側

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、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。 
 
（B） 課題 
ベタニアが企画した内容を南山大学祭へ出店することを考えていたが、情報収集の不手
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際があり、出店することができなかった。 
 SA の数が増えたことにより組織としての機動力が低下し、１年生と２年生の間やそれぞ

れの学年の中でもコミュニケーション不足と思われる面が散見された。 
 
（C） 将来の改善計画 
 大学祭への登録については、大学祭への出店のためのスケジュールについて、学生課との

連絡を密にする。 
SA への登録制度を改め、仮登録後１か月間程度ベタニアの活動を体験した後に本登録に

進むこととし、ベタニアがどのような活動をするのかを理解した学生が SA として活動を支

えていく体制を整える。 

  



27 
 

【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、これまで、大学が行う FD 活動はもとより、独自の FD 活動も行っている。

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、2015 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。2015 年度の短大部所属教員による FD 参加率は、2014 年度と同様、100%
となっている。 
 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、第３回 FD 会の中で各ワーキンググループ担当者が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。  
 短大部では、「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」に従い、３年

間研究業績の公刊がなかった教員に対しては、学部長が面談を行い、研究活動の実情を聴取

する制度を整えている。2015 年度は、休職中の教員を除き、該当する教員はいない。 
2015 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、国際学会での研究発表件数は 13 から５件へと減

少している一方、学術研究図書数が１から６件へ、学会誌・国際会議議事録等に掲載された

学術論文件数が５から９件へ、それぞれ大幅に増えている。2015 年度のこのような研究活

動の状況は、2013 年度のそれと同じ傾向を示しており、研究発表の内容を著書や論文にま

とめるという研究のサイクルが、2015 年度においても継続的かつ活発に行われていること

を示しており、今後の研究論文の公刊も期待できる。なお、学会賞受賞が１件（Kluge, David
教授、授与団体：JALT Okinawa）あった。 
 
 
 
 



学部長

短大部自己点検・評価委員会

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

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

2015年度

学部・学科内
役割分担 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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 資料Ⅲ-A-2：専任教員の研究活動情報（2015 年度（2015.4.1～2016.3.31）） 
 項  目 件数(No.) 

1 学術研究著書の件数 6 

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 9 

3 学内的な紀要等に掲載された学術論文の件数 10 

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 1 

6 国際学会での研究発表の件数 5 

7 国内学会でのゲストスピーカーの件数 2 

8 国内学会での研究発表の件数 29 

 
2015 年度科学研究費助成事業（科研費）に向け 2014 年度中に３件（うち１名は研究分

担者）の申請があり、うち２件が新規採択され、2013 年度から継続の１名を含め、計３名

が交付を受けている。2015 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：科研費の採択状況（2015 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 

五島 敦子 個人 1930 年代アメリカ高等教育における大学

拡張部の意義 

基盤研究（C） 2015/04～ 

2018/03 

石崎 保明 個人 近・現代英語期における英語表現の構文

化に関する研究 

基盤研究（C） 2015/04～

2018/03 

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 

 
科研費以外の外部資金については、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（Ⅱ-B（海外出張・渡航費補助））に２名が採択を受けている。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：南山大学パッヘ研究奨励金Ⅱ-B（海外出張・渡航費補助）配分 
専任教員氏名 開催地 会議名 開催期間 

伊藤 聡子 連合王国・ブライトン The European Conference on 

Language Learning 2015 (ECLL 2015) 

The European Conference on 

2015/07/01~/05 
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Education (ECE: 2015) 

森泉 哲 フィリピン共和国・セブ島 11th Biennial Conference of Asian 

Association of Social Psychology 

2015/07/19~/22 

 
上記以外の研究助成として、南山大学から短大部教員３名が学会開催援助金の助成を受

けている。 
外部資金導入のための短大部独自の取り組みとして、「平成 28（2015）年度海外留学支

援制度（協定派遣）」（独立法人日本学術支援機構）に申請し、2014（平成 26）年度から

３年連続となる採択を受けている（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）。 
外部資金の申請をしている教員に偏りが見られるという 2014 年度の課題を受けて、2015

年度は科研費申請の奨励のため、科研費を獲得した教員に対し、学部共通費の傾斜配分を実

施している。外部資金申請のさらなる奨励のため、短大部内に設置している学部運営委員会

において、申請を行った教員への学部共通費の傾斜配分についても検討している。 
短大部教員は、研究活動の他にもさまざまな社会的活動にも積極的に取り組んでいる。専

任教員の 2015 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-5：2015 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 

浅野 享三 教員免許状更新講習講師 2015/08/01 

浅野 享三 名古屋市教育委員会学校評議員 2015/04/01~2016/03/31 

浅野 享三 日本リメディアル教育学会理事、副会長 2015/09/01~2017/08/31 

浅野 享三 三重県立飯野高校 講演 2015/11/17 

浅野 享三 愛知県中学生英語弁論大会（光ヶ丘女子高等学校主催） 

審査委員長 

2015/10/24 

浅野 享三 名古屋市立名東高等学校 出張授業 2015/10/16 

浅野 享三 三重県立川越高等学校 出張授業 2015/08/05 

浅野 享三 愛知県立国府高等学校 出張授業 2015/07/11 

Ford, Ashley Presentaion, “Fostering Creativity through Project-Based 

Learning,” Chubu University Teacher’s Seminar 

2015/11/07 

市瀬 英昭 日本カトリック司教協議会典礼委員会委員 1989/04/01~ 

市瀬 英昭 「ローマ・ミサ典礼書」改定委員会副委員長 2000/04/01~ 

市瀬 英昭 公開講演会『典礼憲章 50 周年記念講演会－典礼刷新－これま 

でとこれから』（演題：宣教活動における典礼祭儀の意義） 

於岡山県岡山市カトリック岡山教会 

     2015/09/23 

市瀬 英昭 公開講演会『典礼憲章－これまでとこれから』（演題：新しい 2016/02/11 
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福音宣教における典礼の意義）於神奈川県藤沢市カトリック

藤沢教会 

 

市瀬 英昭 聖霊修道院典礼講座（テーマ：典礼暦年について、計 11 回）

於名古屋市聖霊修道院本部 

 

2015/04/09,05/14,06/11,

07/09,09/24,10/08,11/12

,12/17,  

2016/01/14,02/18,03/10 

市瀬 英昭 名古屋教区典礼委員会 Web ページへの連載（テーマ：ミサ式

次第に見る霊性、計 12 回） 

2015/04/12,05/20,06/22,

07/20,08/23,09/23,10/22

,11/22,12/20 

2016/01/22,02/23,03/24 

市瀬 英昭 カトリック多治見教会教会報への連載（テーマ：ミサの味わ

い、計 12 回） 

2015/03/17,04/15,05/17,

06/25,07/15,08/14,09/17

,10/17,11/13,12/15  

2016/01/15/02/15/03/16 

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

伊藤 聡子 「19 世紀から 21 世紀アメリカ文学に見る書く行為と読む厚

意の相互作用に関する研究」（科研費 基盤研究 C）発表（演

題：「文学作品をなぜ読ませるのか―精読の位置を考える―」

於京都工芸繊維大学 

2016/01/10 

伊東 留美 南山大学人間関係研究センター公開講座 

第 99 回人間関係（コミュニケーション）講座担当 

2015/11/07~11/08 

伊東 留美 愛知県教育委員会主催平成 27 年度放課後子ども総合プラン

指導者研修会講師 

2015/11/19 および 11/26 

伊東 留美 公益社団法人名古屋市私立幼稚園協会 

平成 27 年度巡回研修（障がい児）事業講師 

2015/06/29 および 11/09 

Kluge, David 南山大学エクステンション・カレッジ公開講座「Disney 

Stories and the REAL Stories」担当 於南山大学名古屋キャ

ンパス 

2015/05/23 

Kluge, David 南山大学エクステンション・カレッジ公開講座「How to Give 

a Speech/How to Teach Giving a Speech」担当 於南山大学

名古屋キャンパス 

2015/06/06 

Kluge, David 高校生への特別講義（対象校：川越高等学校、演題：

Communicating without Words: The Importance of Body 

Language）於南山大学名古屋キャンパス 

2015/12/14 

Kluge, David JALT PanSIG, Planning Committee 2013/02/01~現在 
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Kluge, David JALT PanSIG 2015, Publicity Chair 2014/04/01~2015/05/31 

Kluge, David JALT Speech, Drama, & Debate in Okinawa Conference, 

Conference Chair  

2015/10/31~2015/11/01 

Kluge, David JALT Speech, Drama, & Debate SIG, Oral Interpretation 

Chair 

2014/11/01~現在 

Kluge, David JALT Speech, Drama, & Debate SIG, Conference Chair 2014/11/~現在 

Kluge, David JALT Okinawa, Publicity Officer  2015/12/01 ~現在 

Kluge, David JALT Pan SIG 2016, Publicity Chair 2015/11/27~現在 

五島 敦子 名古屋市立大学法人評価委員会委員  2011/12/21～2016/03/31 

五島 敦子 大学史研究会事務局幹事 2010/10/22~現在に至る 

五島 敦子 全日本大学開放推進機構理事 2014/04/01~2016/03/31 

五島 敦子 立命館大学社会連携部 2015 年度夏季研修会講師（演題：アメ

リカにおける生涯学習と継続教育） 

2015/09/15 

中田 晶子 International Vladimir Nabokov Society Nabokov Online 

Journal 編集委員 

2006/12/01~ 

中田 晶子 日本ナボコフ協会運営委員 1999/05~ 

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 日本コミュニケーション学会第 45 回年次大会実行委員長 2015/06/13~06/14 

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 南山大学人間関係研究センター 

第 98 回人間関係講座（コミュニケーション）担当 

2015/07/11～07/12 

山田 泰広 日本ホプキンズ協会関西部会代表 2011/11/01~現在に至る 

 
（B） 課題 
 2015 年度は短大部として外部資金の申請を促すことを目的とした学部共通費の傾斜配分

を行っているが、依然として、外部資金を申請している教員に偏りがある。 
 
（C） 将来の改善計画 
 さらに外部資金申請を奨励するため、科研費を獲得した教員だけでなく、外部資金に申請

した教員に対しても学部共通研究費の傾斜配分を実施する。  
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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て以降、学長の協

力を仰ぎ、同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おり、2014 年度

以降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Ⅰ」の授業として、学長が「カトリック大学の精神とは何か」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。 
 2016 年 2 月初旬に大学 Web ページで 2017 年度短大部募集停止の告知を行ったが、これ

に先立って関係各所（在学生保護者、名誉教授、大学同窓会長）に学長名による文書を発送

し、短大部募集停止の周知をはかった。Web ページ、文書ともに、最後の短大部生の卒業

まで大学として責任をもってサポートをする旨を明記し、不安の解消に努めた結果、学内、

学外のいずれにおいても混乱はなかった。 
 
（B） 課題 
これまでに指摘を受けた点については改善されており、課題は見当たらない。 

 最後の短大部生の卒業まで大学として責任を持ってサポートができるよう、今後も短大

部学長としてのリーダーシップが期待されている。 
 
（C） 将来の改善計画 
これまでに指摘を受けた点については、なし。 
大学としてのサポート体制の整備について、短大部と協議しつつ進めて行く。 

 
Ⅳ-2 教授会の活動  
（A） 現状の説明 

2015 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。2015 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。 
学部学科組織の編成と役割の点検・改善については、学部長と短大部選出の評議員２名で

構成される学部運営委員会が実施している。  
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られている懇談会を 2015 年

度は 13 回開催している。 
2015 年度は、教授会の議を経て、教授会構成員がさまざまな活動を行っている。まず、

短大部所属教員１名の研究休暇ついて、短大部としては初めてとなる取得が実現し（春学
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期）、2016 年度においても、同１名の研究休暇が認められている（春・秋学期）。 
 また、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）の改正を受

けて、南山大学が行った研究倫理教育（e ラーニング教材）を、短大部のすべての専任教員

が履修している。  
上記に加えて、2016 年 2 月初旬に大学 Web ページで 2017 年度短大部募集停止の告知を

行ったが、これに先立って非常勤講師と大学同窓会短大部役員に対し短大部長名（非常勤講

師に対しては学科長と連名）による文書を発送し、短大部募集停止の周知を図った。 
 短大部の募集停止を受けて、2017 年度末に予定されている短大部閉学部事業について検

討を行った。 
  
（B） 課題 

2017 年度より短大部から３名の教員が他学部に移籍することが内定している。在学生の

学習権を確保するとともに、学部構成員にかかる過重な負担を少なくすることが課題であ

る。 
2017 年度に向けて短大部閉学部事業の検討を進める。 

 
（C） 将来の改善計画 
 2017 年度以降の短大部の状況について情報収集に努め、早い段階での計画作成ができる

ようにする。 
 大学執行部と協議し、教授会、教授会懇談会において短大部閉学部事業の検討を具体的に

進める。 
  



35 
 

【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 
「英語オーラル・インタープリテーション・コンテスト」に名称が変更となって２年目と

なる 2015 年度は、高校生、中学生に加えて、大学生も参加が可能となっており、高校と中

学について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を行っている。実施日は，従前どおりの 11 月中旬となる 11 月

14 日（土）に本学フラッテンホールを利用した。全出演者は，131 名（中学 18 名，高校 104
名，エキシビション９名）であった。引率・関係者を含む来場者数は 110 名となり、前年と

ほぼ同数であった。また、2015 年度は、初めての試みとして、大会後に全出演者が一堂に

会して情報交換をする懇親会を南山大学内の食堂にて催している。  
 
（B） 課題 
 短期大学部の募集停止が公になったことで、広報活動としての側面が不要となるために、

出演者増のための情報宣伝活動にさらに工夫が必要である。 
 
（C） 将来の改善計画 
 短期大学部主催が可能な年度は、翌 2016 年度と 2017 年度となるために、それ以降の年

度につながるような取組みを考案し、本計画が継続されるための準備としたい。 
 
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。 
 2014 年度の改善計画に基づき、正課科目「ボランティア・プロジェクト」の告知を強化

した結果、本年度は、「ボランティア･プロジェクト」履修者が２７名に増加した。「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。 
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資料選択的基準 2-1：ボランティア活動先参加人数（2013～2015 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（2013 年～2015 年） 

ボランティア活動先 2013 2014 2015 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 1 0 0 1 

公益財団法人 PHD 協会 0 0 0 0 

財団法人アジア保健研修所（AHI） 1 0 2 3 

公益財団法人 名古屋国際センター（NIC） 0 0 0 0 

公益財団法人豊田市国際交流協会（TIA） 1 0 0 1 

西尾市国際交流協会 0 0 0 0 

一宮市国際交流協会 0 0 0 0 

豊橋市国際交流協会 0 0 0 0 

フェアトレードショップ 風"s 1 0 0 1 

NPO 法人アジア日本相互交流センター（ICAN） 0 1 1 2 

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） 2 0 0 2 

特定非営利活動法人トルシーダ （日本語／学習支援） 1 0 0 1 

株式会社インタラック名古屋支店 （英語教育支援） 2 0 0 2 

NPO 法人フロンティア豊橋 （日本語／学習支援） 0 0 0 0 

特定非営利活動法人多文化共生リソースセンター東海 0 0 1 1 

特定非営利活動法人ボラみみより情報局  0 0 0 0 

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） 1 0 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） 0 0 0 0 

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） 1 0 0 1 

ビッグイシュー 名古屋ネット（ホームレス自立支援） 0 0 0 0 

NPO 日本語教室 ともだち （日本語／学習支援） 0 0 1 1 

中日青葉学園（子どもメンタル／学習支援） 0 0 2 2 

特定非営利活動法人 子育て・子育ち NPO スコップ 0 0 1 1 

一般財団法人 愛知 PFS 協会（学習支援） 0 0 1 1 

 社会福祉法人 若狭つくし会（障がい者支援） 0 0 1 1 



37 
 

社会福祉法人 樫の木福祉会（障がい者支援） 0 0 1 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 

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） 0 0 0 0 

社会福祉法人やまさと保育園（保育支援） 0 0 2 2 

阿久比町役場教育委員会 （学校補助） 0 0 0 0 

千年持続学校 （地域自立循環型社会づくり） 0 0 0 0 

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） 2 2 8 12 

ふくいエコ・グリーンツーリズム（限界集落環境保全） 0 0 0 0 

守山リス研究会（環境保全） 0 0 5 5 

NPO 法人大ナゴヤ大学（まちづくり） 0 0 0 0 

愛フェス開催委員会 2012（まちづくり） 0 0 0 0 

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 

ちたビジョンプロジェクト 0 0 1 1 

刈谷市教育委員会 生涯学習課 0 0 1 1 

刈谷市民ボランティア活動センター 0 0 1 1 

イニュニックビレッジ Good Foods Information（農業体験） 0 0 1 1 

特定非営利活動法人 我がまちの縁側（まちづくり） 0 0 1 1 

みみずとたいよう（農業体験） 0 0 5 5 

延べ参加人数 （1 人で複数の活動に参加した数も含む） 13 3 36 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継続的に行われて

おり、Nantan Girls Projectとして行った、「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・キャンペーンとクリスマス・チャリティー募金）を実施した

ことに対して、2013、2014年度に引き続き2015年度も「学生部長表彰」を受賞した。 
 

（B） 課題 
正課科目「ボランティア･プロジェクト」の履修者が増加したことと連動し、ボランテ

ィア活動先の決定時期が９月末にずれこむ場合が多く、54時間の活動時間を確保するた

め、履修者の多くが秋学期授業期間外となる２月にも活動を行うこととなった。そのた

め、成績処理に特例を設ける必要が生じた。 
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（C） 将来の改善計画 
ボランティア活動期間を秋学期開始以降２月中旬までとしていたものを、夏休み中から

１月中旬に改め、正課科目として成績処理を滞りなく行えるようにする。 
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