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2017 年度南山大学短期大学部自己点検・評価報告書の刊行にあたって 
 

2017 年度南山大学短期大学部自己点検・評価委員会 
委員長 中田 晶子 

 
 短期大学部（以下短大部）は、2005 年度の一般財団法人短期大学基準協会設立時に会員

校となり、以後同協会の評価基準にもとづいて自己点検・評価活動を続けてきた。2011 年

度からは南山大学自己点検・評価委員会の下で自己点検・評価活動を行うこととなった

が、大学のように一般財団法人大学基準協会に所属してはいないため、評価基準は短期大

学基準協会のそれによっている。毎年度刊行されている大学の自己点検・評価報告書には

短大部の報告も含まれているが、同時に短大部独自に自己点検・評価報告書を刊行してき

た。本報告書は、短大部最後の学年が在籍した年度のものであり、短大部が刊行する最後

の自己点検・評価報告書になる予定である。 
2013 年度に短大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」には同年度内より改善に取り組み、その成果を短大部の PDCA サイクルの活性化に役

立てて来た。「学習成果」の点検・評価のために始めた「短期大学部学生アンケート」は

今年度で 4 回目となる。毎年度末全学生対象に実施し、回答結果を学部・学科の改善や学

生支援のためのデータとして活用してきた。参加率の高い学部 FD 活動も PDCA サイクル

の活性化に役立ってきた。2017 年度も例年同様、FD 会への教員参加率は 100％である。

毎年テーマを変えて実施してきた「学生と教員による FD 会」も 4 回目となった。2016 年

度からは教員全員の参加を前提とし、一層の充実を図ってきた。 
 2017 年度には短大部に在籍する学生数が半減したが、所属教員数も退職や他学部への移

籍により 5 名が減少し、留学中の教員を除いた学部教授会構成員は 11 名となった。学部

構成員の減少や過渡期の仕事の増加のため、一部の教職員に負担が集中する弊害が前年度

から予想されていたものの、避けることはかなわなかった。 
2018 年 3 月に創立 50 年と閉学を共に記念する行事として、感謝ミサ・懇親会を開催

し、紀要終刊号と報告書を刊行した。3 月末には、10 名の学生が 2018 年度以降に在籍す

ることが決定し、現実の閉学は少し先となった。最後の学生を送り出すまで短大部が存続

することになるが、このような形での短大部自己点検・評価報告書の刊行は、上述のよう

にこれが最後となる予定である。 
最後に、これまでの報告書作成に関して、短期大学基準協会 ALO を務められた石崎保

明准教授、歴代の短大部教職員ならびに教育・研究支援事務室の方達に感謝申し上げる。 
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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 
2017 年 南山大学は国際教養学部を設置。瀬戸から移転した理工学部、総合政策学部も含め

名古屋キャンパスに 8 学部体制となる。 
 
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 1 名が卒業 
2017 年 ４月より南山大学短期大学部募集停止 
2018 年 創立 50 周年 

３月に短期大学部閉学記念行事として、「南山短期大学・南山大学短期大学部 50
年 閉学部記念 感謝ミサ・懇親会」挙行、『南山短期大学紀要』終刊号（第 39 号）

ならびに報告書『Spes et Gaudium 南山大学短期大学部 2011‐2017』刊行 
     ３月に最後の学年である 2016 生が卒業 
     ３月末に 2018 年度以降在籍する学生 10 名が確定 

 



1 
 

【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、日英のバイリンガル版を毎年４月の教授会で確認するとともに、非常勤講師を招

いての FD 会の中でも配布・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「キリスト教学」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。さらに「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。 
教育理念・目的の適切性を確認することを目的として、2017 年度春学期の「ラーニング・

コミュニティ III」内の「PechaKucha」（スライド枚数と切り替え時間を統一したプレゼン

テーションの一手法）プロジェクトにおいて、短大部の教育理念に関連する分野で、「わた

し（たち）にできること」を学生各自が考え、提言している。このようなアクティブラーニ

ングを通して学生が教育理念を学び、適切性を確認する機会としている。  
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 2017 年度も在学する

２年生に対して実施し、その結果を学部全体で共有している。その中で教育モットーの浸透

度を尋ねた設問では、62.1%（2016 年度は 60.5%、2015 年度は 47.8%）の学生（数値はい

ずれも２年生の回答結果）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、その割合は年々着実に増加している。この結果も含め、「短大部学生アンケート」

は過去の経年的変化を示す客観的なデータとして、短大部のさまざま改善に有効に利用さ

れている。 
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チーム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。 
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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。 「日本語表現」・「日本文化」担

当教員、「ラーニング・コミュニ

ティ」担当日本人教員 

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 
資料のバイリンガル化として「３つのポリシー」の英語版に続いて、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・目標の英語版資料を作成し、FD
会で配布する予定であったが、中止とした。2017年に FD会に参加した外国人非常勤講師が

初めて FD会に参加した方達であったため、英語訳ではわかりにくい傾向のある教育の目的・

目標を資料に含めることは避け、具体的な「3つのポリシー」の周知をはかることとしたた

めである。 

 

(C) 将来の改善計画 
 2018年度は短大部所属の外国人教員が皆無となり、外国人非常勤講師も依頼しないため、

この課題の改善計画はない。 
 
I-B 自己点検・評価活動 
(A) 現状の説明 

2017 年度の自己点検・評価委員会は、『2016 年度自己点検・評価報告書』の作成を主な

議題として、メイルによる審議として３回開催されている。 
2014 年度以降、「短大部学生アンケート」を毎年実施している。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に対

する満足度を聴取することを目的としたもので、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その質問項目の中に含まれている。2017 年度の同アンケート

の実施（在学する２年生のみ）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

データが４年間分となり、短大部内の自己点検・評価活動のさまざまな場面で活用されてい
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る。 
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名に学部長、学科長を加えた３名が中心となり、資料 I-A-1 に記載のある担

当者とともに、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、2017 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、2016 年度に引き続き 100%となっている。具体的な活動は、資料 I-B-1 の

とおりである。 
 
資料 I -B-1：2017 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 

2017 年 
6 月 9 日 

FD 会（第 1 回） 
参加人数 16 名（専任

11 名(92％)、非常勤 5
名） 

「非常勤講師を招いて：私たちはどのように

学生を育ててきたのか」 
短大部授業科目を担当する非常勤講師を招

き、標題のテーマについて担当科目の種別ご

とにグループディスカッションを行い、参加

した教員間で共有・意見交換を行った。 
 例年と異なる日程としたため、初参加の非

常勤講師の参加を得た。 
9 月 14 日 FD 会（第 2 回） 

参加人数 13 名（専任

12 名(100％)、他学部

教員 1 名） 

「短期大学部報告書の作成」 
短大部閉学部事業の一環として作成する短大

部のこれまでの活動をまとめた「FD 総括報

告書」の記載内容の共有・検討および編集作

業を行った。 
10 月 FD News 2017 年度第 1 号を発行した。 
12 月 18 日 特別 FD 会 

参加人数 20 名（専任

6 名(50％)、他学部教

員 1 名、職員 3 名、学

生 10 名） 

「学生との FD 会」 
短大部の教育内容が短大部生の学生生活にど

のように生かされているのかについてグルー

プディスカッションを行い、参加した教員間

で共有・意見交換を行った。 
2018 年 
1 月 17 日 

FD 会（第 3 回） 
参加人数 9 名（専任

9）(75％) 

「ワーキンググループの自己点検・評価報

告」 
『2017 年度短大部自己点検・評価書』の作

成を見据え、学習成果、カリキュラム検討、

進路・教職の活動報告を行い、全体で情報を

共有した。 
2 月 FD News 2017 年度第 2 号を発行した。 
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注： 2017 年度専任教員を（留学中の 1 名を除く）12 名として参加割合を計算している。 

 
2017 年度の募集停止を受け、現状の短大部が主体となって行う FD 活動も同年度が最後

となる。そこで、2017 年度 FD 活動の年間テーマを「短期大学部の教育を振り返る」と定

め、短大部全体で総括的な点検・評価を行ってきた。この成果は、「FD 総括報告書」（書

名『Spes et Gaudium 南山大学短期大学部 2011‐2017』）としてまとめられている。  
2016 年度の課題として、「短大部学生アンケート」の結果が FD 会の中で有効に活用され

ていないことが挙げられている。このことを受け、第 1 回 FD 会では、本アンケートの一部

を紹介し、学生の学習成果に対する評価を数値で示している。一方で、2016 年度まで短大

部に所属していた教員に対してもアンケートを実施し、学生の学習成果に対する評価を行

った。2017 年度、同じアンケートを非常勤講師にも回答を依頼し、それを加えた結果を本

FD 会で公表している。 

 
(B) 課題 
短大部は、2018 年度も引き続き在籍する学生の卒業に向けて指導することになるが、短

大部専任教員が４名のみとなることもあり、今後の自己点検・評価活動のための体制を考え

る必要がある。 
 
(C) 将来の改善計画 
 学部長・学科長を中心に、教授会・学科会議の場で情報共有を密とし、日常的に自己点検・

評価活動を実践する。 
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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 

基本的な学びは、「キリスト教学」の講義においてなされている。短大部における学びは、

基本的にはすべて「ことば」の修得である。「ことば」の学びは、ものの見方、考え方、感

じ方そして「生き方」の学びとなる。キリスト教も世界に数ある中の「一つのことば」であ

り、その世界観、人間観の提示がキリスト教学の授業およびその関連行事の目指すところで

ある。同時に、その学びが受講生の日常生活を別の観点から見ることも期待されている。

2015 年度から実施している「短大部学生アンケート」では、「キリスト教学」の授業で聖書

やキリスト教に触れて「日常生活」をふりかえる機会が増えたかどうかを尋ねており、２年

生の 62.0%は「そう思う」あるいは「少しはそう思う」と答えている。同じ質問を行った

2016 年度２年生の結果は 58.8%であり、若干ではあるがキリスト教を身近に感じている様

子が窺える。他方、「まったくそうは思わない」という回答が７名（5.4%）あり、2016 年度

の 3.5%よりもやや上昇している。各年度別の単純な比較はできないが、2016 年度と比較す

れば、キリスト教のメッセージが学生にやや浸透している反面、浸透していないこともわか

る。狭義の意味の言葉の修得に比して、見方、考え方、生き方の学びは時間を要するとは言

えるが、これが現状である。 
同アンケートによれば、短大部での授業や行事などによって「人間の尊厳のために」が伝

わったのかを尋ねており、「そう思う」あるいは「少しはそう思う」と答えた学生が 62.1%
おり、2016 年度の 60.5%から若干上昇している。同じ学生が１年時に同じ項目回答した結

果が 53.2%であったことと合わせて考えると、人間としての基本的な宗教心の涵養にある

という宗教教育の意義が徐々に浸透しつつあると言える。 
2016 年度の課題として挙げたキリスト教理解を促すことを目的として、2017 年度は、

「クリスマス聖式」に関しては式次第パンフレットとは別にクリスマスの意義を簡潔に記

した用紙を配布し、「復活祭聖式」の場合も同様の工夫をした。さらに、2017 年度最後の「ラ

ーニング・コミュニティ」の授業内で「感謝ミサ」を執り行っている。 
 

(B) 課題 
2016 年度の課題である授業形態の一義的な方向性の策定に関しては、「キリスト教学」担

当者間で、聖書を核に据える点では合意し、各担当者の個性と方法を尊重することとして授

業を行い、担当者間での情報交換も行ったが、一義的な方向性の決定には依然として至って

いない。 
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(C) 将来の改善計画 
 2018 年度には「キリスト教学」は開講せず、キリスト教系の科目（「キリスト教文化」

「バイブルリーディング」）を開講して読み替えることとなる。それぞれの科目におい

てはその特性に合わせて授業を実施することとなるため、「キリスト教学」の一義的な

方向性の決定は行わない。 
 
II-A-2 女子教育 
 (A) 現状の説明 

短大部における女子教育の具体的な取り組みは、主に「ラーニング・コミュニティ」の中

でさまざまなプロジェクトや講演を通して行われている。2017 年度の具体的な取り組み内

容は、資料 II-A-2-1 のとおりである。 
 
資料 II-A-2-1：2017 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（LCIII は 2 年次春学期、LCIV は 2 年次秋学期の開講科目） 
LCIII 
（第 4 回） 

「Career Planning：目標設定と年間計画」 
学生が卒業後 5 年後 10 年後の自身の姿をイメージしてもらうことを目的とし

て、本学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聞いた。 

LCIII 
（第 10 回） 

「Career Planning：多様な学びと価値観」 
女性の生き方の１つのロールモデルとして、本学キャリア支援室の女性職員の

話を聞いた。就職、転職、結婚、出産、単身赴任、子育て、海外駐在など現実

的な内容だった。 

LCIV 
（第 4 回） 

「Career Planning：生涯学習とライフプラン」 
LC を担当する短大部の教員（女性教員 2 名、男性教員 5 名）が、自身のこれ

までの人生を振り返り、卒業後のキャリア形成の一助となることを願い、エピ

ソードを交えてメッセージを伝えた。 

 
2017 年度に実施した「短大部学生アンケート」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。在籍している２年生で比較す

ると、2017 年度２年生の 79.1%は「そう思う」あるいは「少しはそう思う」と答えてお

り、2016 年度（80.7%）、2015 年度（81.4％）と比べてほぼ同じである。 
 

(B) 課題 
「ラーニング・コミュニティ」では短大部での学びの振り返りや研究スキルを向上させ

ることを目標としていることもあり、女子教育に特化した内容を扱うことについては難し
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い面もあるが、最近の#MeToo 運動のように、女性を取り巻くさまざまな問題に深く切り

込んだ取り組みができなかった。 
(C) 将来の改善計画 

2018 年度に複数開講される「ラーニング・コミュニティ」の授業において、現在の女性

を取り巻くさまざまな問題に深く切り込んだ取り組みをめざす。  
 
II-A-3 英語教育 
(A) 現状の説明 

短大部英語科では、英語科の英語教育の中核として「コアトレーニング科目群」（必修）

を定め、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 は、2017 年に開講された「コアトレーニング科目」の一覧

である。 
 
資料 II-A-3-1：短大部における「コアトレーニング科目」（必修）の一覧 

Second Year Core Classes (Sections S1-S7) 

Reading in English III, IV (reading skills, literature, and extensive reading) 

Discussion in English III, IV (discussion and debate) 

Presentation in English III, IV (speech, presentation, oral interpretation) 

Writing in English III, IV (academic and creative writing) 

Interaction in English III, IV (speaking, grammar, vocabulary, pronunciation) 

 

資料 II-A-3-1 のそれぞれの科目名の横には、当該の科目が育成するおおよそのスキルが

挙げられているが、短大部のコアトレーニング科目は、それぞれが独立して特定の技能の育

成を図っているのではなく、科目間連携によりこれらの技能が育成できるよう、カリキュラ

ムを整えている。 
「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

スト一覧を作成し、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。 
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。2016 年度から行っている English 
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Speech Contest を 2017 年度も開催し、短大部生 14 名が参加している。 
英語科内に「コアトレーニング科目ワーキンググループ」を設置し、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

English 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

に提供するなど、多方面にわたり授業の円滑な運営に努めている。 
「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、２年生の 74.4%が「（充分に、いくらかは）身についた」と回答して

おり、同じ２年生でいうと 2016 年度が 82.3%、2015 年度が 77.9%であったことを踏まえ

ると、2017 年度は過去３年間では最も低いものとなっている。ただし、同じ学生に 2016 年

度に尋ねた時には 53.1%であり、同じく過去３年間で最も低い結果であったことを踏まえ

ると、２年間の学びの成果という意味では、例年と同程度の伸びといえる。 
 
(B)  課題 
ワーキンググループからはコアリンク・リポートへの投稿を毎月依頼したが、2017 年度

には少ない教員数の中で業務の負担が深刻化したことも影響し、教員・回数による多寡の問

題は改善されなかった。 
 
(C) 将来の改善計画 
 2011 年度以来毎年の課題であり続け、最終的に満足の行く改善状況には至らなかった。

2018 年度にはコア・トレーニング科目を開講せず、選択必修科目 English Workshop の読

み替えとする予定である。従来のコアリンク・リポートのシステムもなくなるため、改善計

画はない。 
 
II-A-4 日本文化についての理解 
(A)  現状の説明 

ほとんどの短大部生は、短大部英語科の必修科目である「日本文化」を１年次で履修する

こともあり、２年次になると、学生各々が履修する科目を通して主体的に日本文化を学んで

いくことになる。その中の１つとして、2017 年度の「ラーニング・コミュニティ IV」の中

では、東京オリンピックや外国人労働者の受け入れ、遺伝子組み換えといった日本社会の

諸問題を考えるディベートのテーマを選び、日本の現状を考え、他者に伝える機会とし

ている。 
「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、

59.7%の学生が、「（充分に、いくらかは）身についた」と回答しており、同じく２年生に尋

ねた 2016 年度の 67.2％には下回ったものの、2015 年度の 55.7％よりは若干ではあるが高

い結果となっている。  
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(B) 課題 
 「短大部学生アンケート」で異文化についての理解度を尋ねた項目では、84.5%の学生が

「（充分に、いくらかは）身についた」と回答している。異文化を理解することは日本文化

を理解することとも連関していると考えられるが、アンケート結果を見るかぎり、学生がそ

れを十分に認識しているようにはみえない。 
 
(C) 将来の改善計画 
 開講科目において、可能な限り、異文化理解と自文化理解の連関を認識させるよう心掛け

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異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。その意味

では、短大部２年次生は、１年時の TOEIC の成績に応じたクラス編成を行っており、クラ

ス内のさまざまな個性が交わりクラスの文化が醸成されていく異文化体験を、在学中に２

度経験していると考えることもできる。 
「ラーニング・コミュニティ」では、いずれの学年や科目においても、上述の意味にお

ける他者との交流を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。「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-5-1：2017 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（LCIII は春学期、LCIV は秋学期の開講科目） 
LCIII 復活祭聖式 

LCIV （第 2・3・
5・6・7・8 回） 

ディベート 
異文化理解を深める以下の 3 つのトピックについて、クラス内および別

のクラスの学生とディベートを行い、内容を深めた。 
(1)日本は 2020 年の東京オリンピック・パラリンピックの開催権を返上

すべきである。 
(2)日本国政府は外国人労働者を大幅に増やす政策を採用すべきである,  
(3)日本政府は、全ての遺伝子組み換え食品の輸入、製造および販売を禁

止すべきである。  

LCIV （第 4 回） キャリアプランニング 
LC 担当教員によるキャリアに関するトピックの中に国際結婚が取り上げ

られた。 
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LCIV （第13回） クリスマス聖式 

LCIV （第15回） 感謝ミサ 

 
2017 年度は短大部が受け入れた最後の学生の大半が卒業することから、「ラーニング・コ

ミュニティ IV」の最終回に「感謝ミサ」を執り行っている。 
  コアトレーニング科目群の多くの科目は、外国人教員が担当しているということもあり、

その中で異文化を理解するためのさまざまな取り組みを日常的に学ぶ機会が用意されてい

る。中でも大きな異文化理解の機会として、必修科目である「Interaction in English III・
IV」では、2015 年度より、各学生が国を１つ選び、クラスでその国を紹介しあう The Travel 
Bazaar を開催している。その他、12 名が参加した English Speech Contest の中でも、異

文化理解の重要性が数多く言及されている。 
 
(B)  課題 
外国人教員と学生との間に異文化理解の齟齬が生じる場面があった。 

 
(C) 将来の改善計画 

2018 年度には、(A) にあげられた具体例が実践可能な授業が大幅に減少するが、「異文化

理解」については学生に十分理解させるよう心掛ける。 
 
II-A-6 カリキュラムの検討 
(A) 現状の説明 

英語科の募集停止決定にともない、2017 年度は、カリキュラム検討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・改善と、長期的に短大部英語科の教育成

果が後々活かされていくための検討を引き続き行う年度となった。現時点での科目構成の

中での検討・改善については、2016 年度にも行われた学生との FD 会や「短大部学生アン

ケート」などの結果を参考に、個々の授業科目担当者が実施するに留まり、学科全体としの

刷新は見送られている。短大部英語科での教育成果をどのように活かすかの検討について

は、教育実践の総括として、2011 年度から実施されているカリキュラムの総合的な振り返

りを FD 総括報告書『Spes et Gaudiam 南山大学短期大学部 2011‐2017』の執筆および

その編集過程の中で行っている。また、その結果は、第３回 FD 会で報告され、共有されて

いる。 
 
(B)  課題 
  短大部からの移籍後に短大部の教育成果をどのように活かしていくか、また、2018 年度

の短大部教育においてどうするか、が課題である。 
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(C) 将来の改善計画 
 どの点を活かして教育を継続していくかについては、短大部各教員の移籍先でのカリキ

ュラムとの整合性に鑑みながら個々に実践していくことになる。また 2018 年度も引き続き

在籍する学生に対してもカリキュラムは従前のものを継続することになるが、履修者数が

極端に少なくなるため、カリキュラム体系は同じであっても、実態にあった授業デザインへ

修正する必要が出てくる。授業担当者間での情報共有を密にし、個々のクラスや受講学生の

状況に合わせて授業デザインを工夫する。 
 

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 

キャリア支援事務室と短大部進路支援チームが必要な情報を提供するとともに、正課授

業「ラーニング・コミュニティ」内でも「キャリアプランニング」と題して、３回にわたり

進路を考える機会を設けている。その際、就職希望者と編入学等希望者が混在する短大部の

状況を考慮し、10 年先の人生を考えさせることを意図した内容を盛り込んでいる。 
・「一般職の就職活動」（4/19 開催） 
・「優良中堅・中小企業の探し方」（7/5 開催） 
・「社会人準備セミナー（内定者対象）」（11/29 開催） 
上記のもの以外にも、キャリア支援室および「ラーニング・コミュニティ」担当教員らに

よる学生の個別対応が随時なされている。学生のキャリア支援室来室個別相談件数は、延べ

数で 165 件であった。月別来室者数は、４月：43 件，５月：54 件，６月：29 件，７月：

19 件，８月：３件，９月：３件，10 月：３件，11 月：５件，12 月：２件，１月：４件と

なっている。「ラーニング・コミュニティ」の授業内で再三にわたりキャリア支援室の利用

を呼びかけたものの、個別相談件数が伸びなかった原因は特定できていない。 
短大部生を対象とした求人について、学生は大学ポータルサイト（PORTA）により、自宅

からでも情報を得ることができる。2017 年度を含む過去３年間の就職状況は、資料Ⅱ-B-1-1-
2 のとおりである。 
 
資料Ⅱ-B-1-1-2：過去３年間の進路の状況（2018 年３月 31 日現在９月卒業者を含む） 

 2017 年度 2016 年度 2015 年度 

卒業予定者数 151 132 150 

就職 77 67 81 
編入学 42 39 44 
留学 7 6 11 
専門学校 1 2 7 
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一時的な仕事 14 8 5 
非就職者 6 4 1 
進路不明 4 6 0 
  うち就職希望者 (2) (1) (0) 

合計 151 132 150 
就職内定率 
＜就職者数／（就職者数＋就職希望者）＞ 97.47％ 98.51% 96.30% 

学校推薦依頼企業数 2 8 7 
学校推薦決定者数 1 4 10 

 
「短大部学生アンケート」において、就職課・キャリア支援室によるガイダンスと個別相

談に対する満足度を尋ねたころ、資料Ⅱ-B-1-1-3 の結果となった。 
ガイダンスに関しては、30.3％（2016 年度 58.9％）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。課室による短大部２年生対象のガイダンスは実施されて

いないため、この数字は、2016 年度に１年生を対象に実施されたものについてを主とした

回答であると考えられる（当該学年の１年次における同項目への回答は 58.8%であった）。

ガイダンスに関する事情は例年と同じであるため、2016 年度比で約半分にまで数値が下が

った理由は明らかではない。「ラーニング・コミュニティ」の授業のうち「キャリアプラニ

ング」をテーマとしたものが３回あったが、その授業内容との混同の可能性もある程度は考

えられる。個別相談については、「（充分な・いくらかは）サポートを受けた」と回答した学

生は、49.7％（2016 年度 41.2％）である。 
ただし、このアンケートの回答者には編入学や留学の希望者も含まれているため、アンケ

ート結果が必ずしもキャリア支援室のサポート不足を意味するものではない。 
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資料Ⅱ-B-1-1-3 就職課・キャリア支援室のサポートに対するアンケート 

 
  
(B) 課題 

学生が自らキャリア支援室に足を運び、必要な情報入手だけではなく、気軽に担当者に相

談したいと思わせる雰囲気をいかに醸成するかが重要である。学生は、個人では大手サイト

利用による就職活動を好む傾向がある。この方法は簡便ではあるものの、その活動が第三者

の目には届きにくく、またそこで得られる情報は必ずしも短大部卒業生に向けられている

わけではないため、短大部就職希望者に最も適した支援活動はどうあるべきかを考えてい

く必要がある。 
 

(C) 将来の改善計画  
2018 年度にも引き続き短大部に在籍する学生への就職支援に関しては、個々の学生の動

向を教員が明確に把握することに加えて、より具体的な情報をキャリア支援室との間で共

有するなど、少人数教育の利点を生かした就職指導を行う。 
 

II-B-1-2 編入学支援 
(A) 現状の説明 

2017 年度の編入学支援は、２年生のみを対象とし、例年どおり『編入学の手引き』を作

成し、年度のはじめに PORTA を通して学生に配布している。また、ガイダンス開催なども

PORTA で周知するだけでなく、「ラーニング・コミュニティ」の授業開始時に全２年生に

14.0% 11.6%
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20.2%

7.8%

7.8%
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41.9%
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どちらともいえない サポートとして不充分

利用しなかった
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向けて周知し、適宜資料も配布している。 
２年生を対象としたガイダンスは、資料 II-B-1-2-1 にあるように、南山大学推薦編入学短

大部内選考の申請手続き前と学部内選考の結果後の合計２回行っている。編入学を希望し、

５月のガイダンスに参加した学生は 56 名で、昨年度（2017 年度、51 名）と比べて若干多

くなっており、南山大学推薦編入学の志望者数についても、2017 年度と大きな差はないも

のの、41 名（2017 年度は 39 名）が出席している。 
 
資料 II-B-1-2-1 ：編入学ガイダンスの実施状況 
回数 開催日 対象・参加人数 説明内容 

第 1回 

 

5 月 10 日 2 年生対象・56 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 26 日 南山大学編入学短大

部内選考通過者・33 名 

南山大学編入学試験に向けての注意点について 

 
例年、他大学から依頼のある推薦編入学においては、依頼が届いた段階で個々の選考スケ

ジュールを決定し、PORTA を通じて学生に案内していた。しかしながら、会場や面接者の

確保といった事務作業に対して、同制度を利用する学生が、例年、ほとんどいないことから、

2017 年度は推薦編入学の依頼があったことのみをまず PORTA に掲示し、学生は合同研究

室で選考要領を閲覧し希望があった場合にのみ、書類提出日や面接スケジュールなどを個

別に決定・通知するという方法に変更した。その結果、それまでの事務作業が大幅に軽減さ

れることとなった。  
南山大学推薦編入学は、例年、志望者が最も多いこともあり、資料 II-B-1-2-2 にあるよう

に、早い段階でスケジュールを決定し、短大部内での選考態勢を整えている。2017 年度

（2018 年度入試向け）は前年よりもさらに少ない教員体制となったが、日程や教員配置を

再検討したこともあり、学部内選考の上でも問題は生じていない。 
 
資料 II-B-1-2-2：南山大学推薦編入学試験短大部内選考のスケジュール  
実施日 内容 
6 月 26 日～7 月 7 日 短大部内選考申込票・自己評価書の配布と提出 
9 月 4 日 作文 
9 月 7 日および 8 日 面接 
9 月 13 日 短大部内選考結果発表 
9 月 13 日～18 日 短大部内選考 2 次申込票・自己評価書の配布と提出 
9 月 19 日 作文 
9 月 20 日 面接 
9 月 26 日（5 時限目） 短大部内選考通過者向け編入学ガイダンス 
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10 月 26 日～ 南山大学推薦編入学審査願書提出期間 
11 月 25 日 南山大学推薦編入学審査 
 
南山大学推薦編入学の結果は、資料 II-B-1-2-3 のとおりである。南山大学推薦編入学短大

部内選考を通過し南山大学推薦編入学試験を合格した学生は 33 名（2016 年度は 35 名）と

なっており、前年度比で２名減っている。 
南山大学推薦編入学に関しては、合格者を対象に、すでに南山大学に編入学した先輩学生

との交流会を開催し、編入学後の生活について意見交換を行っている（参加者：在学生 13
名、卒業生 18 名）。 
 
資料 II-B-1-2-3 南山大学編入学短大部内選考 

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 0 (1) 0 (0) 0 (1) 0 (2) 0 (2) 
人類文化学科 3 4 (4) - (-) - (-) 3 (3) 3 (3) 
心理人間学科 6 6 (7) 3 (-) 3 (-) 6 (6) 6 (6) 
日本文化学科 5 6 (4) - (0)  - (2) 5 (4) 5 (4) 

外国語学部 

英米学科 9  7(7) 1 (0) 1 (0) 5 (6) 5 (5) 
ｽﾍﾟｲﾝ・ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶ学科 2 2 (1) - (0) - (0) 2 (1) 2 (1) 
フランス学科 2 1 (0) 0 (0) 0 (1) 1 (0) 1 (0) 
ドイツ学科 2 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
アジア学科 1 0 (2) 1 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (2) 

経済学部 経済学科 3 1 (2) 1 (0) 2 (1) 2 (3) 2 (3) 
経営学部 経営学科 2 5 (3) - (-) - (-) 2 (2) 2 (2) 
法学部 法律学科 1 0(0) 2 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 

総合政策学部 総合政策学科 7 9(8) - (-) - (-) 7 (7) 7 (7) 
合計  45 41(39) 8(0) 7 (5) 33(36) 33 (35) 

               ※ –は募集枠がないもの、0 は応募がないもの。（ ）内は昨年度実績 

 
関西学院大学の推薦編入学には１名の応募があり、学部内選考を通過し本試験でも合格

している。 
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2018 年度一般編入学試験においては、計７名が合格している。 
南山大学（総合政策学部）に１名が合格した。毎年度応募がある三重大学には、今年も１

名が人文学部に合格した。椙山女学園大学には 3 名が合格した（国際コミュニケーション

学部２名、教育学部１名）。名古屋外国語大学（外国語学部）に１名が、大阪芸術大学（通

信教育部）に１名が合格している。 
 
(B) 課題 

2019 年度の南山大学推薦編入学については、制度は存続するものの、募集人数が非常に

限られることになる。申請者の有無も予想しがたく、現時点ではその選考体制が整っていな

い。 
 

(C) 将来の改善計画  
2019 年度の南山大学推薦編入学制度については、従来の「2 年次春学期までの GPA」か

ら「１・２年次２年間の成績の GPA」を申請時の条件とすることを教授会で決定し、2017 年

度段階で学生達にもその旨を周知している。希望者がいる場合には、従来同様に志願者の質

を維持した選考を行う。 

 
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。2017 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、問い合わせが数件あったものの、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、2017 年度の応募はなかった。 
なお、協定による留学とは異なる形態となるが、2016 年度に引き続き、卒業生１名（2017

年９月卒業）が提携大学へ編入学している（Seton Hill University、心理学部、３年次）。 
留学に関する情報をまとめた冊子『留学の手引き』の 2016-2017 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。   
一部が南山大学の留学協定校となった留学提携校５大学との関係を強化するため、デジ
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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 
2017 年度もまた、在学生の応募者がいなかった。 

 
(C) 将来の改善計画 
 2018 年度以降在籍する学生が留学を希望する場合には、未充足分の単位取得が優先とな

るため、在学中の留学ではなく、卒業後の留学についてサポートを行う。 
 
II-B-1-4 短大部将来構想に関わる支援 
(A) 現状の説明 
 休学や単位未充足等の理由で 2018 年度以降に在籍した場合の短大部の状況について、学

部長から繰り返し「ラーニング・コミュニティ」の授業で全員を対象に、最後の学生が卒業

するまで短大部は残り、指導を続ける旨説明をしている。 
休・退学希望者に対しては、2018 年度末以降に残留する場合の状況、再入学の条件や可

能性について誤解のないよう充分に説明をした。また、学生指導を行う教員にも誤解のな

いよう、教授会で確認した。 
2018 年 3 月の卒業判定の結果、在学生の約１割にあたる 18 名が単位未充足となった。

卒業をめざす学生に対しては最後まで学生支援を続ける方針と教務ガイダンスの案内を

PORTA に掲載すると共に、再試験対象者を除く 14 名には、文書を本人と保証人に郵送し

た。 
その後４名が再試験の結果卒業を認められ、４名が退学を希望した結果、2018 年度の残

留学生は 10 名となった。 
2018 年度の短大部の開講科目については、春学期から執行部、教務委員会と協議し、早

い段階で計画をたてるよう努めた。限られた開講科目により残留生が卒業に必要な単位を

確実に充足できるよう綿密な検討を重ねて時間割編成委員が作成した時間割に沿って、学

部教務委員が個々の学生の必修科目時間割を作成し、教務委員と次期学科長が教務指導を

行った。 
 

(B) 課題 
 それぞれの授業担当者が、少人数から極小人数のクラスでの効果的な授業を構築する必

要がある。 
最後の短大部生が卒業するまでの支援が適切に行われるよう、必要な計画・対策を適宜考

える必要がある。 
 

(C) 将来の改善計画 
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 短大部では、多くの授業がピアラーニング、アクティブラーニングを中心に展開してきた

が、それらが不可能なクラスでの効果的なメソッドを模索し、授業担当者間での情報共有を

密にする。 
 個々の学生の出欠状況や学習進度等についても、教員間での情報共有に努め、早い段階で

の問題把握、解決に努める。 
 
II-B-2 広報活動 
(A) 現状の説明 

2017 年度入学生の募集を停止しており、入試関連の広報活動は行っていない。短大部が

提供している広報活動として、南山大学公式 Web ページ上の「学部・学科」→「短期大学

英語科：学科の紹介」サイトを残したことに加えて、「学部作成 Web ページ」の運営も併せ

て継続している。学部作成ページは、主に学生の活動である「べタニア活動報告」および「英

語オーラルインタープリテーションコンテスト」の告知や申込み受付に利活用している。ま

た、短大部公式 Facebook には、15 回の投稿による更新を行い、閲覧回数は 6,043（1 月末

現在）となっている。併せて、高校・中学からの依頼による出張模擬授業２回実施し、教育

研究支援事務室の依頼による高大連携事業模擬授業も２回実施している。 
 

(B) 課題 
2018 年度も 10 名の在籍者が見込まれる。Web サイトや Facebook 等は継続的に利用で

きる見込みであるが、これまで紹介していた短大部の行事等は激減するため、運営に工夫が

望まれる。 
 
(C) 将来の改善計画 
 Web サイトや Facebook の継続活用を在籍学生へのサポートの一環と位置づけ、紹介可

能な行事等を積極的にとりあげる。 
 
II-B-3 教職課程  
(A) 現状の説明 
「中学校教諭２種外国語（英語）教育職員免許状」の取得を目的とする教職課程について

は、南山大学教職センター委員会がその運営の中心として統括しており、全学体制で指導が

行われている。短大部の教務委員が教職センター委員会にも参加し、短大部内では１名が教

職担当として短大部の教職課程履修者の指導にあたっている。2017 年度は、２年生のみが

対象となり、年間計画に基づき、教務課資格係の協力の下、教職課程の履修および教職課程

ガイダンスを実施している。 
2017 年度の２年生教職課程履修者は９名であり、科目履修はもちろんのこと、全員が介

護等体験および教育実習を終えている。教員免許所得者は、２年生９名であった。 
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2017 年度の課題として、本年度より新たに始まったクォーター制度によって教職ガイダ

ンスや実習指導を行う上での困難さが 2016 年度時点で予想されていたが、実際には大きな

問題もなく南山大学との合同によるガイダンスなどが実施され、短大部の学生も参加する

ことができた。また、もう一つの課題として、同制度の導入にともない、教育実習・介護等

体験での欠席を出席すべき回数に含めないこととされ、それを受け、教務課での申請手続き

の仕方が新たに加わったため、徹底した指導を行った結果、全員が提出期間中に実習による

欠席に関わる申請書類を提出し、手続きも無事に終えている。 
 
(B) 課題 

2017 年度においては、2016 年度の課題を受け、指導の強化を図ったつもりであるが、書

類の提出については、提出期限には間に合うものの、締め切り間際で提出することが多く見

られた。 
 
(C) 将来の改善計画 
 2018 年度には、教職課程を履修する学生がいないため、なし。 
 
II-B-4 ベタニアの活動 
(A) 現状の説明 

2017 年度は 15 名（すべて２年生）が「SA（Student Assistant）」として登録し、活動

している。2017 年度は２年生のみであるため、ベタニアの中核の１つである１年生を対象

とした学習支援の活動ができなかったものの、主にランチタイムを利用して、英語学習や異

文化体験、編入学の意見交換等を行っている。具体的な活動と参加人数は、資料 II-B-4-1 の

とおりである。 
 

資料 II-B-4-1：2017 年度ベタニアイベント参加状況     
日付 活動内容 2 年 その他 合計 

4 月 26 日 ピクニック 10 0 10 

5 月 16 日 Tell Me Sempai～編入編～ 34 12 46 

5 月 23 日 CARD GAME 7 0 7 

6 月 20 日 洋楽リリックマスターズ 8 0 8 

7 月 11 日 Tell me Sempai〜編入編 part2〜 18 9 27 

10 月 4 日 国際交流イベント 8 7＊ 15＊ 

10 月 10 日 TOEIC 対策 5 3 8 

10 月 31 日 TRICK OR TREAT!! 10 6＊ 18＊ 
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11 月 28 日 Bill 先生による無料のスペシャルライブ！！ 7 0 7 

12 月 5 日 

OPEN ROOM 
〜英語に役立つ本をゲットしよう！〜 

10 10 10 

12 月 7 日 4 4 4 

12 月 12 日 9 9 9 

12 月 14 日 3 3 3 

12 月 15 日 16 16 16 

12 月 21 日 3 3 3 

12 月 22 日 10 10 10 

1 月 9 日 Tell Me Sempai〜編入生交流会〜 13 18 31 

                          （単位：人） ＊留学生を含む 
 
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」や卒業パ－テ

ィでは、主催者として運営に関わっている。 
 
(B) 課題 
後輩のいない状態で活動計画を立てることは難しく、2016 年度と比べて活動数と参加人

数が減少している。 
 
(C) 将来の改善計画 
 2017 年度末をもってベタニアの活動が終了するため、なし。 
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【基準 III 教育資源と財的資源】 

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。 
今年度は、最後の学年の学生が残るのみとなった。学生数が半減したため、学科開講科

目のほぼすべてを専任教員が担当した。前年度より大学の入試広報委員会への参加は免除

されていたが、今年度はさらに試験運営や南山 Extension 等の委員会へ参加も免除となっ

た。一方、例年の学部学科のルーティン業務に加えて、閉学部記念関連事業として行事

（感謝ミサ、懇親会）の企画運営や総括報告書と学部紀要終刊号の刊行、教員の移籍先の

決定が年度末近くに延びたことによる 2018 年度の予定担当授業の差配等、一部の教員に

例年にはない多くの仕事が集中する結果となった。 
 これまでのように、大学が行う FD 活動に加えて、短大部独自の FD 活動も活発に行っ

た。南山大学の FD 委員に学部長、学科長を加えた３名が中心となり、2017 年度は、学部

所属教員全員が参加する FD 会を３回開催した。そのうち１回は非常勤講師も参加した。例

年とは異なる日程での開催とし、初参加の非常勤講師の参加があった。別の 1 回は総括報

告書の作成を中心に実施し、短大部所属職員 5 名、他学部所属教員 1 名も参加している。

さらに学生と教員による FD 会を１回開催し、併せて FD News を発行している。学生との

FD会には職員３名も参加した。短大部所属教員によるFD参加率は直近４年間連続で100%
となっている（留学中の教員を除く）。各 FD 会の短大部教員参加率は、第１回 92%、第２

回 100%、第３回 75%、学生との FD 会 50%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『短期大学部自己点検・評価報告書』に

記載している。  
 大学 Web ページの「教育活動」欄の記載について数年来学部で呼びかけた結果、2017 年

度は１名の教員を除いた全員が記載を行った。記載のなかった教員も、過去３年間の教育活

動に関しては記載をしている。 
 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
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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。2017 年度は、該当する教員はいない。 
2017 年度には、短大部閉学部関連事業の一部として『南山大学短期大学部紀要』（旧 南

山短期大学紀要）終刊号を刊行し、2016 年度に短大部に在籍し授業を担当していた無期任

用専任教員 14 名全員の論文を掲載している。 
2017 年度における専任教員（有期任用教員 A.I.を含む 11 名）の研究活動は、資料 III-A-

2 のとおりである。昨年度は例年に比して業績数に減少が見られたが、2017 年度は例年の

レベルに戻ったと言える。上述の短期大学部紀要終刊号に無期任用教員全員が研究論文を

公刊した他、国際学会、国内学会での研究発表も順調であり、今後の論文公刊も期待できる。 
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資料 III-A-1：2017 年度短大部内・英語科内役割分担 
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資料 III-A-2：専任教員の研究活動情報（2017 年度（2017.4.1～2018.3.31）） 
 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 4 

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 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 25 

 
  科学研究費助成事業（科研費）については、2017 年度は新規の採択はなかったものの、

資料 III-A-3 にあるように継続の２名が交付を受けている。 
 
資料 III-A-3：科研費の採択状況（2017 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） 2015/4 ～

2018/3 

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） 2015/4 ～

2018/3 

2018 年度に向け、2017 年度には初申請者２名を含む８名（申請資格を有する教員の 80%、

再任用中の教員を除く）が申請を行っている。 これまでに申請を実施したことのない教員

は 1 名のみとなった（再任用中の教員を除く）。2018 年度科研費を申請した８名のうち２

名が新規採用の内定を得た。また、１名は 2015 年度から受けている助成の継続延長を認め

られた。 
2017 年度は、2015 年度より実施している、科研費獲得のあった教員に対する学部共通研

究費の傾斜配分に加えて、採否は問わず科研費申請を行った教員への学部共通研究費の傾

斜配分を新規に実施している。 
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からそれぞれ助成を受けており、外部資金や奨励金を申請する教員

数が増加している。採択課題の詳細は、資料 III-A-4 のとおりである。 
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資料 III-A-4：科研費以外の研究助成（2017 年度） 
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 Experience in Teaching and 

Learning Literacy in EFL 

through Readers Theatre  

南山大学パッヘ研究

奨励金 II-B 

2017 

五島 敦子 個人 アメリカにおける成人の学位取得

の阻害要因とその対策 

南山大学パッヘ奨励

金（区分 I-A-2） 

2017 

伊藤 聡子 個人 文学テクストの教室での使用につ

いて 

南山大学パッヘ奨励

金（区分 I-A-2） 

2017 

 
短大部教員は、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 2017 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-5：2017 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 名古屋市教育委員会学校評議員 2017/4/1~2018/3/31 

浅野 享三 日本リメディアル教育学会理事、副会長 2017/4/1~2017/8/31 

浅野 享三 英語教育実践研究会代表 2017/4/1~2018/3/31 

浅野 享三 教員免許状更新講習講師  2017/8/25 

浅野 享三 愛知県立時習館高等学校 出張授業 2017/9/2 

浅野 享三 名古屋市立名東高等学校 出張授業 2017/10/19 

浅野 享三 愛知県中学校英語弁論大会（光が丘女子高校）審査委員長 2017/10/28 

Ford, Ashley Judge for Nanzan Junior College Oral Interpretation 

Contest 

2017/11/18 

五島 敦子 全日本大学開放推進機構理事 2014/4/1~2018/3/31 

市瀬 英昭 カトリック中央協議会典礼委員 1989/4/1～現在に至る 

市瀬 英昭 『ローマ・ミサ典礼書』改訂委員会副委員長 2000/4/1～現在に至る 

市瀬 英昭 賛美歌学会顧問 2001/4/1～現在に至る 

市瀬 英昭 群馬使途職協議会典礼委員会主催講演会、テーマ：「典礼と宣

教―『典礼憲章』を学ぶ」 

2017/8/19  

石崎 保明 日本英文学会誌『英文学研究』編集委員 2017/4/1～2020/3/31 

石崎 保明 近代英語協会理事 2017/4/1～2021/3/31 

伊東 留美 南山大学人間関係研究センター 定例研究会発表（ワークシ

ョップ） 

2017/12/5 

伊東 留美 南山大学人間関係研究センター 人間関係基礎講座 2017/11/4～2017/11/5 
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伊藤 聡子 南山学会幹事（文学・語学系列） 2016/4/1～2018/3/31 

Kluge, David JALT PanSIG Poster Session Chair 2014/6/1~2017/6/1 

Kluge, David Nojiri Lake Association Membership, Rentals, & Property 

Committee Chair 

2015/8/30~現在に至る 

Kluge, David JALT Speech, Drama, & Debate SIG Conferences Chair 2015/11/20~現在に至

る 

Kluge, David JALT International Conference Proposal Reader 2017/2/1~2017/8/1 

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

Conference Chair  

2017/10/31~2017/11/7 

Kumai,William 11th TOKAI HOKURIKU KOSEN PRESENTATION 

CONTEST JUDGE 

2017/11/11 

David Kluge JALT Speech, Drama, & Debate SIG Early Spring  

Conference & Retreat Conference Chair 

2017/12/1～2018/3/28 

中田 晶子 日本ナボコフ協会運営委員 1999/5～現在に至る 

中田 晶子 International Vladimir Nabokov Society Nabokov Online 

Journal 編集委員 

2006/12/1～現在に至

る 

中田 晶子 日本ナボコフ協会学会誌編集委員 2017/4～現在に至る 

中田 晶子 International Vladimir Nabokov Society Official Website 

Transparent Things 注釈頁作成担当 

2017/10～現在に至る 

Susai, Raj 講演会 聖霊高等学校「キリスト教教育の精神」 2017/5/7 

山田 泰広 日本ホプキンズ協会関西部会代表 2006/11～現在に至る 

山田 泰広 2018年度カトリック学術奨励金「研究奨励賞」第二次選考

委員 

2018/3/6～2018/3/20 

 
(B) 課題 
科研費申請は、初申請者 2 名を含む 8 名が申請した。再任用中の教員を除いた全教員の

80％にあたるが、全員申請の目標には達していない。 
 
(C) 将来の改善計画 
 2018 年度に短大部に残る教員のうち、定年に達していない 2 名の教員は、2017 年度に

引き続き 2018 年度も確実に申請することとする。 
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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、前学長の

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きた。2017 年

度も 5 月の教授会に新学長が短大部を訪問し、教授会開始時に講話と懇談を行った。 
 
（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、引き続き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 

2017 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２名、講師２名の計 12
名で構成し、短大部運営の重要事項を審議・決定している。2017 年度は 19 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、学科長、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。  
2011 年度以来毎年学部学科組織編成と役割の点検・改善を学部運営委員会が実施してい 

る。2017 年度の課題は、学部構成員５名の減少に伴い、一部の教員への過重な負担を避け

ることであったが、学部内ルーティンの業務に加えて教員の移籍に伴う特別な業務や閉学

部記念事業があり、さらに大学の役職や入試関連業務が新規に加わり、多数の教員の負担

が増加した年度であった。 
毎年実施している「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項

目について教授会で検討したうえで、年度末に実施した。 
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短大部所属教員１名が短大部としては初めて 1 年間の留学を取得した。 
2016 年度に引き続き、短大部の閉学部に関して在学生の不安の解消に努めると共に、

休・ 
退学希望者に対しては、2018 年度末以降に残留する場合の状況、再入学の条件や可能性に

ついて誤解のないよう充分に説明をした。また、教員間にも誤解のないよう、教授会で確

認した。 
 2017 年度末に予定されていた短大部閉学部事業について継続的に計画の検討と必要な作

業を行い、休刊となっていた『南山短期大学紀要』の復刊としての『南山大学短期大学部紀

要』（終刊号）の出版ならびに閉学部記念行事（感謝ミサ・懇親会）を実施した。他に 2017
年度の FD 活動の一環として７年間の短期大学部の教育と学生指導を中心とした総括報告

書『Spes et Gaudium 南山大学短期大学部 2011‐2017』 を作成し、刊行した。 
 
（B） 課題 

2018 年度の短大部は、学部長、学科長、再任用中の教授 2 名の 4 名の組織となる。極小

学部として学部学科の運営体制を確保するとともに、残留生が確実に必要な単位取得を行

えるよう適切な支援体制を構築することが課題である。 
 

（C） 将来の改善計画 
 2018 年度の短大部の授業はすべて小人数での実施となる。短大部所属教員のみならず授

業担当者との情報共有を密とし、残留学生の状態の把握に努める。 
2019 年度の短大部の開講科目について執行部と協議し、残留生の利益を確保するよう努

める。 
 短大部閉学部の際に必要な作業の検討を実施する。 
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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 

現在の名称となって４回目、旧南山短期大学時代から数えると 23 回目となる大会を、

2017 年 11 月 18 日（土）に本学フラッテンホールにて開催している。参加人数は約 260 人

（出演者 104 名）であった。これまでと同様に参加校は中学・高校・大学にわたり、2017
年度は愛知県中学校２校、同高校 13 校、三重県高校１校、および愛知県大学１校の参加を

得ている。大会終了後には、南山大学内の食堂にて、全出演者が一堂に会して情報交換する

懇親会を開催している。 
コンテスト開催時に毎回実施しているアンケート結果からは、大会の教育的意義だけで

なく、運営面に関しても賛辞の声が多数を占めている。2017 年度はとりわけ多く、同時に、

大会が最後となることを惜しむ記述も目立った。 
 
(B) 課題 

短大部が主催して現行の形式で行うのが今回で最後となる。 
 

(C) 将来の改善計画 
本取り組みの意義に鑑みて多方面から検討を重ねた結果、南山大学外国語学部英米学科

が引き継ぐことになった。大会の内容としては、これまでのような順位を競う大会ではなく、

フェスティバルとして発表の機会を幅広く提供する内容となる予定である。 
 

 


