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2017年度人文学部自己点検・評価報告書 

 

人文学部長 青柳 宏 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学部・学科の理念・目的の適切性を定期的に検証するという観点

では、3 つのポリシーの検証の仕組みを構築することが、やはり

重要であり、取り組むべき中期的な課題であると認識している。

グランドデザインの検討も視野に入れつつ、いずれ具体的作業に

入っていきたい。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 3 つのポリシーについては、2016 年度末に全学的に見直しが行わ

れたが、2017 年度からのクォーター制の導入やそれに伴うカリ

キュラム改正の結果を必ずしも反映していない部分や学科間で不

統一な部分があったため、学科長会議と学部カリキュラム委員会

が中心となってさらなる修正を行った。ただし、新カリ生と旧カ

リ生が混在した中でスタートしたクォーター制やそれに伴う新カ

リキュラムへの対応に追われ、3 つのポリシーを定期的に検証す

るシステム構築には至っておらず、2018 年度以降の課題であ

る。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 人文学部では、学部内に学部カリキュラム委員会および学部将来

構想 WG を常設し、前者では主にカリキュラムに関わる事項につ

いて、後者では学部の将来構想と教育・研究環境の改善に関わる

事項について、それぞれ学部長の要請を受けて検討してもらうと

いう体制を取っている。2017 年度には、3 つのポリシーの修正に

加えて、前者にカリキュラム改正にまつわる『履修要項』と学科

ガイダンス資料に関する検討を、後者には 2019 年度から開始す

る「人文学異文化研修短期留学プログラム B」の派遣先の検討を

依頼した。（学部カリキュラム委員会記録、学部将来構想 WG 記

録、教授会記録） 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 人文学部は 4 学科を擁し、専任教員数が 60 名を超える大所帯で  
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あるが、①教授会・教授会懇談会、②学科会議・学科懇談会、③

学科長会議・教授会運営委員会、④学部カリキュラム委員会・将

来構想 WG、という学部内の諸会議体が連携しつつ、問題に応じ

て分業して作業し、できるだけ迅速に結論を出すよう努めている

（諸会議体記録） 

2-1-2 2017 年度に学部として取り組むべき重要案件（前学部長からの

引き継ぎ事項も含む）をまとめた文書「2017 年度学部懸案事

項」を学部長が作成し、各学科長、教授会運営委員、学部カリキ

ュラム委員、学部将来構想 WG 座長で共有した。懸案事項の検討

の方向性やタイムスケジュールを明確化したことで、その後の学

部運営が概ねスムーズになった。（「2017年度学部懸案事項」） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 学部および各学科の FD 活動を連携して進めるための学部内委員

会、さらに、PDCA サイクルのチェックに特化した学部内委員会

の設置を検討している。 

 

2-2-2 特になし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 ≪理念・目的≫「２．現状の説明」1-2-1 で述べたように、3

つのポリシーを定期的に検証するシステムが未整備。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学部カリキュラム委員会で定期的に検討してもらう。  

 

 

≪教員・教員組織≫ 

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

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 教員評価の内規に関する申し合わせ事項の一部の内容について、

ピアレビューの基本精神をいかに反映させていくかについて、今

後検討していくべき余地がある。 

 

1-1-2 本学部において、科研費をはじめとする外部資金の申請状況は、

かならずしも執行部がもとめるような高い申請率となっていな
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い。教育ととともに研究をも重視するという姿勢のひとつのあら

われとして、所属教員の外部資金申請率を向上させていくための

具体的な対応を、今後検討していくべきであろう。 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 人文学部では 2016 年度末に「人文学部における教員評価の基準

と実施体制に係る内規」を改正すると同時に同内規に関する「申

し合わせ」を作成した。これらは、任用・昇格や人事管理に使う

ことが目的のようにみえるが、元来教員間のピアレビューのため

に作成されたものであることを学部将来構想 WG 議事録より確認

した。さらに、「内規」と「申し合わせ」の整合性について教授

会運営委員会で議論し、2019 年度末までの移行期間内に学部内

教員評価委員会で適切な修正を加えることにしている。（学部将

来構想 WG議事録、教授会運営委員会記録） 

 

1-2-2 2017 年度に科研費を始めとする外部資金を受給している教員は

延べ人数（研究代表者、研究分担者としての重複受給者を含む）

で 38 名であり、2016 年度の 35 名から若干増加した。（「2017 年

度科研費保持者一覧（代表・学内分担者）、「2017 年度科研費学

外分担金受入一覧」） 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 人事については、教授会運営委員会・学科長会議で毎回議題とし

て取り上げ、継続的な協議と確認を行っている。4 学科それぞれ

の意向を尊重しながらも、特に任用に当たっては大学院の担当の

ことも考慮しつつ進めてきた。（教授会運営委員会記録） 

 

1-3-2 例年どおり 5 月に教員評価委員会（学部長、4 学科長、学部選出

評議員 2 名）を開催し、学部所属全教員について 2016 年度の教

育・研究活動を中心にレビューを行った。（教員評価委員会記

録） 

 

1-3-3 教授 2 名、准教授 4 名、講師 3 名の任用、教授への昇格 1 名、准

教授への昇格 1 名、研究休暇 1 名、さらに客員研究員 1 名の受入

を学部人事として行った。（教授会記録） 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 教員評価委員会によるレビューによって、ほとんどの教員が継続

的に研究活動を行っていることが確認できた。ごく少数ではある

が、業績の上がらない教員については、委員会が助言と指導を行

った。さらに、同レビューの結果は、昇格等の人事にも活用し
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た。（教員評価委員会メモ） 

2-1-2 2010 年度以降、個人研究費による多様な形態の研究出張が認め

られている結果、2017 年度においても教員の活発な研究活動の

実態がうかがえる。（研究出張報告書） 

 

2-1-3 2010 年度以降、個人研究費については基礎額 50 万円に加えて、

30 万円を上限として申請ベースで特別配分を行っているが、そ

の執行率は 2017 年度も継続的に高く、研究活動が活発に行われ

ていることを示している。（教授会運営委員会記録） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 教員評価については、現在では人事管理的色彩が強いので、本来

のピアレビューの精神をいかに具体化すべきかを検討する必要が

ある。 

 

2-2-2 特になし。  

2-2-3 学部研究費特別配分の申請率が上がっているため、予算の関係上

全申請者に希望額を配分できないこともある。たとえば、科研費

を始めとする外部資金獲得の有無を反映したかたちで特別配分額

を傾斜配分とすべきかどうかの検討を始めるべきときにきている

かもしれない。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 ピアレビューとしての教員評価のあり方  

3-1-2 学部研究費の適正配分  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 ピアレビューとしての教員評価のあり方については、教員評価委

員会および学部将来構想 WGを中心に検討する。 

 

3-2-2 学部研究費の特別配分額（あるいは基礎額も）を外部資金の獲得

状況に応じて傾斜配分にすべきという声もある。ただ、人文学に

は必ずしも研究活動に外部資金まで必要としない諸領域もあるの

で、教授会運営委員会、学部将来構想 WG で慎重に議論すべきで

あろう。 
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≪教育内容・方法・成果≫ 

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

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当せず  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 全学 3 つのポリシーの策定を受けて、学部と 4 学科の 3 つのポリ

シーの修正を行うなかで、教育目標、学位授与方針および教育課

程の編成・実施の適切性について検討を加えた。より具体的に

は、学部および各学科のカリキュラム・ポリシーが対応するディ

プロマ・ポリシーに掲げた能力を養成するようになっているか、

また、学部および各学科のアドミッション・ポリシーが入学から

卒業までを規定するカリキュラム・ポリシーおよびディプロマ・

ポリシーと連動しているかどうかのチェックを行った。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 学部教務委員を座長とする学部カリキュラム委員会の恒常的な活

動により、学部と学科の 3 つのポリシーの整合性のチェック、卒

業予定者を対象としたアンケート調査とその結果の分析、2017

年度から導入されたクォーター制への対応などが比較的スムーズ

に行われた。さらに、学部カリキュラム委員会における議論の内

容は直近の学部教授会において逐次報告され、学部構成員全員で

共有するシステムができている。（学部カリキュラム委員会記

録、学部教授会記録） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 
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3-1-1 クォーター制の問題点の洗い出し  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 演習科目の必修単位数が異なる新カリ生（6 単位）と旧カリ生

（8 単位）が混在した中でクォーター制が導入されたため、科目

登録で混乱が起こった。旧カリ生用に「演習 ID, IID」（それぞ

れ 3、4 年次生配当、各 1 単位）を Q1 または Q2 に配置すること

としたが、「演習 IA, IIA」（それぞれ 3、4 年次 Q1 開講）を登録

することで、「演習 ID, IID」も自動登録されるものと誤解した

学生が出た。次回 2021 年度のカリキュラム改正に備えて、今後

も学部カリキュラム委員会を中心に問題点の洗い出しと改善方法

の検討を続ける。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学部共通科目である短期留学プログラムについては、2017 年度

から 1 科目を開講するが、学部としては 2018 年度から地域や内

容を多少なりとも異にするもう 1 科目を開講する予定である。こ

れは、まず 1 科目を先行させ、その経験を踏まえてもう 1 つの科

目（クラス）のあり方を検討するという当初からの方針によるも

のであるが、この 2 クラス目の方向性については、カリキュラム

改訂やクォーター制への対応などが重なっため、2016 年度に十

分詰められなかった。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 「人文学異文化研修短期留学プログラム B」については、先行し

て 2017 年度に開講を始めた Dublin City University（アイルラ

ンド）を派遣先とする「同 A」との差別化を計るため、学部将来

構想 WG で慎重に検討を重ねたが、WG 内でもさまざまな意見が出

たため、調整に予想以上に時間がかかり、ようやく 2017 年度内

にマレーシアの Sunway University を派遣先とすることに決定し

た。現在 MOA の締結を進めており、開講は 2019 年度を予定して

いる。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2017 年度のカリキュラム改正については、前年度までの学部カ

リキュラム委員会、学部将来構想 WG の努力もあり、概ねスムー
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ズに滑り出すことができたが、旧カリ生が混在しているため、科

目登録などで混乱もみられた。（学部カリキュラム委員会記録、

学部将来構想 WG記録） 

1-3-2 「人文学異文化研修短期留学プログラム B」の派遣先について

は、学部長の検討依頼を受けて、学部将来構想 WG で活発な意見

交換がなされ、「同 A」が北米またはヨーロッパを派遣地域とす

るのに対し、アジア・オセアニア・太平洋地域を派遣地域とする

こととし、提供されるプログラムの充実度、学生の受入体制、学

生の語学研修のニーズ、費用などを総合的に勘案した結果、最終

的に学部教授会でマレーシアの Sunway University に決定した。

（学部将来構想 WG記録、教授会記録） 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 教育課程の編成・実施については、心理人間学科が 2017 年 9 月

に施行された公認心理師法に基づく「公認心理師受験資格付与の

ためのプログラム」の策定とそれに伴う『履修要項』の改正を、

日本文化学科が「日本語教師養成プログラム」の策定を行い、い

ずれも 2018 年度から実施する。（学部カリキュラム委員会記録、

学部教授会記録） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 上記 2 プログラムを円滑に運営するために、主体となる 2 学科の

みならず、学部カリキュラム委員会、教授会運営委員会・学科長

会議が連携してプログラムの運営をサポートする。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当せず  

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

結びつけているか。 
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１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学科レベルで行っている FD 研修会と学部レベルで行っているも

のとの関係性や催行時期については、今後検討していってよいと

考えられる。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2017 年度は、取り上げられるトピックに汎用性があるかぎり、

各学科で企画した FD 研修会を学部との共催とすることにした。

具体的には、心理人間学科池田ゼミの学生が中心となって企画し

た、日比谷潤子氏（ICU 学長）を招いて行われた「ICU に学ぶ、

クォーター制の活用法。」と題する講演会（2017 年 11 月 30
日）、人類文化学科が企画し、多人数講義におけるアクティブ・

ラーニングに実績のある菅原彩加氏（三重大学人文学部講師、本

学人文学部非常勤講師）を招いて行われた「多人数講義及び多様

な学力・意欲を持った学生への授業運営の試み」と題する講演会

（2017 年 12 月 21 日）は、いずれも人文学部との共催である。

最後に、現代的な問題である LGBTs の専門家である安間優希氏

（特定非営利活動法人 PROUD LIFE 代表理事）を招いて、

「LGBTs と大学教育―現状と課題を考える―」と題する講演会

（2018 年 3 月 2 日）を学部主催で開催した。ただ、この 3 講演

会に参加した学部所属教員を合計した延べ人数が 43 名であった

のに対し、重複を除いた実数は 32 名に留まった（全学や他学

部、および学科主催の FD 講演会に参加した者も合わせた実数は

46 名）。すなわち、学部構成員の中にかなり温度差があることを

意味する。結果として、実数ベースの FD 研修会への参加率は

2016 年度の 81.9％から 69.7％へと 10％以上下がってしまった。

（2017 年度学部 FD 活動報告、2017 年度人文学部教員 FD 出欠

記録） 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 人文学部では、「研究プロジェクト論文（卒論）」が、学生の 4 年

間の学修の集大成であると同時に、教育成果の検証のための重要

な指標であると位置づけている。各学生が 3 年次にゼミを選択す

ると、2 年間に渡りゼミ教員が丁寧な研究指導と論文指導を行

い、かつ、指導教員以外の教員も審査員に加わって口頭試問ある

いは発表会を行い、厳密な審査を行っている。「研究プロジェク

ト論文」の審査結果は各学科会議で検討され、教育成果の検証と

将来の教育内容・方法の改善に結びつけている。（各学科会議記

録） 

 

1-3-2 人文学部では、2016 年度から学部長表彰式と被表彰者との懇談  
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会を 4 年次生が教育実習に臨む 6 月を避け、5 月に前倒しして行

っている。優秀な学生の意見には傾聴すべき点が多く、学部の教

育課程の改善に役立てている。たとえば、今年度から始まったク

ォーター制については、「卒論（研究プロジェクト論文）の構想

はゼミの内容を基本に練るので、Q2 にゼミがないのは厳しい

（キリスト教学科 4 年生）」「週 1 回しかない授業（ゼミなど）の

裏の時限に何も取れず、もったいない（人類文化学科 4 年生）」

などの意見が出た。（学部長表彰被表彰者懇談会メモ） 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 学科または学部主催の FD 研修会で構成員を囲い込まず、できる

だけオープンな形式で開催したこと自体は間違いではなかったと

思われる。なぜならば、いずれも講演者と参加教員の間で活発か

つ真剣な質疑応答が行われ、FD 活動を自己の授業改善に結びつ

けたいという参加教員の熱意が感じられたからである。（2017 年

度人文学部 FD活動報告） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 2018 年度も学部 FD 委員を中心に年間を通しての活動計画を立案

し、各学科による企画と学部による企画を可能なかぎり連動させ

てゆく。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 「2.現状 1-2-1」で触れたように、FD 活動への関心については、

複数の講演会に参加した者もいれば、一度も参加していない者も

いるという意味で、学部構成員の間で大きな温度差がある。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 教授会、学科会議などの会議体を通じて FD 活動の重要性を継続

的に訴えるとともに、参加しやすいようなテーマ設定や日程設定

も考慮すべきであろう。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 
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1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当せず  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 人文学部では「研究プロジェクト論文」をディプロマ・ポリシー

に掲げた教育目標に沿った成果が上がっているかどうかを検証す

る重要な指標だと位置づけている。それゆえ，学科ごとに副指導

教員や副査を配したり，論文発表会を開催するなどの工夫をし，

指導教員を中心として丁寧に研究指導と論文指導を行っている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 卒業生アンケートの結果をみるかぎり、卒業生は各学科および学

部が提供する教育内容にほぼ満足している様子がうかがえ、この

点で学部・学科が掲げる教育目標に沿った成果は概ね上がってい

ると思われる。（卒業生アンケート結果） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 卒業生アンケート、学部長表彰被表彰者懇談会、学長表彰被表彰

者懇談会などで学生から上がる要望には、今後学部あるいは各学

科で取り組むべき課題が示唆されることが多い（クォーター制に

ついてはつぎの「3.改善すべき事項」参照）。ただ、彼らの要望

の中には無理難題や相反するものもあり、実現することが困難で

あったり、そもそも実現すべきかどうか疑わしいものもある。さ

らに、講義のみならず、留学、課外活動、就職活動などの学生の

在学中の多面的な活動とその成果もトータルに検証し、学部構成

員で共有してゆくことが望まれる。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 卒業生アンケートや学部長表彰被表彰者懇談会では、クォーター

制に対する戸惑いが表明された。（卒業生アンケート結果） 
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2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 4 学期制といいながら、履修登録や成績開示は年 2 回しか行われ

ないこと、週 1 回の授業では曜日によって 8 回目（あるいは 15

回目）の授業が補講になること、Q2 に取りたい授業がないこと

（これは意図的にそうしているのではあるが）、週 2 回の授業で

は次回のための準備の時間が十分に取れないこと、などの指摘が

上記アンケートや懇談会であり、今後の検討課題である。おそら

く、これらは全学的な課題であろう。 

教務委員会 

全学カリキ

ュラム委員

会 

 

≪学生の受け入れ≫ 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学園内高校（男子部・女子部・聖霊・国際）と人文学部との間で

懇談会を定期的にもっているが、そのことが入学者の確保・増加

に結びつく結果とはなっておらず、受験者・入学者が定員を下回

る状況がずっと続いている。 

 

1-1-2 今回全学的に初めて実施した追加合格制度について今後検証を行

っていく必要がある。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2017 年度は聖霊高校および南山国際高校と懇談会を持った。い

ずれの懇談会でも、学園内高校の学生といえども、本学が「選択

肢の一つに過ぎない」という現実を突きつけられた。今後も学園

内高校対象オープンキャンパスや学園内高校をも対象とする高大

連携事業で地道な入試広報活動を継続する必要がある。 

入試課広報係 

教育・研究支

援事務室 

1-2-2 2018 年度入試では、法学研究科の設置申請もあり、人文学部は

学部全体の受入数を入学定員から-20 名程度絞り込む必要があっ

た。心理人間学科において 5/1 在籍者数予測が予定受入数を大幅

に下回ったため、第一次および第二次追加合格者を出した。これ

により、5/1 在籍者数予測は学科入学定員 110 名から-10 名程度

に落ち着いた（ただし、実際の 5/1 現在の 1 年次在籍者数は、心

理人間学科が 94名（-16名）、学部全体で 309名（-31名））。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2019 年度入試（2018 年度実施）からの新たな入試制度として、  
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カトリック系高等学校等を対象とする「特別入学審査（カトリッ

ク系高等学校等対象）」、および渡日前の外国人学生を対象とする

「外国人入学審査（EJU利用型）」の導入を決定した。 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 人文学部では、4 学科が責任主体となって各入試を運営し、合否

判定の原案を作成したのち、学部でそれを確認のうえ承認し、必

要に応じて調整するという体制を取っている。それぞれ独自のア

ドミッション・ポリシーを掲げる 4 学科からなる学部としては、

この運営方法が最適であると思われる。各学科は、学科会議にお

いて入学定員の入試種別ごとの按分や合否判定等を慎重に行い、

教授会運営委員会・学科長会議で確認し、さらに学部教授会で審

議・了承するという 3 段階のプロセスを取っており、入学者の選

抜は適正に行われていると判断する。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 2018 年度から施行する、心理人間学科による「公認心理師受験

資格付与のためのプログラム」と日本文化学科による「日本語教

員養成プログラム」を広報活動に活かし、受験者増に結びつけた

い。 

入試課広報係 

入試広報委員

会 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2017 年度に心理人間学科で進路変更（他大学への進学）を理由

とする退学者が 6名（2年次生 5名、1年次生 1名）出た。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 他大学への進学のために退学者が出ることは、ある程度仕方がな

いことだとしても、逆に本学ももっと積極的に他大学からの編入

学者を増やす策を講じるべきではないだろうか。本学は 2 月に

編・転入試を実施しているが、受験生の立場からすると、4 月か

らの進路を決めるのに、2 月の実施では遅すぎないだろうか。実

際、多くの大学は秋（9 月または 10 月）に編・転入試を実施し

ている。 

入試課運営

係 

入学試験委

員会 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2017年度キリスト教学科自己点検・評価報告書 

 

キリスト教学科長 松根 伸治 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学科の理念・目的の適切性を定期的に検証する仕組みを構築する

には至っていない。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2 月に実施した学科の科目懇談会において、2017 年度卒業生対象

学部カリキュラム調査（＝卒業生アンケート）の集計結果にもと

づき、キリスト教学科がめざすべき理念について、現在のカリキ

ュラム編成や学生の学習状況などの視点から議論した。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 10 月以降に取り組んだ三つのポリシー修正作業で、「南山大学の

目的に関する規程」をあらためて確認するとともに、学部ポリシ

ーとの関係を整理した。その際、学科の理念・目的について再検

討し、ポリシーの文言をより正確で適切なものに改善した。 

人文学部 

1-3-2 大学案内誌と大学ウェブページの内容を更新する機会に、学科独

自の理念を受験生や保護者に向けて簡潔に示すことができるよ

う、「キリスト教の深い理解をもった心豊かな人に」という表現

を案出して記載することにした。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 広報活動で学科の特徴を発信するという視点から、学科会議など

の場で、理念・目的を定期的に見直している。（根拠資料：キリ

スト教学科の紹介＝オープンキャンパス配布資料、大学案内誌） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  
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３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 学科の理念が在学生に理解されているか、また、その理念が教育

成果としてどう結実したかを、より具体的に知る必要がある。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 卒業生アンケートで、学科の理念や目的について、より直接的に

問うことができるよう項目や質問の仕方を工夫する。 

 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

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

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 執行部から求められた科研費の申請が、期待された申請件数には

届かなかった。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 とくに外部資金の申請に不慣れな教員に向けて、大学全体にとっ

ての科研費制度の重要性と申請スケジュールを学科会議で何度か

説明したが、新規申請者は 3 名にとどまった（うち 2 件採択）。

他に 1名は前年度に申請して採択されている。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 全教員が「人文学部教員評価のための報告」により前年度の研究

業績と教育実績などについて報告し、5 月に学部の教員評価委員

会による評価を受けた。学術業績の面で日常的評価の基準を満た

さず、助言が必要と見なされる学科教員はなかった。 

人文学部 

1-3-2 2018 年度に向けて進めた人事は以下の通りである。（1）准教授

から教授に昇格 1名、（2）短期大学部から移籍 1名。 

執行部 

人文学部 

1-3-3 学科紀要『南山神学』は、各教員の研究意欲をうながし、教員ど

うしが切磋琢磨するための重要な媒体となっている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 
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2-1-1 大多数の教員が論文の公刊や学会での研究発表など、研究業績を

積み重ねている。（根拠資料：大学ウェブページ研究者詳細） 

 

2-1-2 教員 2 名が近年の研究成果をまとめた単著を出版した。（根拠資

料：学科ウェブページ＞最近の出来事＞2017年度の記録） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  

2-2-2 単著刊行など顕著な研究業績があったときには、学科会議で披露

するとともに、学科のウェブページにも紹介記事を掲載する。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 科研費については、意義の周知に加えて、申請手続きにともなう

困難や労力を軽減する対策をとる必要がある。 

 

3-1-2 各教員が日常的に行なっている授業運営の工夫や技法について、

もっと気軽に情報交換できる場を増やしたい。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 採択経験のある教員から申請に関わるアドバイスを受ける機会を

設け、必要に応じて申請時に合研でのサポートも考える。 

 

3-2-2 具体的な教授法の共有などをめざす「草の根」的な FD 活動を企

画し、新任教員には他の教員の授業参観なども勧める。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学科の教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針

の適切性について検証する機会が不十分である。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 
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1-2-1 ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーについて、10

月以降の三つのポリシー修正の際に再検討できた。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 科目懇談会で卒業論文のテーマについて議論し、単なる文化論・

社会論ではなく、キリスト教との関連を考えさせ、内容を深める

指導が必要であることなどを話しあった。 

 

1-3-2 時間割編成時および定例の学科会議において、成績評価、卒論指

導、カリキュラム全体に関して検討している。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 学部の卒業生アンケートは、（1）毎年 1 月に回収し学科でデータ

整理、（2）年度末に学科の科目懇談会で結果を検討、（3）翌年度

の学部教授会で概要報告のために内容を再確認、という手順が定

着してきた。この過程で、ディプロマ・ポリシーとカリキュラ

ム・ポリシーについても検証している。（根拠資料：第 7 回教授

会報告資料 1、科目懇談会資料、科目懇談会記録） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 卒業生アンケートを継続的に有効活用する。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし。  

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 クォーター制導入に伴う授業運営の問題点を把握し、改善すべき  
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点について議論する必要がある。 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 今年度から始まったクォーター制のもとでの問題点を整理するた

めに、Q1 終了時の第 3 回学科会議と 2 月の科目懇談会で意見交

換の場を設けた。授業準備と授業運営上の困難、演習のコマ配

置、成績評価の留意点、学生の反応などについて話しあい、今後

の改善に活かすべく議事を詳しく記録に残した。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 当学科のカリキュラムは教皇庁認可神学部（司祭養成課程）に必

要な科目を配置する必要がある。この点は、教員の多くが神学部

教授会メンバーであることから連携が保たれている。 

 

1-3-2 1 年次の「基礎演習 I」において、数名の教員が引率してカトリ

ック多治見修道院を見学する学外授業を 7 月に実施し、生きたキ

リスト教文化の一端にふれる機会をもった。 

 

1-3-3 学科行事として、4 月には新入生合宿、始業ミサ、新入生歓迎会

を実施した。年度末の 2 月に来年度ゼミ説明会、研究プロジェク

ト発表会、卒業生送別会を、3 月には卒業生記念品贈呈式を行な

った。これらの行事は、授業外で教員と学生が身近に接し、学年

の異なる学生どうしが交流する貴重な場になっている。 

 

 

1-3-4 2018 年度開講予定の「キリスト教芸術 B（典礼音楽）」「教会法

（基礎論 A）」「宗教社会学」の 3 科目は、担当していただける非

常勤講師を確保し、専門的で幅広い科目構成を維持できた。 

執行部 

人文学部 

1-3-5 2 年次生向け「基礎演習 II」のカリキュラム上の位置づけと内容

について再検討した。学問分野のバランスと学生の選択肢の幅に

配慮して担当者を決定し、次年度は Q1 に 5 クラス、Q3 に 5 クラ

スを開講することにした。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 聖書学・神学・哲学・宗教学・キリスト教史・古典語などの各分

野にわたって、学科の特色を反映するカリキュラムを提供してい

る。（根拠資料：キリスト教学科開講科目一覧、講義概要） 

 

2-1-2 卒業生アンケートでは、とくに演習と卒論指導に対する満足度が

高く、少人数教育の成果が見られる。（根拠資料：卒業生アンケ

ート集計＝科目懇談会配布資料） 
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2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 引き続き教皇庁認可神学部との連携を密にし、学科の教育内容の

充実に努める。 

 

2-2-2 演習などできめ細やかな指導を継続する。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 学生がカリキュラムや授業に求めている要素をどのように取り入

れることが可能か、中長期的な視点で考えなければならない。 

 

3-1-2 授業時間帯が重なって履修したい科目がとれないケースがあると

いう学生の声が増えた。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 卒業生アンケートや受講者の動向から、美術、現代、他宗教、体

験型などの要素を学生が求めていることがわかっている。時間割

編成や教員人事の際にはこの点も配慮する。 

 

3-2-2 必修科目にはとくに留意し、演習のコマ配置の工夫など、学科単

位・各教員で可能な対応策を行なう。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし。  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 毎学期の学生による授業評価を通じて、各教員が教育成果を確認  
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し、今後の授業内容や授業方法の改善に努めている。 

1-3-2 過去 4 年分の全学生の卒業論文題目の一覧を作成して学科会議で

配布し、担当ゼミ以外の教育成果を教員間で共有した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 毎年度末に開催している「研究プロジェクト発表会」では、各ゼ

ミの代表者が卒論の内容を報告し、会場の学生・教員と質疑応答

を行なう。4 年間の教育の集大成を確かめる場として、また、各

教員が授業と学生指導について反省する契機として有効に機能し

ている。（根拠資料：研究プロジェクト発表会プログラム） 

 

2-1-2 前述した卒業生アンケート結果の検討を毎年行ない、今後のカリ

キュラムや授業方法の改善のための手がかりにしている。（根拠

資料：科目懇談会記録） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 研究プロジェクト発表会のあり方について、今後も学科会議で意

見交換を行ない、いっそう効果的なものに改善する。 

 

2-2-2 卒業生アンケートを継続的に有効活用する。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 卒業後の仕事や生活、考え方において、学科で受けた教育がどん

な効果をもたらしているかを把握できるチャンネルが少ない。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 悉皆調査は難しいとしても、卒業生に対する聞き取りや卒業生に

よる学科訪問の機会を設けるなどの方策について学科会議で検討

する。 

 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 
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1-1-1 教育目標に沿った成果を見極めるため、各年度の評価に加え、よ

り幅広いスパンで検証する方法を考える必要がある。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 前回報告書に改善方策として記載した「卒業生の学科訪問」につ

いては、学科行事として企画することができなかった（この点は

記載箇所を再考して、前項 C. 3-1-1, 3-2-1にも記した）。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2017 年度の卒業生は例年と同様、多くが一般企業（金融・保

険・流通・サービスなど）に就職が決まったほか、1 名が中学・

高校の教員として採用された。また、学科卒業生 3 名が南山大学

大学院に合格して進学した。 

 

1-3-2 4 年次生のうち 2 名が就職活動の不調などの事情から、卒業論文

を提出せずに残留となった。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 学生による授業評価では、学科開講科目に対する全体的な評価の

平均は大学全体の平均値を上回った。設問 13（新しい知識の獲

得、理解の深まり）は、Q1 が 4.46、Q2 が 4.27（大学全体はそれ

ぞれ 4.23、4.26）、設問 14（全体的満足度）は、Q1 が 4.34、Q2

が 4.26（大学全体はそれぞれ 4.16、4.19）である。とくに設問

13 の数値が比較的高いことは教育成果の一指標と見なせるだろ

う。（根拠資料：南山大学「学生による授業評価」のまとめ 2017

年度第 1クォーター・第 2クォーター） 

 

2-1-2 それぞれの指導教員のもとで、各学生が多様で特色ある卒業論文

を完成させた。（根拠資料：2017 年度卒業論文題目一覧＝研究プ

ロジェクト発表会配布資料） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  

2-2-2 各指導教員が引き続き卒論指導に丁寧に取り組む。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 
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1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし。  

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学科のアドミッション・ポリシーを確認し、学生募集・入学者選

抜の実施状況を定期的に検証する仕組みが整っていない。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 入試に関わる学科会議の審議において、募集人員・選考基準・志

願者数などについて入念に確認して合格者を決定した。しかし、

これに加えて、さらに入試の制度や方法を検証する仕組みを構築

するには至っていない。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 7 月に人文学部の学部長・各学科長と学園内高校の進路担当者の

面談が行なわれた（南山国際高校と聖霊高校）。入試に関する高

校生の動向、大学や学科に期待されていることなどをうかがい、

推薦入試と高大連携についてあらためて考える機会になった。 

人文学部 

1-3-2 学科会議において、過去 10 年分の在籍学生数および収容定員に

対する在学生数比率を示し、各種入試の際に数値に留意すべきこ

とをあらためて確認した。 

 

1-3-3 11 月試験（推薦入試等）では、社会人入学審査（3 年次編入）の

受験者が例年よりも多く、受験者 5名、合格者 4名であった。 

 

1-3-4 2018 年度入試の結果、全種別をあわせて 1 年次の入学手続者の

合計は 17名であった（定員 20名）。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を ※ 
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記述してください 

2-1-1 定員 80 に対して 2017 年 5 月 1 日現在の在籍学生は 94 名。定員

に対する在学生数比率は 1.175 で、おおむね適正な数値に抑えら

れている。（根拠資料：第 14回学科会議資料 1） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 学科会議において、アドミッション・ポリシーを再確認するとと

もに、公正で慎重な合否判定を引き続き行なっていく。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 あらたに導入する入試制度も含めて、志願者の動向を把握し、学

生募集・入学者選抜について継続的に検証する必要がある。 

入試課 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 多様な入試形態に定員をどう配分するのが適切かを学科会議で議

論するとともに、従来の各種入試の志願者数・合格者数などにつ

いて経年分析を行なう。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2017年度人類文化学科自己点検・評価報告書 

 

人類文化学科長 石原 美奈子 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 卒業予定者を対象としたアンケートで、おおむねカリキュラムに

満足しているという感想が多かったものの、一部科目（基礎演習

や演習、研究プロジェクト）については運用面（人数・卒論指導

体制など）で改善の余地があることを確認した。半面、（卒論テ

ーマから潜在的に）現代社会の諸問題への関心が高いにもかかわ

らず、学科科目が現代社会の諸問題への関心を喚起する内容を盛

り込んだものが少ないことも問題点としてあげることができよ

う。 

 

1-1-2 必修科目「人類文化学基礎論」の意義について、今後学科内で議

論を重ねていく必要があるだろう。本学科は外からのわかりにく

さが指摘されているが、それは学科名称もさることながら、本学

科の学際的な構成によるところが大きい。しかし、これを積極的

に評価し、専門分野間の垣根を低くした内容を盛り込んだ「基礎

論」は、学部共通科目「人文学超領域演習」「人文諸学の対話」

の開設にともない、重要性が低くなっている。加えて、学科は専

門性を高める方向にシフトしてきているので、ますます「基礎

論」の意義が問われてきている。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 本学科では卒業予定者アンケートの結果を参考にしながら、カリ

キュラムを継続的に見直している。「現代の＊＊」科目は、分野

ごとに非常勤の枠を適宜活用しながら比較的自由に内容を設定で

きる科目群となっており、分野によっては現代社会の諸問題を扱

う学修内容を盛り込むことができる。演習（および基礎演習Ⅱ）

の履修生数については、人数制限を設けており、人数の平準化は

一定程度実現できている。 

 

1-2-2 必修科目「人類文化学基礎論」は、本学科で学ぶ学問諸領域の導

入的位置づけにある。2017 年度は、担当者の都合により Q2 と Q4

に配置されたが、理想的には Q1 と Q2 に配置されるべき科目であ

ることを学科で確認した（2018 年 2 月 17 日学科会議議事録）。

2018 年度中に「基礎論」の意義について学科内で話し合いを進

め、担当者と協議の上で配置時期などについて慎重に決めていく

ことにしたい。 
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3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 人類文化学科は、本学の建学の理念「人間の尊厳のために」に沿

い、「人類文化の歴史と多様性、そして人間の普遍的な本質の追

求」という具体的な目標を掲げ、人類の多様性と普遍性について

の知識と柔軟な感性を身につけた人材の育成を目指している。知

識の実践的活用を念頭に、少人数制の演習・実習系科目を多く配

置し、人類学博物館や人類学研究所とも連携しつつ、学習の成果

を社会に還元することにも注意を向けている。 

 

1-3-2 本学科は、3 つのポリシーについて以下のような方法で定期的に

検証を行っており、今年度についても検証作業を実施した。 

a）カリキュラム・ポリシー 

卒業予定者を対象としたカリキュラム・アンケートを、卒論の口

頭試問時に待合室で実施している。その調査結果を翌年度春学期

に学科カリキュラム担当委員が中心となって分析し、その結果を

学科会議で共有し、改善すべき点があれば、その方策についても

議論している。2017 年度は、2017 年 7 月 5 日学科会議におい

て、2017 年 3 月卒業予定者を対象に 2017 年 2 月 2・4 日に実施

した学科カリキュラム・アンケートの調査結果を議題に取り上

げ、良かった点、今後改善すべき点などについて確認した。 

ｂ）アドミッション・ポリシー 

指定校推薦については、2 年に 1 度は指定校の見直しを行い、3

年間続けて推薦のない高校については、学科長名で推薦を促す手

紙を出し、それでも推薦者がない場合には、指定校から外す措置

を行っている。2017 年度も、この方針に従い、2 校については指

定校から外し、6 校に対して手紙を送付した。カトリック高校推

薦枠や学園内推薦枠の充足率が低い点についても議題に取り上げ

た。前者については、全学的な取り組みが検討中であることから

それを待つこととした。学園内推薦の充足率の低さ（とくに男子

部・女子部）については、引き続き、学園内高校教員との懇談会

で協議することにした。また、指定校や学園内の推薦で学力レベ

ルの低い学生が入ってくる場合もあり得るので、1 年次の基礎演

習で大学での学び（本を読んで要点をまとめ、発表・議論をす

る）の習慣をしっかり身につけさせることの重要性について学科

会議で確認した（2018年 1月 17日学科会議議事録）。 

ｃ）ディプロマ・ポリシー 

毎年度末に実施する学科の自己点検評価委員会で、1 月に提出・

受理された卒業論文の題目リストを確認しあい、改善すべき点な

どについて議論している。2017 年度も、2018 年 2 月 28 日に実施

された学科自己点検評価委員会でこれを実施した。 

 

1-3-3 学科の理念と目的の適切性は、定例の学科会議での具体的案件と

の関連でその都度確認し、学科自己点検・評価委員会（2018 年 2

月 28 日）で検証した。なお、学科では毎年 FD 研修会（2017 年

度は、2017年 12月 21日実施）を実施している。 
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２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 《卒業予定者を対象としたアンケート》 

2017 年 3 月卒業予定者を対象としたアンケートの回収率は 7 割

以下であったが、それはアンケートの配布・回収の方法にあると

判断し、2018 年 3 月卒業予定者に対するアンケートは、個別の

口頭試問の後に指導教員から手渡す仕組みに変更した。その結

果、回収率が 9 割以上になった。アンケート回答の分析結果につ

いては、2018 年度前半に実施予定としているが、おおむねカリ

キュラムに満足していることがわかった。授業内容については、

本学科の特徴である学際的構成が現れている多彩なカリキュラム

を積極的に評価する意見が多かった。 

 

2-1-2 《学科 FD研修会》 

2017 年 12 月に実施された学科 FD 研修会では、三重大学講師

（本学非常勤講師）をお招きし「多人数講義及び多様な学力意欲

を持った学生への授業運営の試み」と題しレクチャーが行われ

た。なお、本研修会は、人文学部の FD 企画に指定され、学科外

からも聴講者を迎えることができた。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 学科科目のさらなる充実をはかるとともに、2018 年度卒業生を

対象とするアンケートを、2017年度と同様の方法で実施する。 

 

2-2-2 2018年度も学科 FD研修会を実施する。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 卒業予定者を対象としたアンケートで、おおむねカリキュラムに

満足しているという感想が多かったものの、一部科目（基礎演習

や演習、研究プロジェクト）については運用面（人数・卒論指導

体制など）で改善の余地があることを確認した。 

 

3-1-2 2017 年度新たに導入されたクォーター制について多くの学生か

ら問題点（時間割配置に関するもの、Q2 の活用方法に関するも

の、成績評価開示の時期など）が指摘されている。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 今後も、引き続き卒業予定者を対象としたアンケートを実施し、

カリキュラムへの満足度を高める取り組みを続けたい。 
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3-2-2 今後、学生からクォーター制をめぐり学生が直面している問題点

を丁寧に拾い上げ、挙げられた点を然るべき会議体で問題提起す

ると同時に、科目の曜日時限配置や授業の運営方法で解決できる

点については、改善に生かしたい。 

 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

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

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 全学教員を対象に科研費 100%申請を目指すとする執行部からの

方針が示されたが、学科教員の内申請したのは半数に満たなかっ

た。 

 

1-1-2 今年度は、休職が１件、退職（予定）が１件あった。やむをえな

いこととはいえ、演習を履修する（予定の）学生にしわ寄せがい

く結果となった。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 科研費への申請件数が前年度よりやや増えた（2016 年度は応募 5

件、採択 3件、2017年度は応募 7件、採択 2件）。 

 

1-2-2 休職・退職した教員の指導学生については、他の教員が引き継ぐ

等して、学生に不利益が及ばないように対応することができた。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学科教員の能力・資質は、研究活動と教育活動の 2 側面から判断

している。前者については、研究業績システムと人文学部教員評

価制度が軸となる。学術論文・著書の刊行、科研費をはじめとす

る外部資金の獲得、博士の学位取得などの点で、総じて学科教員

は活発な研究活動を行っている。また、教育活動については、

「学生による授業評価」、学科 FD 研修会（2017 年 12 月 21 日）、

学部 FD 研修会（2018 年 3 月 2 日）などが、向上に向けた取り組

みの手段となっている。教員の任用・昇格に際しては、学部のル

ールにもとづき厳正に行っている。 

 

1-3-2 教員が研究休暇や留学により資質の向上をはかれるよう、科目負

担などを積極的に助け合っている。2017 年度は 1 名が研究休暇

を取得している。海外を含む諸地域での調査・研究活動に取り組

む教員も多い。 

 

1-3-3 《任用・休暇取得等》  
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a) 2017年 9月１日付けで B枠講師１名が学科に加わった。 

b) 2018 年 4 月 1 日付けの任用に向けて、科学文化・科学論担当

教員（准教授）１名の人事を進めた。 

c) 2018 年 9 月から 2019 年 3 月まで、教授１名の研究休暇取得

に向けた手続きを行った。 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 学科会議資料の「学術情報欄」での最新の研究活動情報交換、留

学・研究休暇を積極的に後押しする学科の雰囲気などもあり、多

様な学問領域の研究者が集まる学科として、教員の資質向上に向

けた取り組みはある程度有効に機能していると判断する。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 引き続き、学科教員間で相互の研究活動に関する情報交換を行う

など、教員の資質向上に向けた取り組みを実施する。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 学科会議資料で「学術情報欄」を設けて、学科教員間で研究活動

に関する情報交換を行っていたが、それを学科ホームページ内の

「教員の研究活動」に掲載し、それを定期的に更新するところま

で行っていなかった。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学科ホームページ内の「教員の研究活動」に、学科会議資料に掲

載した「学術情報」をアップし、学科 HP を定期的に更新してい

きたい。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 これまで海外フィールドワークの授業は、教員個人の裁量に依存

した仕方で運営されており、教員および TA への過重な負担が問
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題となっていた。 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 海外での調査実習を伴う「フィールドワーク（文化人類学）」（以

下、海外フィールドワーク科目）開講（2019 年度以降）に向け

て、2017 年度、学科から「第４期国際化推進事業」に申請し

た。これは、海外で調査研究を行っている教員が輪番制で担当す

る科目であり、学科内の（文化人類学・考古学担当教員からな

る）海外フィールドワーク小委員会で担当者および当該科目をサ

ポートする。海外フィールドワーク科目は、TA を雇用しないも

のとする。国内で行う「フィールドワーク（文化人類学）」は、

人数制限を行わない場合には、（多人数となる場合に限り）TA を

雇用するが、その場合でも、職務内容や雇用時間、給与などの待

遇について、記録に残るような形で説明をする。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2017 年４月１日に、新しい３つのポリシーが公開された。教育

目標（カリキュラム・ポリシー）、学位授与方針（ディプロマ・

ポリシー）、そして、2017 年度に運用が始まる、改編後のカリキ

ュラムの編成・実施方針の適切性については、学科会議で具体的

な案件に即して、学科自己点検・評価委員会では総括的な視点か

ら、学科 FD 研修会では特定のテーマに即して、それぞれ確認・

検証し、改善をはかることにする。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 学科会議、学科自己点検・評価委員会、学科 FD 研修会、学科カ

リキュラム改訂の際の集中的議論を組み合わせた体制は、有効に

機能している。（学科会議議事録、学科自己点検・評価委員会資

料、学科 FD研修会資料）  

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 引き続き、学科会議、学科自己点検・評価委員会、学科 FD 研修

会を組み合わせた体制で、３ポリシーの検証および個別の問題提

起と解決を行う努力を続けたい。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 
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1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 とくになし。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 とくになし。  

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 例年フィールドワークや考古学実習に TA を雇用してきたが、大

学院生の数が少なく、かわりに科目履修経験のある学部生を TA

とすることが慣例となっている。大学院生・学部生の別を問わ

ず、TA は学園の臨時職員であるという認識を新たにするととも

に、TA に過剰な負担を与える授業運営については見直す必要が

あるだろう。 

人間文化研

究科 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2017 年度は「フィールドワーク（文化人類学）」を１科目しか開

講しなかったが、2019 年度以降、海外・国内で学外授業を実施

する「フィールドワーク」を開講する予定であるので、それに向

けて、2018 年度はひとまず国内で学外授業を実施する「フィー

ルドワーク」を２クラス開講することにし、一クラスは人数制限

を行い、もう一クラスは人数制限を行わないことにした。人数制

限を行う方のクラスは TA を雇用せず、人数制限を行わない方の

クラスは、必要に応じて、履修経験のある成績優秀な学部生を

TAとして雇用することにした。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 人間の多様性と普遍性が学科の教育の根幹にあるため、学科の教

育内容は研究分野・地域・時代の面で多岐にわたる。 

 

1-3-2 多岐にわたる分野の科目を複数履修でき、また特定の分野を深く

学べるよう、演習科目と講義科目、基礎科目と応用科目とのバラ

ンスに配慮し、文献資料講読（日本・中国・西洋・民族誌）や人

類学博物館を活用しながら授業を進める考古学入門や東アジア考

古学など、アクティブラーニングに重きを置いた科目を多く設
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け、特色を出している。またとくに、学外授業を伴うフィールド

ワークや考古学実習は、本学科の教育内容を特徴づける重要な実

習系科目である。 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 学科では、人類学研究所と共催で、2010 年度から毎年「人類学

フェスティバル」を開催している（2017 年度は 10 月 22 日開

催）。これは人類学研究所の研究成果のほか、学科の人類学系の

ゼミや「フィールドワーク（文化人類学）」の学習・調査成果を

発表しあう人類学系の文化祭であり、学内のみならず学外に向け

て教育・研究の成果を公開・発信する、他学科にはない特色ある

取り組みである（人類学研究所 HP）。  

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 今後も、人類学研究所主宰の「人類学フェスティバル」が開催さ

れれば、学科のゼミやフィールドワークの活動を紹介するなどし

て、学科の魅力を学内外に発信していきたい。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 クォーター制の導入により、とくに４年次生を中心に、資格科目

を必要なだけ履修できないという問題点が挙げられている。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 資格科目を所轄する部署や委員会と連携して、できるだけ時間割

が重複しないように注意する。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 とくになし  
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2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 とくになし  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 教育成果である卒業論文の作成から提出までの手順について、5

月頃にマニュアルを配布し、それに従って、題目提出（5 月

末）、下書き稿の提出（11 月末）を求め、最終提出（1/20）ま

で、教員が指導学生の論文進捗状況を把握できるようにしてい

る。 

 

1-3-2 卒論については、3 月に実施している学科自己点検評価委員会の

場でタイトルのリストを確認し、良い点、問題点などを共有して

いる。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 卒論提出後に、主査・副査の 2 名体制で口頭試問を実施すること

で、卒論の評価における透明性と公正性を担保している。また毎

年度末の学科自己点検・評価委員会で当該年度の卒論の内容を確

認し合う体制をとっており、それによって、教育成果の集大成を

検証するという組織的な取り組みを行っている。（学科自己点

検・評価委員会資料） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 ２名体制での卒論の口頭試問、年度末の学科自己点検・評価委員

会で卒論の相互確認などの取り組みを引き続き実施する。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 これまで卒論の口頭試問は、主査・副査の２名体制で実施してき

たが、演習履修生数に偏りがあることに加え、分野によっては担

当者が奇数になったために、口頭試問の担当学生数（主査・副査

の合計数）が非常に多くなるケースが生じたので、人類学研究所

の所員で本学科ノミナル所属の教員に副査を一部担当して頂く事

になった。 
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2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 できるだけ学科教員で主査・副査の組み合わせができるように調

整する。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 とくになし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 とくになし  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 4 年間の成果としては不十分に思える卒論も一部にはみられるも

のの、秀逸な卒論もすくなくない。自らの留学体験や学科科目で

あるフィールドワークの実習体験を基点に、現代社会の特徴や問

題を再発見し論じようとするものもある。論理構成や文章力、関

連する研究領域の先行研究の整理などの点も含め、卒業論文全体

からは、学科の教育目標がおおむね達成されていることがうかが

われる。 

 

1-3-2 2017 年度卒業生の進路状況は、過去とおおきく変わっていな

い。 

 

1-3-3 2017 年度に、前年度末の卒業生アンケートの結果を確認したと

ころ、卒業生は学科の教育内容に比較的満足していると判断でき

た。2017 年度の卒業生アンケートの結果の詳細はまだまとめら

れていないが、概観するかぎり、やはりおおむね本学科の教育内

容に満足していると判断できる。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 2017 年度卒業生の卒論や進路などを見るかぎり、過去の卒業生

と遜色はなく、本学科の教育目標に沿った一定の成果が上がって

いると考えられる。 

 

2-1-2 2017 年度、これまで連絡が取れなかった長期欠席者・第 27 条該

当者に個別に連絡をとり、休学措置や復学などの措置をとるよう
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に指導した。 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 就職活動が滞っている学生には、指導教員から適宜キャリア支援

室に赴いてアドバイスを仰ぐよう指導し、卒業後の進路未決定者

が出ないように引き続きサポートする。 

 

2-2-2- 個々の学生の勉学等の状況を指導教員が把握し、特段の理由のな

い留年者が増えないよう、今後も丁寧な指導を積み重ねていく。

指導教員と学生の連絡を密にし、フォローの必要な学生には適宜

丁寧な指導を実施しながら、卒業に導く。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 留年期間の長い学生が数人いる。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 留年期間の長い学生に対するフォローを丁寧に行い、卒業に必要

な単位をできるだけ速やかに取得できるように、指導を続ける。 

 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学園内推薦枠が埋まらない（15 人のところ５名のみ）ので、学

園内推薦枠の見直しを検討する。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 学園内高校教員（聖霊・国際）との懇談会では、推薦枠を従来通

り据え置くことを高校側から求められた。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 入学者選抜については、11 月推薦入試、2 月の一般／全国入試、  
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2 月の編転入・転部転科入試など、機会ごとに事前と事後の学科

会議において学科の選抜基準や受け入れの確認・了承を行い、公

正性と適切性を組織的に担保している。 

1-3-2 11 月の推薦入試の後、合格者に課す「入学前課題」の課題図書

選定とコメント送付に学科教員全体が関わる体制を取っている。 

 

1-3-3 オープンキャンパスを学生募集の重要な機会と位置づけ、学科教

員全体で分担して模擬授業・学科相談員などにあたっており、事

後の学科会議でオープンキャンパスの状況を確認するなどしてい

る。学科紹介の方策として、学科の在学生の協力を得て、学科紹

介のビデオを制作するとともに、学科ガイドブックを刷新した。 

 

1-3-4 各種オープンキャンパス、出張模擬授業等で、学科の理念や目

的、３つのポリシーを説明し、周知をはかっている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 上記の体制により、学科の募集定員と入学者選抜は、3 つのポリ

シーに沿い、公正かつ適切に行われていると判断している。現状

では入学者数も確保されている。 

 

2-1-2 指定校推薦入試の対象校の見直しを行い、過去 3 年間推薦者を出

してこなかった高校６校を指定校から外した。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 引き続き、推薦状況を確認し、過去推薦者を出してこなかった高

校については、手紙を送るなどする。一方で、2018 年度初めに

指定校の見直しも行う。 

 

2-2-2 来年度も指定校推薦入試の対象校の見直しを行い、指定校から外

した高校の代わりに別な高校を対象校とする。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 学園内推薦枠が埋まらない（13人のところ 7名のみ）。  

3-1-2 学園内推薦・指定校推薦で入学が決まった一部の学生の学力レベ

ルが、他の入試枠で入学した学生より劣るという指摘がある。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 
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3-2-1 学園内高校教員との懇談会において、推薦枠の適切性について高

校側に相談するとともに、学園内オープンキャンパスにおいて

も、本学科の特色と独自性をアピールする。 

 

3-2-2 学園内推薦・指定校推薦で入学した学生については、入学前課題

を課すだけでなく、入学後も授業への参加状況や成績状況などを

フォローし、指導教員から適切な指導を行う。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2017年度心理人間学科自己点検・評価報告書 

 

心理人間学科長 浦上 昌則 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 公認心理師カリキュラム案に学科としてどのように対応するのか

という点は、学科の理念、目標に大きくかかわる問題であるが、

厚労省のカリキュラム案が確定していないこともあり、学科で

2018年度カリキュラム改正について議論が尽くされていない。 

 

1-1-2 学科の理念、目的の適切性について、議論する機会が少ない。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 昨年度から本年度前半にかけて、ワーキンググループおよび学科

会議（第 4、5、6、7、8、10 回などの学科会議議事録）において

本学科の公認心理師資格への対応を検討し、大学執行部、協議会

との調整も行った。その結果を踏まえて、2018 年度カリキュラ

ム改正を行った。この過程において、本学科の公認心理師資格へ

の対応姿勢を明確にできた。 

 

1-2-2 公認心理師資格への対応の検討プロセス、および 3 つのポリシー

の修正は、学科の理念、目的についての検討の機会となった。デ

ィプロマ・ポリシーに明示される目標は適切であると判断した。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 本学科の公認心理師資格への対応姿勢を広く周知するため、大学

web に「人文学部心理人間学科 「公認心理師」受験資格への対

応について」という文書を示した。 

 

1-3-2 心理人間学科自己点検・評価委員会（2018 年 3 月 6 日開催）に

おいて、新入生、オープンキャンパス参加者、卒業生アンケート

の結果も踏まえ、本学科の理念や目的について検討し、現状にお

いてそれらは適当であることを確認した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 2017 年度入学者の、学科の理念・目的に関連する意識を、「2017

年度新入生調査」の結果をもとに分析した。「人間の心理につい
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て探求したい」「自分自身や他者、人間関係の理解を深めてみた

い」「対人関係を学び、その能力を実践的に高めたい」という 3

点が代表的な関心事であった。（「2017 年度新入生調査報告の報

告」） 

2-1-2 2017 年度学園内オープンキャンパス、およびオープンキャンパ

スにおいて、参加者にアンケート調査を行った。その結果「人間

の心理について探求したい」「自分自身や他者、人間関係の理解

を深めてみたい」「対人関係を学び、その能力を実践的に高めた

い」という 3 点が参加者の代表的な関心事であった。（それぞれ

の集計結果） 

 

2-1-3 2017 年度卒業予定者の、学科の理念・目的に関連する意識を、

「2017 年度卒業予定者対象カリキュラム調査」の結果をもとに

分析した。理念・目的の修正が必要となる課題は発見されなかっ

た。（「2017年度卒業予定者対象カリキュラム調査報告」） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 新入生調査は 2017 年度から始めたものである。理念・目的の検

討に活用できるよう、データの収集を継続する。 

 

2-2-2 オープンキャンパスにおける調査は 2017 年度から始めたもので

ある。理念・目的の検討に活用できるよう、データの収集を継続

する。 

 

2-2-3 学科で学んだ学生の理念・目的に関連する意識については、今後

も継続して調査を行い、今後の検証の資料とする。 
 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 特になし  

 

 

≪教員・教員組織≫ 

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

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 
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1-1-1 より多くの教員が科研費申請を行うことが望まれる。  

1-1-2 引き続き昇格人事を確実に進める。  

1-1-3 公認心理師カリキュラムに対応するには、いくつかの心理系科目

の新規開講が必要となる。新人次枠において教員減が求められる

なか、大学院専門教員が配置されないまま、ファシリテーション

に関する専門知識を有する研究指導教員の確保を考慮しつつ、学

部採用人事を進めることには限界がある。 

教育ファシ

リテーショ

ン専攻 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2017 年度は 9 名（代表のべ 5 名、分担のべ 8 名）が科学研究費

補助金を受けての研究を行った。また同年の申請者は 7 名であっ

た。2016年度に比べ、申請者は 2名増加した。 

 

1-2-2 1件の昇格人事を行った  

1-2-3 2017 年度に行った 2 件の採用人事については、教育ファシリテ

ーション専攻とも調整をしつつ行った。 

教育ファシ

リテーショ

ン専攻 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 人文学部が定める業績要件を全員（本学部への着任初年である教

員を除く）が満たしていることを確認した。 
 

1-3-2 年度当初に教授が集い、昇格が期待される教員の業績を確認し、

その後、当該教員に昇格のために必要とされる業績の内容を伝え

た。 

 

1-3-3 教員の退職にともなう 2 件の採用人事を、本学科のポリシーとの

整合性や教育・研究に対する姿勢など多側面に留意しながら行っ

た。 

 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 チームティーチングで運営される「人間関係フィールドワー

ク」、及び同時間割で複数開講されている「心理人間学基礎演

習」等では、頻繁に教員による打ち合わせやふりかえりを行って

いる。これは、各教員の教育力向上につながっている。 

 

2-1-2 研究プロジェクト論文指導の一環として、複数教員による口頭試

問の機会を設けている。学生の論文指導を複数の教員で行う機会
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は、教員の研究指導力の向上に寄与している。 
 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 2018 年度には新任教員を迎えるので、授業打ち合わせ等の機会

をかれらの資質向上に活用する。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2018 年度は 2 名の新任教員を迎える。研究、教育の両面で本学

科への適応が求められる。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 それぞれに 1名のメンター役を配置する。  

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 クォーター制導入による学生の科目登録・履修への影響は未知数

である。教室確保、時間割編成については、既に問題が表出して

いる。 

教務課 

1-1-2 現状のままでは、2018 年度カリキュラム改正を議論する時間が

十分に取れない。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 一部支障が生じた。教務課にも検討していただいたが、物理的な

限界から対応はかなわなかった。学内の改修工事が一段落するま

で、今回支障が生じた問題への対応は難しいであろう。なお，補

講（15 回目／8 回目）の実施に関しては、授業運営上極めて不適

切な配置をせざるを得ないケースが複数生じ、学生からの批判も

受けた。学科レベルでは対応が不可能なことであり、授業日設定

の段階での十分な配慮をお願いしたい。 

教務課他 
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1-2-2 2017 年度前半に、新カリキュラムワーキンググループおよび学

科会議において検討の機会をもうけた。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 公認心理師資格への対応の検討プロセス、および 3 つのポリシー

の修正は、教育目標等についての検討の機会となった。ポリシー

はより適切な表現に修正した。 

 

1-3-2 心理人間学科自己点検・評価委員会（2018 年 3 月 6 日開催）に

おいて、教育課程の編成・実施方針の適切性について議論した。

学生からの、授業のバッティング等、検討依頼の声を課題として

共有した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 学科として実施した「2017 年度卒業予定者対象カリキュラム調

査」の結果をもとに、対象者の本学科での学びに対する評価意識

を分析した。（「2017 年度卒業予定者対象カリキュラム調査報

告」） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 「2017 年度卒業予定者対象カリキュラム調査」の分析結果をも

とに、科目間の関連を図示したカリキュラムツリーの作成と開示

を急ぐ。  

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 クォーター制導入にまつわる混乱が学生、教員双方に生じてい

る。特に第 2 クォーターについては，その位置づけ（教員側とし

ては，そのクォーターを学生にどのように活用ほしいか。学生側

では，どのように活用すべきか）が不明確であり，科目の配置や

学生への履修指導に困難を抱えた。学科として第 2 クォーターを

どのように位置づけ、運用すべきかを検討する必要がある。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学科会議等を通して、第 2 クォーターに対する考え方、運用を検

討し、2019年度授業時間割に反映させる。 
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≪教育内容・方法・成果≫ 

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

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 「2016 年度卒業予定者対象カリキュラム調査」において、ゼミ

間の研究交流を求める学生のコメントが散見された。（「2016 年

度心理人間教育研究会」プログラム「2016 年度卒業予定者対象

カリキュラム調査報告」） 

 

1-1-2 クォーター制導入に伴い、授業内容に適した教室を確保すること

が難しくなっている。 
教務課 

1-1-3 セメスター制の下、3 単位科目として開講されていたいくつかの

実習を中心とした科目がクォーター制では 2 単位科目となる。学

生は卒業に必要な単位をこれまでより多くの授業を履修すること

で取得することになる。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 第 3 回学科会議、心理人間教育研究会(2018 年 3 月 27-29 日)な

どで検討を行ったが、実施可能な具体的案を作成には至らなかっ

た。Slack などのアプリケーションの利用などはさらに検討した

い。 

 

1-2-2 教務課にも検討していただいたが、物理的な限界から適当な教室

確保が難しかった場合があった。学内の改修工事が一段落するま

で、この課題への対応は難しいであろう。 

教務課 

1-2-3 年次進行による導入のため、科目・単位数変更の影響があらわれ

るのは 2018年度からとなる。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 年度途中に想定外の教員の退職があったが、学科教員の協力と尽

力によって、予定していたすべての科目を開講できた。 
 

1-3-2 2018 年度から、公認心理師受験資格に対応するカリキュラムを

導入することが決定された。受験資格に関連する科目では、省令

で求められる内容を含めた内容とすることが確認された。 

 

1-3-3 研究プロジェクト論文発表会（2018 年 3 月 8 日）において、発

表をめぐって教員と学生、学生と学生の間で専門的なやり取りが

見られた。 
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２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 外部受け入れ機関との連携をもって、「人間関係フィールドワー

クⅠ・Ⅱ」を開講し、2 回の報告会を行った（「2017 年度人間関

係フィールドワーク報告書」）。受け入れ先からも報告会への参加

を得ており、受講生へ言葉が贈られ、期待される学生の学びが生

じていることが確認できた。 

 

2-1-2 本学科が学びの集大成と位置づける研究プロジェクト論文の発表

会を開催した（「2017 年度研究プロジェクト論文発表会プログラ

ム」）。下級生にも参加を積極的に呼びかけ、研究を知り、これか

らの履修・学習を考える機会とした。 

 

2-1-3 適切な履修計画立案のため、2018 年 1 月 23 日に開催された「心

理学実験 II」の発表会へ、次年度に受講を検討している 1 年生

の参加をうながした。受講生との情報交換の時間も設けられてお

り、参加者は授業内容についての理解を深めた。（案内パンフ

「心理学実験 II 発表会」。発表会には学科長も参加し確認） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 研究プロジェクト論文発表会や、「人間関係フィールドワーク」

「心理学実験 II」の報告会への参加は、履修計画や学習計画を

考える良い契機となっている。学生自身が本学科のカリキュラム

を理解するにも有用であるので、他の科目でも同様な展開ができ

ないかどうかを各科目担当者が検討する。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2018 年度より、公認心理師受験資格に対応した新しいカリキュ

ラムとなる。そのもとでの学生の様子について、縦断的な情報収

集が必要である。 

 

3-1-2 1-2-3 に記した、2017 年度カリキュラム改正に伴う単位数変更の

影響が懸念される。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 新入生を対象に、調査等をもちいて公認心理師取得希望者数など

を把握する。 

 

3-2-2 学生の履修・単位取得状況を確認する。  
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≪教育内容・方法・成果≫ 

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

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2016 年度においては、2 年次生のゼミ選択に向けての準備、心構

えに不足が見られた。 

 

1-1-2 教員による日常的授業参観が「人間関係フィールドワーク」等、

一部授業では実施されてはいるものの、十分とは言えない。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 1 年生が大学での学習に一応の適応をみる第 2 クォーターの「心

理人間学基礎演習 IB」で、ゼミ選択についての簡略なガイダン

スを実施した。 

 

1-2-2 年度当初、学科会議にて学科教員に日常的授業参観を促した。し

かしながら，「人間関係フィールドワーク」等を除くと，参観・

被参観授業は 3 科目に留まった（教育・研究支援室での把握

数）。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 

 

「2017 年度卒業予定者対象カリキュラム調査」の結果とその分

析結果が心理人間教育研究会(2018 年 3 月 27-29 日)で報告され

た。その結果の一部は開示し、在学生の履修の参考に供した。

（「2017年度心理人間教育研究会」プログラム） 

 

1-3-2 研究プロジェクト論文への意欲や質の向上のため、2016 年度よ

り優秀研究プロジェクト論文を選抜し、顕彰する制度を導入し

た。本年度は、優秀論文 4 本を選出して表彰した。（2017 年度第

18回心理人間学科会議議事録） 

 

1-3-3 2018 年 3 月 6 日開催の心理人間学科自己点検・評価委員会にお

いて、2017 年度第 1 クォーター、第 2 クォーターの「学生によ

る授業評価」集計結果を確認、共有した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 毎回の学科会議において、学生の状況（出席状況、休学予定、留

学予定等）について学科教員間で情報の共有を図っている。これ

は学生への教員の目配りと指導に役立っている。（心理人間学科
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会議議事録） 

2-1-2 チームティーチングや同時間割で複数開講されている科目等で

は、頻繁に教員による打ち合わせやふりかえりを行い、即時的な

授業改善につながっている。 

 

2-1-3 「心理人間学基礎演習 IC・ID（旧Ⅱ）」では受講生に対する調査

を毎年行い、その結果をもとに学習状況や学習効果の改善に向け

た工夫を行っている。（「2017 年度心理人間教育研究会」プログ

ラム） 

 

2-1-4 研究プロジェクト論文表彰制度に関しては、学生より選出の方法

について質問があったことなどから、学生の意識をひく施策であ

ったと考えられる。（「2017 年度卒業予定者対象カリキュラム調

査」） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 学生の学習に対する様相については、会議での報告、周知のみな

らず、適宜、関連教員間での情報共有を進めることを全学科構成

員が意識する。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 特になし  

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 例年実施している「卒業予定者対象カリキュラム調査」は、体験

学習に重点が置かれた現行カリキュラム・ポリシーを軸とした調

査項目がたてられている。そのため、自由記述欄で学生が肯定的

なコメントを多く残している科目や項目について、十分なデータ

が収集できていない。 
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2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 調査の在り方を検討し、同時に抽象度の高いディプロマ・ポリシ

ーと具体的な学科科目群の間をつなぐ目標を設定する計画であっ

たが、最終的に、当面は同じ調査内容をもって継続的にデータを

収集、分析する方針を採用した。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 「2017 年度卒業生予定者対象カリキュラム調査」を行い、その

結果、学科カリキュラムを通して、ディプロマ・ポリシーに掲げ

る「多様な観点から自分自身や他者、人間関係、社会を理解する

力」、「他者と協働しようとする態度やそれを実践する力」、「コミ

ュニケーション能力」などで自身の変化を感じていることが示さ

れた。（「2017年度卒業生予定者対象カリキュラム調査報告」） 

 

1-3-2 『南山大学「学生による授業評価」まとめ 2017 年度第 1 クォ

ーター・第 2 クォーター』集計において、「あなたはこの授業の

到達目標に向けて力がついてきていると思いますか」の平均はク

ォーター順に 4.02、3.97、「この授業を通して、新しい知識（あ

るいは、技術や能力）を得たり、理解が深まったと感じますか」

で、4.45、4.33であった。 

 

1-3-3 研究プロジェクト論文の質の向上のため、2016 年度より優秀研

究プロジェクト論文を選抜し、顕彰する制度を導入した。本年度

は、優秀論文 4 本を選出して表彰した。候補となった論文を含

め、ディプロマ・ポリシーにある「学術的な観点から、自分自身

や他者、人間関係、社会を多面的に理解できる力」などが十分に

認められるものであった。（2017 年度第 18 回心理人間学科会議

議事録） 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 本学科生のみで構成される、新入生サポートやゼミ紹介企画など

の立案・運営を主とする学科コミュニティ、学科紹介冊子『ここ

ろ』の編集・作成グループの 2 団体が活動を行っており、ディプ

ロマ・ポリシーにあげられる「人を理解し、人と関わり、人を支

援する態度」育成につながっていると考える。学科は担当教員を

配置することでこれらの活動を支援している。（『2017こころ』） 

 

2-1-2 コミュニティ心理学ゼミの自主活動が、学部の補助を受けて、

2017 年 11 月 30 日に Q104 教室にて講演会「ICU に学ぶクォータ

ー制の活用法。〜クォーター制ってなんなんだ〜」の開催（学内

掲示ポスター等）、さらにパンフレット『えっ、クォーター制っ

てなに？』の作成へと発展した。 
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2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 学科コミュニティ、『こころ』の編集・作成グループの他学生を

引きつける力が以前より弱まっているようである。学生の自主

性、自発性を損なわない範囲で、活動をサポートする。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 特になし  

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 都市部私立大学の入学定員の厳格化が進むなか、入試種別ごとの

定員設定について、より慎重に議論する必要となる。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2021 年度入学試験からの改変も予定されるため、課題に対する

議論は一時凍結した。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2017 年度入学者に対して、「2017 年度新入生調査」を実施した。

（「2017年度新入生調査報告の報告」） 

 

1-3-2 外高卒、外国人留学生、転部転科、編転入入試、学園内高校、カ

トリック系高校等推薦入試における小論文採点基準、面接担当者

数について、事前に検討、確認を行った。（第 14 回心理人間学科

会議議事録） 

 

1-3-3 外国人留学生入学審査、カトリック系高等学校等対象特別入学審  
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査(仮称)の試験内容について議論し、アドミッション・ポリシー

に添った素案を作成した。（第 17、18 回心理人間学科会議議事

録） 

1-3-4 オープンキャンパスの振り返りを行い、指摘された課題や提案な

どは入試課へも連絡した。（第 7、14 回心理人間学科会議議事

録） 

入試課 

1-3-5 2018 年度入試の志願者は、一般:628(前年比+42 名)名、全学個

別：339(+30)名、全学併用：185(-3)名、センター前３:138(-

101)名、センター前５:167(+36)名、センター後 27(-1)名であ

り、センター前３での大きな減少が特徴的であった。学園内推薦

入試志願者数は 9(+1)名、カトリック系高等学校推薦入試志願者

は 13(+3)名、外高卒 2(+1)名、外国人留学生 0(-4)名の志願者が

あった。 

 

1-3-6 中学・高校からの要望による講師派遣は、入試課経由が希望 4

件、うち派遣 2件、教育・研究支援事務室経由が、希望 5件、う

ち派遣 3件であった。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 「2017 年度新入生調査」の結果、入学者のうちオープンキャン

パス参加者の割合はそれほど高くない（38.2%）ことが示され

た。他方で、情報取得源として大学案内誌や web が利用されてい

ることも示され、有用な情報となり得た。（「2017 年度新入生調

査報告の報告」） 

 

2-1-2 オープンキャンパスの相談コーナーに、研究プロジェクト論やそ

の発表会時のポスター、関連学会誌などを掲示し、本学科でどの

ようなものを学び、集大成として作り上げるのかを実感してもら

った。難しそうという感想も聞かれたが、おもしろそうという声

もあった。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 新入生に対する調査を継続するとともに、大学案内誌への記載情

報や学科 webの工夫を行う。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2021年度入試に向けた議論が必要である。  
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3-1-2 編入入試受検者数が伸び悩んでいる。短期大学卒業予定者のみな

らず、4年制大学在籍者にも受験しやすい枠組みを検討する。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 アドミッション・ポリシーにかなった各入試の定員と科目、配点

について学科会議において議論する。まずは 2018 年度からはじ

まる特別入学審査（カトリック系高等学校等対象）について、よ

りポリシーが反映された形式を検討する。 

 

3-2-2 4年制大学在籍者が受験しやすい配点に変更する。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2017年度日本文化学科自己点検・評価報告書 

 

日本文化学科長 西岡 淳 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし。  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 日本文化学科では、本学の教育理念「人間の尊厳のために」を前

提とし、日本文化、日本文学、日本語学、日本語教育の各領域に

わたる知識の習得を通して、世界における日本の位置づけや文化

的多様性を理解し、社会に貢献しようとする姿勢を持つ人材を育

成することを目標としている。そのために必要な学科科目を配置

し、外国人留学生別科とも連携しつつ、社会に貢献できる卒業生

を送り出すことを目指している。 

 

1-3-2 学科の理念・目的については、定例の学科会議で関連する案件が

あればその度に確認しており、更に年度末に行われる FD 研修会

（2018/3/10）、および次年度始めにかけて学科の自己点検・評価

を行う際にも検証している。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 学科内に設置した将来構想ワーキンググループにおいて、学科の

3 つのポリシーの改訂作業を行い、学科会議の承認を経て提出し

た（学科会議記録／日本文化学科 3つのポリシー）。 

 

2-1-2 2016 度末に作成した学科 Web ページのコンテンツを充実させ、

学生や受験生に、学科の理念や目的をより効果的に伝えられよう

努めた（学科 Webページ）。 

 

2-1-3 卒業生を対象とするアンケート（カリキュラム調査）において、

学科の理念に関連して、「日本文化全般に関する基本的な知識」

「世界に向けて日本を語ることができる力」を得たとの回答が比

較的多かった（『2017年度 日本文化学科カリキュラム調査』）。 

 

49



 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 関連する案件があれば、その都度学科会議で審議する。  

2-2-2 継続的に Webページの充実に努める。  

2-2-3 カリキュラム調査は、質問事項などの点検を行いつつ、次年度以

降も継続して実施する。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 卒業生を対象とするアンケート調査において、分野（複数）によ

っては授業数を増やしてほしいとの要望があった。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 当該年度の学科構成員の状況によっては、ある分野の授業数が減

ることは有りうるが、2018 年度（以降）の状況と、学生からの

要望とを継続的に検討し、対応していく他はないだろう。 

 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

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

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 教員数の減少により、個々の教員の業務負担が増加する可能性が

高い。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2016 年度に 13 人であった学科構成員が、本年度は 10 人となっ

たことから、危惧した通り構成員の負担が増加した。学科会議で

業務を公平に分担すべく継続して話し合っている。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 教員の任用、昇格、再任用などの人事案件に関しては、その都度

学科会議の議題として慎重に検討を行い、議論を重ねて進めてい
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る。 

1-3-2 以下の人事案件を行った。 

・任用人事：教授 2名（1名は 2018年 9月任用予定） 

 准教授 1名 

・名誉教授称号授与：教授 1名 

 

1-3-3 2017 年度に科研費その他の外部資金を獲得している教員は、延

べ人数で 8 名（研究代表者・同分担者としての重複受給者を含

む）で、2016 年度と同数であった。（「2017 年度科研費保持者一

覧」「2017年度学外分担金受入一覧」） 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 人文学部教員の教員評価において、学科所属の教員全員が、『人

文学部における教員評価の基準と実施体制に係る内規』に照らし

て、何らかの成果を挙げていることが確認された（2018.5.9 実

施「2017年度人文学部教員評価委員会」）。 

 

2-1-2 すべての成員が学内の業務や学外での広報活動などに積極的に協

力している（「学科会議記録」）。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 本報告書などを用いて、所属教員全員が学術的成果を上げている

ことを周知し、次年度の成果につなげたい。 

 

2-2-2 基本的には 2018 年度も同じ状況が続くため、学科会議等で全員

の了承を得て、学科運営のための共通認識を持つよう努める。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 人事案件を確実に進める。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 任用人事を 3 件予定しており、これらを滞りなく進めることが望

まれる。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

A.教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に検
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証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし。  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学科の教育目標や教育課程の編成・実施方針などについては、定

例の学科会議で関連の案件がある度に確認している。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 本年度に行われた 3 つのポリシー改訂作業のなかで、本学科では

教育目標や学位授与方針などについて議論し、学科のカリキュラ

ムポリシー・ディプロマポリシーとして成文化することができた

（学科会議記録／日本文化学科 3つのポリシー）。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 3 つのポリシーに記された内容が適切なものかどうか、学科内で

継続して議論を進める。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 本年度から学科の構成人数が減少したことにより、教育課程の編

成および実施方針の適切性について、改めて検討する余地がある

だろう。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2018 年度の単年度だけではなく、クオーター制の完成年度を視

野に置きながら、学科として見通しを立てていくべきと考える。 
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≪教育内容・方法・成果≫ 

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

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 日本文化・日本文学・日本語学・日本語教育の四領域にわたる教

員が、多岐にわたる学科科目を開講し、学生に幅広い知識と視野

を提供している。 

 

1-3-2 学生に対しては、1・2 年次の基礎演習科目において、学科での

研究に必要な基礎知識と各領域についての展望を持たせ、3 年次

からのゼミにおいては専門的な訓練・教育を施して、最終成果で

ある研究プロジェクト（卒業論文）の作成につなげている。 

 

1-3-3 各領域における関講科目数、内容に関する科目間の調整・点検、

各科目の実施方法などについては、学科会議をはじめ、領域別、

科目別に関連教員が日常的に把握、点検を行っている。 

 

1-3-4 2 年次生の次年度のゼミ配属については、例年と同じく 2 度のゼ

ミ説明会と長期のゼミ見学期間を設け、2018 年 1 月に最終決定

した。各ゼミとも、定員の目安である 15 名を大きく超過するこ

とはなかった。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 今年度の学科カリキュラム調査の集計結果において、「学科のカ

リキュラム全体」と「ゼミの内容指導」についての肯定的回答

（「やや満足」「満足」「非常に満足」の合計）が、それぞれ

93％・96％と良好であったことから、全体として学科の編成・実

施方針にふさわしい教育内容が提供できていると判断される。

（『2017度 日本文化学科カリキュラム調査』） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策 ※ 
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(もしあれば) 

2-2-1 カリキュラム調査の自由記述において、カリキュラムやゼミの在

り方についての個別的な改善意見や不満などがあった。これらを

学科内で共有して、更なる改善につなげることが望まれる。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 文科省の教職課程（教科に関する科目）についての指摘（2016

年度）により、本年度の 4 年次の教職課程選択者に対して新たに

必修科目を課す事態が生じた。これにより複数の授業を新たに開

講する必要が生じた教員もあり、分野によっては開講科目数の目

減りを余儀なくされたこともあった。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 本年度の状況は解消されつつあると認識しているが、この件に関

連して、クオーター制実施後まだ 1 年を経たばかりである現状に

鑑みれば、学科としては学生の履修には十分に注意する必要があ

る。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし。  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 4 年次の「研究プロジェクト」において、各指導教員は、口頭試

問、研究発表会、最終プレゼンテーションなどの機会を設け、そ

れらを通して教育成果が上がっているかどうかの検証を行ってい

る。 

 

1-3-2 学科における教育の最終的な成果である卒業論文（研究プロジェ  

54



クト）は、データ化して保存し、合同研究室における閲覧に供す

ることによって、活用と継承をはかっている。 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 「社会の変化と授業実践の課題－日本文化学科の皆さんに伝えた

いこと－」と題する学科 FD 研修会を開催し、学生の変化に対す

る教員側の対応や学期制などについて、検討する機会を持った

（話題提供者配布資料「講義用プリントセット」およびメモ）。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 FD 研修会を教育内容・方法の改善に資するよう有益に活用する

とともに、日常的な教員同士の情報交換がしやすいような雰囲気

作りが望ましい。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2017 年前後の 2 年ほどで、学科の半数近い教員が入れ替わると

いう事態を踏まえ、従来の教育方法・内容を、新たなメンバーの

中でいかに共有し、刷新するかを検討する必要がある。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学科会議や各領域内の教員同士で、新たなメンバーの意見を尊重

しつつ、話し合いを継続していく。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 
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1-2-1 該当なし  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 卒業生に対してカリキュラムや学生生活に関する学科アンケート

を行い、集計結果を各教員に配布して、教育成果や学生の満足度

について検討している。 

 

1-3-2 学科の教育の成果ともいえる研究プロジェクト（卒業論文）につ

いては、質にばらつきがあることは否定できないが、各指導教員

が時間をかけて丁寧に指導をしており、教育成果として概ね満足

できるものである。 

 

1-3-3 2017 年度卒業生の進路状況は、従来に比して大きな変化はない

（南山大学キャリア支援室「2017 年度 卒業生・修了生の進

路」）。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 今年度の学科アンケートにおける「個人研究」と「ゼミの指導」

項目の肯定的回答（「やや満足」「満足」「非常に満足」の合計）

が、それぞれ 91％・96％と良好であったことから、教育成果に

ついては基本的に評価できると考える（『2017 度 日本文化学科

カリキュラム調査』）。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 アンケートの自由記述欄に、教員の丁寧な指導を評価する記述が

少なからず見られることから、これを堅実に継続していくことが

第一であろう。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし  
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≪学生の受け入れ≫ 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 一般入試・推薦入試等のすべての入学者選抜に際して、入学者の

選考基準や合否の確認などを学科会議で慎重に確認し、学生の受

け入れが公正に行われるよう留意している。 

 

1-3-2 入学試験の際には入試課と協議してアドバイスを受け、学生の受

け入れを慎重に判断している。2018 年度入試では、法学研究科

の設置申請に関連して受入者数を抑える必要があったこともあ

り、入学手続者（１年次）は、定員 100 名に対して 99 名であっ

た。 

 

1-3-3 学内における高校生対象の模擬授業や、学外から講師派遣の要請

などがあった場合には、可能な限り学科の教員を派遣して授業を

行うべく、積極的に対応している。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 本年度 11 月入試においては、学園内推薦などの募集人員 25 名に

対して 28名の手続者があり、募集枠を満たすことができた。 

 

2-1-2 2016 年度末に作成した学科 Web ページに「学科便り」などのコ

ンテンツを加え、受験生に学科の現状についての情報を提供すべ

く努めた（学科 Webページ）。 

 

2-1-3 学科 PR 誌『HJ』2018 年度版の編集と刊行を行った（『HJ』

Ver2018）。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 
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2-2-1 学園内高校教員との懇談会等からの感触からも、学科での教育を

充実させることが、広義の広報活動につながると思われる。 

 

2-2-2 継続してコンテンツの充実に努める。  

2-2-3 『HJ』を推薦指定校等に配布するなどして、広報活動を充実させ

る。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 推薦編入学枠志願者の減少分をいかに補うかを検討する必要があ

る。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 推薦入学審査に関する大学全体の動きに配慮しつつ、学科内での

検討を継続する。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2017年度外国語学部自己点検・評価報告書 

 

外国語学部長 真野 倫平 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2017 年改組にともない新任教員が大勢任用されたので、教育理

念の共有に努める。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 学科長会議、学部自己点検・評価委員会等を通じて教育理念の共

有に努めた。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 前年度に改訂した学部ならびに各学科の 3 つのポリシーについ

て、文言の微修正を行った。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 改訂された新ポリシーに基づいた新カリキュラムが 2017 年度に

順調なスタートを切ることができた。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 2018 年度も引き続き学科長会議を中心に情報交換をしつつ各学

科における新カリキュラムの順調な導入に努める 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 二専攻制を導入したスペイン・ラテンアメリカ、フランス、ドイ

ツ、アジア学科では依然として専攻間で志願者数に偏りが見られ

る。 
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2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 各学科の HP・Facebook 等で広報に努め各専攻の魅力をより積極

的にアピールする。 

 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

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

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 スペイン・ラテンアメリカ学科で任用人事が 1 件不成立に終わっ

た。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 スペイン・ラテンアメリカ学科の上記の任用人事が無事に行われ

た。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 任用人事 6 件（うち特別任用 2 件）、再任用 1 件、昇格 1 件、研

究休暇 1 件、留学 1 件、名誉教授称号 1 件、短期大学部からの移

籍 2 件の人事が成立した。加えて、教職課程再課程認定にともな

う前倒し人事として再任用 3 件、特別任用の任期更新 2 件が成立

した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 学部主催の FD 研修会を 1 回開催し、51 名の参加者があった。テ

ーマは外国語による教授法であった。（教育・研究支援事務室

WEBサイト） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 2018 年度には、学外から講演者を招いて学部主催による教育技

術向上のための FD研修会を実施する予定である。 
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３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 ドイツ学科任用人事 1 件（2018 年 4 月任用予定）が、候補者側

の事情により、内交渉の段階で不成立に終わった。 

 

3-1-2 アジア学科任用人事 1 件（2018 年 4 月任用予定）で、候補者の

所属先での勤務の都合により、任用が半年遅れることになった。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2018 年 9 月任用を目指して新たに 2～3 月にかけて公募を行っ

た。 

 

3-2-2 任用人事は余裕をもって計画的に行うよう配慮する。  

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 3 つのポリシーの改訂については、一部で具体的な内容に踏み込

むことができなかった。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2017 年度は 3 つのポリシーの微修正を行ったが、根本的な見直

しには至っていない。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 各学科で教職課程再課程認定のための教職科目の全面的な見直し

を行った。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 改組 1 年目において、旧カリキュラムから新カリキュラムへの移

行を大きな問題なく終えることができた。 
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2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 引き続き、学科長会議などで情報交換をしつつ、各学科で新カリ

キュラムへの移行を注意深く進める。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 複数の学科の報告書において、クォーター制の運用に関し、同一

科目における複数担当者間の連携に係る課題や、第 2 クォーター

から夏期休業中にかけての継続的外国語学習に関連しての懸念が

指摘されている。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学科長会議において情報交換をしつつ、必要ならば学部将来構想

WGなどで問題への対応を協議する。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 新カリキュラムについては 2017 年度から運用が始まるので、内

容を着実に実現するように運用に注意する。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 運用 1 年目については新カリキュラムへの移行を大きな問題なく

行うことができた。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 各学科において 2018 年度に本格的導入が始まる海外フィールド

ワークの準備を順調に進めることができた。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 「国際化推進事業」（第 3 期）の 3 年目の諸企画をほぼ計画通り  
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に行い、第 4 期の予算を確保した。（各学科の「国際化推進事業

報告書」） 

2-1-2 学部主催による「国際社会で活躍するキャリアを考える特別プロ

グラム」による講演会を 5回開催した。（大学 WEBサイト） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 国際化推進事業（第 4 期）計画に従い、海外フィールドワークの

本格的運用を開始する。 

 

2-2-2 学部主催による「国際社会で活躍するキャリアを考える特別プロ

グラム」を継続する。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 新カリキュラムへの移行について、2 年目も問題なく進むよう運

用に注意する。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学科長会議において各学科の運用について情報を交換し、問題が

あれば即座に対応する。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 全学科で海外フィールドワークを設置するにあたり、学科間の評

価方法の統一について検討する必要がある。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 学科長会議で検討した結果、各学科の意思を尊重し、評価方法の

統一は行わないこととした。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 
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1-3-1 年度末に外国語学部自己点検・評価委員会懇談会を実施した。海

外フィールドワークの進捗状況等、各学科における活動状況報告

（学科長による振り返り）がなされたうえで、学部全体での教員

間の意見交換が行われ、教育成果に関する貴重な検証の機会とな

った。 

 

1-3-2 学部長表彰式における成績優秀者から意見聴取を行い、教育課程

に対する学生の意見を聴取した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 「学生による授業評価アンケート」の項目 04 から 18 の平均値は

ほぼすべての学科で全学の平均値を上回った。（2016 年度秋学

期・2017年度春学期学生による授業評価アンケート） 

 

2-1-2 学部長表彰における学生の意見はおおむね好評であった。（「2017

年度外国語学部学部長表彰式における学生からの意見・要望 覚

書」） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 各学科において「学生による授業評価アンケート」結果を考慮し

た教員配置を行うなど、教育改善につなげるための検証を学部全

体で継続する。 

 

2-2-2 学部長表彰式における成績優秀者からの意見聴取を継続する。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 複数の学科の報告書において外部試験による教育成果の検証が課

題として指摘されている。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学科長会議において学科間の情報交換をしつつ、必要に応じて学

部将来構想 WGにおいて検証方法の協議を進める。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 
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1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 海外フィールドワークの実施ならびに第 2 クォーター留学制度導

入により留学形態が多様化するので、留学生数を把握するやり方

を検討する。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 第 2 クォーター在学中在外学習届については学部教授会報告とし

情報共有することとした。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 卒業者数については、卒業判定対象 551 名中、卒業不可者は 149

名（再試合格者を除く）であった。割合は 27％であり、一昨年

度・昨年度とほぼ同様であった（2015 年度は 567 名中 138 名の

24％、2016 年度は 503 名中 133 名の 26％）。尚、卒業不可理由に

ついては、休学による海外渡航（留学等）に伴う単位数不足によ

るものが大半（64％)であった。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 JASSO の海外留学支援制度（協定派遣）奨学金で、英米学科を除

くスペイン・ラテンアメリカ、フランス、ドイツ、アジアの 4 学

科が採択され、合計 94 名の学生が採用された（前年度は 3 学科

51名）。 

 

2-1-2 外国語学部の卒業生の 2017 年度の就職率は 98.20％であり、

2015 年度の 98.01％、2016 年度の 98.89％に引き続き高い水準に

ある。（「就職統計」） 

キャリア支

援室 

2-1-3 2017 年度の派遣留学生数は大学全体で 129 名、うち外国語学部

90 名であり、69.8％の高い留学率を誇っている（2015 年度は 98

名中 68 名の 69.4％、2016 年度は 130 名中 93 名の 71.5％）。（国

際センター統計） 

国際センタ

ー 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 JASSO については 2019 年度に向けて引き続き全学科で申請を行

う。 

 

2-2-2- 引き続きキャリア支援室と協力して学生の就職を支援する。 キャリア支
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援室 

2-2-3 留学方法の多様化に対応しつつ、国際センターと協力して引き続

き留学を希望する学生を支援する。 

国際センタ

ー 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 交換留学の応募条件を変更し 1 年次から応募できるようにするこ

とを国際センターと協議中である。 

国際センタ

ー 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 国際センターと協力しつつ留学制度改革を進める。 国際センタ

ー 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 推薦入学で、特に学園内およびカトリック推薦における志願者が

伸び悩んでいる。 

 

1-1-2 2専攻制を導入した一部の学科で 2専攻のバランスが悪かった。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 あまり改善されていないが、2019 年度入試よりカトリック特別

入試を導入することとした。 

 

1-2-2 2018 年度入試においては多少改善されたが、依然としてアンバ

ランスが存在する。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2018 年度入試においては厳格な定員管理が要求されたが、第二

次追加合格を行うことで対応した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し ※ 
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てください 

2-1-1 外国語学部の 2018 年度入試の志願者数は 2017 年度に比べやや増

加した。（入試統計） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 全学科において学校訪問、HP・Facebook の更新などによって広

報をより組織的に展開する必要がある。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2 専攻制を導入した学科において専攻間の志願者数のアンバラン

スがまだ存在する。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学校訪問等の入試広報の際に各専攻の特色についてより積極的に

説明する。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2017年度英米学科自己点検・評価報告書 

 

英米学科長 鈴木 達也 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 We will be challenged to optimize our program on a reduced 

staff. 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 学科構成員の減少の影響を抑えるとともに、学部・学科の 3 つの

ポリシーに合致した教育を実現するために改訂されたカリキュラ

ムを確実に実行するため総力を挙げて取り組んだ結果、懸念され

たような大きな問題は起きなかった。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学科ホームページ、大学案内誌の作成、入試要項の内容確認の

際、ならびにオープンキャンパスに等における学科の説明の際に

学科の理念・目的の適切性についても検討を行っている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 学科の理念・目的の適切性の検討を通して、グローバリゼーショ

ンが進んだ現在における「英米」が意味するものが何であるか等

が明確になりつつある。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 今後も学科会議等で検討を継続し、定期的に理念・目的の検証を

行っていく。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 学科科目としての英語科目が学科の理念・目的の視点から必ずし  
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も綿密に位置づけられていない。 

3-1-2 学科独自作成 Web ページの「学ぶ内容」「学科の特色」の記述が

現行の 3つのポリシーと一部合致していない。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 共通教育と学科の英語教育の関係について学科の理念・目的の視

点から検討を重ね、学科英語科目の内容をより充実させる。 

 

3-2-2 学科独自作成 Web ページは閉鎖し、情報発信は学科公式ホームペ

ージと英米学科 Facebookに集約する。 

 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

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

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 Two members need to be encouraged to be more productive in 

their research output.  

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 当該教員の 1 名は、他学科へ移籍した。もう 1 名については、

2016 年度は 1 編、2017 年度は 2 編の学術論文を刊行しており、

改善の兆しを見せている。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学科会議で FD 活動の重要性を繰り返し確認し、学科会議終了後

にミニ FD セッション（アクティブラーニングについて）も開催

した。 

 

1-3-2 講師 1名の准教授への昇格人事を行った。  

1-3-3 2017 年 3 月 31 日付退職の教員の後任人事を行い、講師 1 名の任

用を決定した。 

 

 

1-3-4 ノーザンケンタッキー大学から客員教育職員 1 名を受け入れ、非

常勤講師として本学科科目を 1 つ担当してもらうことを決定し

た。 
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２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 2016 年度に比べて、改組によって構成員の数は 23 名から 18 名

に減少したが、著書、学術論文の合計数は 42 から 44 に増加して

おり、活発な研究活動が行われていると判断する。（2016 年度の

1 人あたりの著書または学術論文の公刊数は 1.83 であったのに

対して、2017年度のそれは、2.44であった。） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 学科運営を効率化し、研究活動に時間を費やしやすい環境整備を

行っていく。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 アクティブラーニングを行う教員の意図が十分受講生に伝わら

ず、教員と学生の信頼関係が築けないケースがある。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2017 年度に引き続き、学科内 FD 活動に力を入れ、構成員全員が

様々な状況に対応できる能力を身に付けられるようにする。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 There are issues needed to be addressed concerning the 

need to offer classes under the old curriculum for 

students who failed to complete them on schedule. 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 ピア・レビュー委員会からの指摘を踏まえて、学科として学科会

議にて再検討した結果、「改善すべき事項」から削除した。単位
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が取得できなかった旧カリ生の扱いについては、カリキュラムの

新旧対照表に記載されている科目についてはそれに従い、それ以

外は再履修者用に旧カリ科目を開講した結果、懸念していた問題

は発生しなかった。 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 教職課程の再課程申請に伴い、教職科目ならびに担当教員の一部

見直しを行った。 

 

1-3-2 カトリック系高等学校等対象特別入学審査や外国語学部 AO 入学

審査についての検討を行う過程で、学科の教育目標、学位授与方

針、教育課程の編成・実施方針について学科会議において学科と

してあらためて議論を重ねた。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 教職課程再課程申請のための教職科目の見直しにより、改組の影

響を極力抑えることができた。 

 

2-1-2 学科内に学科長を中心とする特別チームを編成して教職課程再課

程申請のための教職科目の検証・見直しを行い、その結果を学科

会議で審議・検討した。これに伴い、年間を通して学科の教育目

標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針について学科とし

て検証を行ったことにより、学科構成員内に定期的な検証が重要

であるという意識が根付いてきた。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 2019 年度まで教職課程の内容を変更することはできないが、次

なる改革のため、引き続き、学科長を中心とする学科内の特別チ

ームにおいて検討を重ね、その議論の内容については学科会議に

おいて学科構成員間で共有し、学科内での教職科目の見直しは継

続していく。 

 

2-2-2 教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針の検証を学

科の最重要課題と位置づけ、学科会議における議論を通して、学

科として定期的な検証を継続していく。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  
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2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 特になし。  

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 There needs to be better cooperation from the membership 

in taking responsibility for leading the overseas 

fieldwork programs such as the American Studies Practicum. 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 学科会議で慎重な検討を重ね、2017 年度実施のアメリカ事情実

習の引率者の決定は円滑に行われた。加えて、2018 年度実施の

海外フィールドワークの企画、各種手続きについても協力体制が

構築できた。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 長年の課題であった学科必修科目の標準化について、2017 年度

は、新カリキュラム 1 年次生用の Academic English A の独自の

共通テキストを作成した。 

 

1-3-2 2017 年度まで短期大学部が行ってきたオーラルインタープリテ

ーション・コンテストを英米学科で引き継ぎ、2018 年度からは

オーラルインタープリテーション・フェスティバルとして開催す

ることを決定した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 新カリキュラムの短期海外留学プログラムである「海外フィール

ドワーク A（ハワイ大学）」、「海外フィールドワーク B（チチェス

ター大学）」の参加希望者が合計 83 名となり、2 年次生の半数以

上が 2018 年度実施の新規短期海外留学プログラムに参加するこ

とになった。 

 

2-1-2 外務省から北米局北米第一課課長補佐を招いて外交講座を開催  
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し、Academic English B の受講生を中心に「北米地域情勢」に

ついて聴講し、アメリカ研究に対する学生の意識を高めた。 

2-1-3 シンシナティ大学から講師を招いてアメリカ研究センターと共催

の講演会を英米学科生も参加できる授業時間に開催し、学生のア

メリカ研究に対する意識を高めた。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 短期海外留学プログラムのための小委員会を設置し、プログラム

の自己点検評価に基づくプログラムの改善の他、未開講の「海外

フィールドワーク C」の実施についても具体的な検討を行う。 

 

2-2-2 2018 年度も引き続き外務省から講師を招き、外交講座を開催す

る。（2018年度は、英国地域情勢を希望。） 

 

2-2-3 2018年度も積極的に学科主催または共催の講演会を開催する。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2 年次生用学科必修科目である Academic English B の標準化が

遅れている。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 小委員会を設置し、標準化の作業を進める。  

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 Search for a commercially available testing program proved 

unsatisfactory. We need to work on developing our own 

mechanism for measuring student language development over 

the life of the program. 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 
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1-2-1 英米学科独自の評価システム構築について検討は行ったが、未だ

結論には至っていない。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2016 年度までは学科英語科目のクラス分けを上級クラスとその

他のクラスの二種類にしていたが、英語力が劣る学生が増えたこ

とから、2017 年度は下のクラスを新設して、よりきめ細かな支

援ができるようにした。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 旧カリキュラムでは細分化されていた学科必修英語科目を新カリ

キュラムでは Academic English A（ 1 年次生）、 Academic 

English B（2 年次生）に集約し、それぞれに設定されたコーデ

ィネーターがプログラム全体を見通せるようにした。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 Academic English A と Academic English B のコーディネーター

の連携を深め、学科必修英語科目のさらなる質的向上を目指す。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 学科英語科目で下のクラスを新設したが、英語力が低い学生にと

って手本／目標となる学生がいないため、期待通りには機能せ

ず、大きな成果は挙げられなかった。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学科英語科目のクラス分けを従来の二種類のクラス分けに戻し、

英語力が低い学生にとってどのクラスにも手本／目標となる学生

がいるように配慮してクラス分けを行う。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 
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1-1-1 The number of students who challenge themselves by taking 

courses done entirely in English seems to be lagging. 

Greater emphasis needs to be placed on encouraging them to 

challenge themselves. 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2017 年度に授業がすべて英語で行われる授業を選択科目として

履修した英米学科生の総数は、のべ 917 名であった。この他、学

科必修英語科目のほとんどがすべて英語で教えられる授業である

ことを考えると、2017 年度については、非常に多くの英米学科

生がすべて英語で教えられる授業を履修していると言える。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2018 年度から実施する海外フィールドワークの実施校として、

ハワイ大学（アメリカ合衆国）とチチェスター大学（英国）を選

定し、リスクアセスメントも含めて、慎重に準備を行った。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 多くの英米学科生が留学、ワーキングホリデー、インターンシー

ップのために長期の海外渡航をしており、書物等から得られる知

識だけでなく、海外での長期にわたる個々の実体験を踏まえた知

見および豊かな国際感覚をもとに視野を広げ、英米学科がディプ

ロマポリシーに掲げる「英語で情報を収集し、自らの立場や意見

を明確に述べることができる高度な英語運用能力」の修得に役立

てている。（2017 年度春派遣：交換留学 2 名、認定留学 1 名、推

薦留学 2 名、2017 秋派遣：交換留学 45 名、認定留学 2 名、推薦

留学 3 名、2018 年春派遣：交換留学 6 名、認定留学 4 名、推薦

留学 1 名。合計 66 名。休学して留学等の海外渡航：36 名。総計

102名） 

 

2-1-2 愛知県立大学との合同卒論発表会を開催し（会場は愛知県立大

学）、47名の英米学科生が参加・発表した。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 2018 年度から実施の短期海外留学である海外フィールドワーク

を成功させ、長期海外留学する学生をさらに増やす。 
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2-2-2- 愛知県立大学との合同卒論発表会参加者は、分野によってかなり

ばらつきがあるので、これを是正し、参加者を増やす。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 海外フィールドワーク Cの具体的な内容がまだ決定していない。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学科内に小委員会を設置して、内容を検討する。  

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 Better use needs to be made of the home page.  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 学科会議で検討を重ね、英米学科 Facebook をより充実させて、

情報発信していくことを決定し、更新を継続している。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 推薦入試に関して、三年に一度の指定校の見直しを行い、既存の

42校に加えて、3校を追加した。 

 

1-3-2 初めて外国語学部 AO入試を行い、10名の志願者があった。  

1-3-3 一般入試の志願者数は、2016 年度入試が 700 名に対し、2017 年

度入試は 606名に減少した。 

 

1-3-4 全学統一（個別学力試験型）の志願者数は、2016 年度入試が 362

名に対し、2017年度入試は 343名に減少した。 

 

1-3-5 全学統一（センター併用型）の志願者数は、2016 年度入試が 397

名に対し、2017年度入試は 256名と大きく減少した。 

 

1-3-6 センター利用（3 教科型）の志願者数は、2016 年度入試は 314 名

に対し、2017年度入試は 383名に増加した。 
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1-3-7 センター利用（5 教科型）の志願者数は、2016 年度入試は 177 名

に対し、2017年度入試は 196名に増加した。 

 

1-3-8 センター利用後期の志願者数は、2016 年度入試は 16 名に対し、

2017年度入試は 45名に増加した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 英米学科 Facebook を活用して、積極的に情報発信を行なってい

る。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 今後も英米学科 Facebook の更新を頻繁に行い、積極的な英米学

科の広報活動を行なっていく。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 英米学科 Facebook に注力する一方で、従来の学科独自のページ

については閉鎖することにしていたが、対応が遅れている。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 更新が途絶えている学科独自のページは早急に閉鎖し、英米学科

Facebookの内容のさらなる充実を図る。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2017年度スペイン・ラテンアメリカ学科自己点検・評価報告書 

 

スペイン・ラテンアメリカ学科長 牛田 千鶴 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2016 年度は、任用人事 2 件、編入人事 1 件、退職 1 件、転出 1

件があり、約半分の教員が入れ替わるという事態となった。しか

も、Q 制導入により、新旧のカリキュラムを同時に進行させねば

ならないという「至上命令」があったので、2017 年度から数年

間は学科の理念、目的との細かな齟齬が出てくるかもしれない。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 新たな構成員となった教員については、学科会議を通じ、また学

科運営業務や学内行事等への積極的参加を促す中で、学科の理

念、目的等に関する理解の共有を図った。新旧カリキュラムの併

存については、年度当初に再履修者のクラス編成等で対処すべき

問題はいくつか発生したが、しかるべき方法で適切に解決され、

その他には当初危惧されたような混乱や懸念は起こらなかった。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 教員数が限られている中、隔年開講科目を増設して科目選択の幅

を広げ、専攻地域に関するより広範な知識を得られるよう工夫し

つつ、学科の理念・目的の実現に取り組んでいる。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 学科の理念・目的にかなった 2 件の任用人事を実現することがで

きた。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 新任用教員に学科の理念・目的等の理解を促し、日常的業務にお

いてそれらを具現化していけるよう支援する。 
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３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2 専攻制が導入されたが、学科のディプロマ・ポリシーに鑑み、

特にラテンアメリカ専攻において、ポルトガル語など、ブラジル

を対象とする地域研究に対する対応も求められている。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 主としてラテンアメリカ専攻の学生に対し、ポルトガル語 III・

IV、ポルトガル語圏文化・社会特殊研究などの科目開講を検討す

る。 

 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

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

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学科の教育の指針を表明し、学生の学習参考資料にもなる学科特

製の冊子『Un,dos,tres al español』（105p.）の改定を考えてい

たが、2専攻制の実態を見るまでは印刷をストップさせている。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 今年度の経験を踏まえ、2 専攻制下でのカリキュラムの運用が定

着した頃を見計らって 2018年度以降に改訂版を作成する。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 教員間の連携の下、オムニバス形式科目「スペイン・ラテンアメ

リカの文化 A/B」を新規開講し、日本人学科教員全員が参画し

た。 

 

1-3-2 大学の世界展開力強化事業プログラムを通じた上智大学との連

携、チリ大使館との共同事業の推進、海外研究者による講演会の

開催等を通じ、学外機関との交流、情報交換、研究活動の活性化

を図った。科研費申請は学科教員のうち 1 名が行い、もう 1 名は

採択最終年度を迎えた。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を ※ 
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記述してください 

2-1-1 オムニバス形式科目の運営を通じ、教員間の情報交換が促され、

教員各自の授業改善の一助となった。 

 

2-1-2 より良い授業のあり方を考察する FD 活動の一環として、輔仁

（Fu-Jen）大学（台湾）スペイン語学科より教員 2 名を招聘し、

インタラクティブな授業実践についてご紹介いただいた。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 新任教員の専門分野も考慮し、オムニバス形式科目のさらなる充

実を図る。 

 

2-2-2 輔仁（Fu-Jen）大学（台湾）に本学教員を派遣する。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 教務関連のコーディネーター業務や「海外フィールドワーク

A/B」の引率業務を始め、一部の教員に負担が偏ってきた点につ

いては是正が必要である。また、より多くの学科教員が科研費申

請を行うことが望まれる。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学科内でのより平等な分担体制を整え、各教員の学科運営へのよ

り積極的な参画を促す。また、学科長から積極的な科研費申請へ

の呼びかけを行う。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当せず。  

80



 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 カリキュラム・ツリーに従い、学科必修のスペイン語科目を担当

している各教員からの意見を参考にしながら、言語科目コーディ

ネーターが中心となり、スペイン語必修科目全体の内容や進度に

関する年間授業計画を策定した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 学科必修のスペイン語科目全体が、相互に連携しつつ、有機的に

進行した。（根拠：学科作成年間授業計画表） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 今年度の授業運営上の課題を踏まえ、非常勤の先生方を含む現場

の声に耳を傾けながら、年間授業計画表を改訂する。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2 年次生以上の学年において、必修科目の置かれない第 2 クォー

ターから夏期休業中の期間、以前に比べ、継続的な外国語学習の

時間が減少している学生がいるのではないかという懸念がある。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 3-1-1 で指摘した期間、短期・長期の留学に出かけない学生に対

し、学科教員から言語関連科目の積極的な履修を勧めたり、課題

を出したりするなどして、当該学生が外国語学習時間をできる限

り多く持てるよう指導する。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学科で教育課程の方針や目標を設定してはいるが、それを充分に

行う力をもった肝心の非常勤のネイティブを東海地方から見つけ

るのが年々難しくなっている。近隣の大学とで引き抜き合戦も起
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こっている。 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 教務担当者とスペイン語教育コーディネーターが近隣在住のネイ

ティブ教員の情報を集めて候補者を絞り込み、学科の教育方針や

目的について丁寧に説明しつつ、出講の合意が得られるよう努め

た。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 新入生向けに「基礎演習」が開講され、資料の的確な分析、地域

研究に取り組む力の基礎を育成する機会が増加した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 2017 年度もサラマンカ大学において「海外フィールドワーク A」

が例年通り実施され、3 週間のスペイン語研修を受けると同時

に、同大学日西文化センターの「文化週間」行事に参加した。ま

た、本プログラムが日本とスペインが外交関係を樹立してから

150 周年を記念する在スペイン日本大使館の周年事業に登録され

た。（根拠：在スペイン日本大使館ウェブサイト、サラマンカ大

学日西文化センターウェブサイト） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 ホスト校との信頼関係を維持し、さらなる連携強化に努める。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 今年度新たに開講される科目や、近い将来開講すべき新カリキュ

ラム用科目があるなど、不透明・不確定な要素が存在する。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 3-1-1 のような不透明・不確定な要素に対応するため、状況を注

視しつつ、学科長および学科教務担当教員を中心に開講科目案を

十分検討し、学科会議を経て、その厳選に努める。 
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≪教育内容・方法・成果≫ 

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

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学科の看板の一つであったスペイン語劇が 2 年間活動を休止して

いる。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 様々な授業で働きかけを行なったが、学生の主体的参加を得るに

は至らなかった。今後は文学担当教員を中心に、学科に関係の深

い課外活動団体にも声をかけながら、活動強化を図る。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学科内の言語科目コーディネーターが日常的に非常勤の先生方と

も連絡を取り、同一科目で複数クラスが設けられているような場

合、各クラス間の授業内容や進度状況に大きな差が出ないよう常

に配慮しており、教材内容の改訂や微調整を絶えず行いながら、

言語科目の教育内容の改善と充実化を図っている。 

 

1-3-2 学科開講科目の授業評価について学科長および学科教務担当教員

が確認し、次年度委嘱の可否判断の一助とした。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 協定校がチリ、アルゼンチンにもでき、学生の交換留学先の選択

肢が広がった。（根拠資料：国際センターウェブサイト） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 より多くの学生が長期留学に出かけられるよう、協定校をさらに

開拓することを検討する。これと並行して、学科教員から学生た

ちへ各種留学プログラムを紹介したり、授業等で留学先各国の状

況を紹介するといった方法を通じた呼びかけを行ったり、あるい

は、これまでも実施されたことのある、学科の留学経験者自らの

提案による留学説明会を実施することなどにより、学科学生に対

し、留学へ向けた意識喚起を早い段階から行う。 
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３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 学科生のスペイン語能力検定試験（DELE やスペイン語検定な

ど）の受験状況、結果が十分把握されていない。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学科生のスペイン語能力検定試験（DELE やスペイン語検定な

ど）の受験状況、結果に関するアンケート調査を、学科長・言語

科目コーディネーター・学科教務担当教員を中心にその原案を準

備し、学科会議の審議を経て、学科学生に対し実施する。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 授業から離れて語学の練習をする場が欲しい、という要望があ

る。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 スペインのサラマンカ大学からの招聘学生が学科 TA とともに、

学生のスペイン語のスキル強化に貢献した。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学科 TA が学科生に対するアドバイスを担当している時間・教室

を、必修授業中のアナウンスや学科合同研究室前の掲示板に貼り

出すなどして、周知した。 

 

1-3-2 World Plaza を積極的に利用するよう、学生たちに促した。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 学科生を中心とする課外活動団体「スペイン語部」が以前から取

り組んできた母語保持教育活動を通じ、学科教育で身に着けたス

ペイン語力を社会貢献につなげることができた。（根拠:「南山チ

ャレンジプロジェクト」採択） 
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2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 「スペイン語部」の活動に加え、「スペイン文化研究会」の活動

の活性化を図り、双方の協働により、授業および授業外でのスペ

イン語運用能力を伸ばす機会を提供する。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 文学担当の教員を中心としながら、学科教員が広く学生に呼びか

けることにより、ここ 2 年ほど活動が途絶えているスペイン語劇

の上演を実施する。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 スペイン語劇の上演実施に向けて、スペイン語部やスペイン文化

研究会などの課外活動団体、ゼミ生などに対し、他学科における

外国語劇の成果やこれまで本学科で行われてきたスペイン語劇の

蓄積などを紹介するとともに、外国語劇を上演することによって

もたらされる言語的能力の向上、スペイン語圏に対する文化的知

識の深化などを文学担当の教員から説明する機会を設けるなど、

さまざまな手段で学生の参加を促す呼びかけを行う。 

 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2専攻制で、志願者（入学者）数で格差が出た。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 一般入試では依然として志願者数に開きが見られたが、推薦・AO

入試等の合格者数の合計は、両専攻とも同人数という結果を得

た。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 
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1-3-1 AO 入試が導入され、より幅広いバックグラウンドを持つ受験生

の受入れが可能となった。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 AO 入試においては（他の入試種別とは異なり）、ラテンアメリカ

により強い関心を持つ志願者を集めることができた。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 入試広報活動等を通じ、ラテンアメリカ専攻の受験者数を増やし

ていけるよう努める。 

 

2-2-2 「大学の世界展開力強化事業」の進展を広く社会にアピールし、

ラテンアメリカへの興味関心をひきつけると同時に、本学に入学

することがラテンアメリカ世界への近道であることを折に触れて

示す。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 学外の入試広報活動の要ともいえる出前授業の講師派遣において

は、広報効果を重視し、より戦略的に人選を行う必要がある。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2 名の新任用教員を含む広報チームを学科内に設置し、学内外に

おける広報業務の活性化を図る。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2017年度フランス学科自己点検・評価報告書 

 

フランス学科長 ダヴィッド・クーロン 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2017 年度入試において文化専攻と社会専攻の志願者の間に大き

な差が生じたことは学科として深刻にうけとめなければならな

い。日本におけるフランスやヨーロッパ一般に対する関心が文化

面に集中しているという事情はあるのだが、フランス社会研究の

魅力をもっと積極的に外部にむけてアピールする必要がある。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 オープン・キャンパスや高校への出向時の説明において学科長が

社会専攻の魅力と意義を繰り返しアピールした。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 オープン・キャンパスにおいて学科教員が両専攻の特色について

来場者に説明した。オープン・キャンパスにおいて文化専攻なら

びに社会専攻担当の教員が模擬授業を行うことによって学科の新

しい特色をアピールした。 

 

1-3-2 3 つのポリシーの達成度と学科の活動との整合性について学科会

議にて話し合いを重ねている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 オープン・キャンパスで学科の特色について説明を受けた来場者

が社会専攻を希望し、AO入試を受験したケースが見られた。 

 

2-1-2 両専攻の入学者数は文化専攻 47 人社会専攻 13 人だったのに対

し、2018 年度では文化専攻 52 人社会専攻 20 人となり多少改善

された。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 
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2-2-1 高校訪問やオープン・キャンパス時にさらに説明努力を続けてい

く。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 社会専攻と文化専攻の受験者数の偏りをさらに改善させることが

必要である。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2018 年度に始まる社会専攻と文化専攻に分けて行われる海外フ

ィールドワークにおける成果を来年度の潜在的受験者に向けて発

信する。 

 

3-2-2 学科の FaceBookのページをさらに活用する。  

 

 

≪教員・教員組織≫ 

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

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 事務負担・教育負担については常に配慮を怠らないようにし、よ

り一層業務の均等化を図る。 

 

1-1-2 外部資金を獲得する教員を増やす。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 改組後、新任教員 3 名を迎え、負担の分担を公平にする方針を明

確化させたが、現在のところ学科の業務の流れを把握しつつある

段階で、現在はまだ一部の教員に負担が偏る状況がいまだ続いて

いる。 

 

1-2-2 外部資金に関する公募情報を学科の教員で共有し、新任教員も含

め申請を積極的に行うようになった。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 依然として役職者として１名が学部長を務めているほか、国際教

養学部に移籍した教員することによって生まれた人手不足は、新

任教員 3 名の採用によって改善する兆しは見られているが、まだ
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本格的に業務を分担するまでには至っていない。 

1-3-2 上記のような一部教員に偏った状態での業務分担が一因となり、

外部的資金に応募しても研究を遂行する時間を充分に確保できな

い教員もいる。 

 

1-3-3 学科としての FD 活動に関しては会議の場においても再三の FD へ

意識の共有を試みている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 新任教員間でも事務負担の均等化の重要性を理解し、自発的な業

務の分担を実行している。 

 

2-1-2 もとより学科に在籍している教員は、科研費課題を継続している

教員が１名、また他の多くの教員も新規課題に応募し、科研費課

題１名が本年度採択された。新任教員に関しても、着任前の科研

費研究を継続するものが１名、科研費の研究スタートアップ採択

者１名、他の外部資金による研究採択者１名という好成績をあげ

ている。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 学科における１年の業務の総体について、教員全員が把握したう

えで、自発的な業務の分担を促す。 

 

2-2-2 教員全員が充分な研究時間を確保できるように学科全体で配慮す

る。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 学科業務に関して一部教員への負担の偏重が見られる。  

3-1-2 外国人教員間での学務の分担に偏りがある。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学科全体で、各教員の研究と業務負担のバランスを確認し、偏り

をなくすように努力する。 

 

3-2-2 学科の業務負担のポイント制などを導入するによって業務負担を

可視化する。 
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≪教育内容・方法・成果≫ 

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

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 カリキュラムが改正されたばかりであるので、その成果を見守り

たい。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 改組後の教育目標等に沿った新カリキュラムの実際の運用過程に

おいて生じた問題について学科会議等で議論を重ね、今後のシラ

バス作成や授業運営に活かすことが確認された。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 クォーター制の導入によって学生・教員双方に一部で混乱が生じ

ている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 クォーター制の導入によって、短期集中型に適合した教科におい

て学生の習熟度に改善が見られた。特にフランス語のような語学

科目は、週二回の授業は適切な頻度であり、特に定期試験が 2 ヶ

月毎実施できるため、学生の習熟度の把握が容易になり、それに

応じた授業が展開できた。授業内での小テストなど形成的評価や

期末テストなどの総括的評価からも効果が上がっていた。 

 

2-1-2 二専攻制の導入により、教育目標が明確化された。専攻別に設置

された基礎ゼミの運営により、学生自身が専攻に沿った研究テー

マ探しに自主性が見られたことなどにその影響の一端が見られ

る。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 前年の経験を踏まえて、教育成果に関する情報を学科で共有する

ことによって学科全体のカリキュラムに反映させる。 
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３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 週２回の授業の合間に学生へ指示する家庭学習の量がわからなか

った。 

 

3-1-2 クォーター制導入により、期末考査への対応に関して学生・教員

双方で混乱が生じている。 

 

3-1-3 二専攻制の導入により、一部科目において履修数に偏りが見られ

るため、教育課程の編成・実施の適切性が損なわれている部分が

多少見られた。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 クォーター制のペースに合わせた家庭学習の分量を正確に把握

し、時間割編成時に学科全体で話し合い、カリキュラムやシラバ

スに反映させる。 

 

3-2-2 クォーター制に適応した期末考査の方法を学科会議にて検討す

る。 

 

3-2-3 入学者数の差により二専攻間に履修者数の偏りがあるが授業実施

において各教員が工夫をし、教育目標を達成できるようにする。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 フランス語スピーチコンクールについて参加希望者をもっと早期

につのり、より長い準備期間をもうければ、さらに上位の入賞が

期待できる。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 今年度はスピーチ・コンテストに 2 名が参加したが、残念ながら

上位入賞はならなかった。一方で、フランス語劇などに多くの学

生が参加し、学科全体のフランス語運用能力の強化に結びつい

た。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学科の恒例行事となりつつあったシャンソン・コンテストが主催  
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者のアリアンス・フランセーズ愛知フランス協会の意向で中止に

なった。 

1-3-2 学生主体で今年度もフランス語劇が開催され、依然として学科の

学生のフランス語学習意欲の高さは保たれているが、さらなる底

上げが必要である。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 フランス語実習時の TCF において、34 名のうち 12 名が B1 レベ

ル、22 名が A2 レベルと判断された(学科集計資料による）。フラ

ンス語歴１年の学習者の習熟目標としてはかなり高いレベルに到

達しているといえる。 

 

2-1-2 引き続き、仏検については本学を会場として団体受験を行った。

準備や試験運営には学科教員が積極的に参加し、今年度、受験者

は 70 名弱、特筆すべき成果として秋の受験では準 1 級 4 名、2

級 13名の合格者を出した(学科集計資料による）。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 フランス語検定に関して、受験をさらに促し、2 次試験における

面接対策を学科全体で継続していく。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 一部の学生は高い学習意欲を維持しているが、全体的なモチベー

ションの底上げが必要である。 

 

3-1-2 外部試験の受験者数をさらに増やすことが望ましい。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 原則必修である海外フィールドワークを実施することで、フラン

ス語学習に対するモチベーションを学生間で共有させる。 

 

3-2-2 学科全体で学生への受験の働きかけを継続していく。  

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

結びつけているか。 
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１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 1 年生のフランス語運用能力の測定に関しては実習参加者につい

てはＴＣＦ試験が実施されているが、2，3 年生についてはシス

テマティックな形では検証されていない。 

 

1-1-2 3 年次に演習を選択する際に記入を求めている研究計画書の内容

のレベルに差がある。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 受験者はいるものの、依然としてシステマティックに検証する制

度が学科として確立されていない。 

 

1-2-2 2 年次での基礎演習科目の設置により、研究計画書の作成や研究

手順の基礎についての知識が学生間において共有された。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 PORTA に掲載されている学科所属教員の「学生による授業評価ア

ンケート」について、全体的な満足度の平均値が,全クォーター

を通して 5 段階評価で 4.2～4.4 ポイントあり、依然として高い

水準を維持している。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 基礎演習科目の設置により、2 年次に作成する研究計画書の質が

向上した。形式や内容における質の改善は、学生から提出された

計画書に基づく、ゼミ振り分けの際の学科会議で確認された。 

 

2-1-2 学部主催の FD 研修会には学科教員全員が参加した。学科の教員

が抱えている問題に対する即効的な効果までは見られないもの

の、学科会議で FD問題を話し合う下地を作ることはできた。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 2017 年度から導入された基礎演習科目におけるノウハウを学科

全体で共有する。 

 

2-2-2 引き続き学科全体で FDの重要性に対する意識を高めていく。  
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３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 TCFの受験者と結果が把握されていない。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 TCF や DELF/DALF 受験の有無とその結果について、学生に報告を

求め、学科会議でシステマティックに把握する制度のあり方を模

索し、フランス語担当の専任教員ならびに非常勤教員とともに、

授業内で方針への理解を学生に求めていく。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 認定留学を希望する学生が多数いる一方で、フランス語圏の教育

機関への交換留学の申込み数が定員を下回ってしまっている。 

 

1-1-2 日本学生支援機構（JASSO）のショートビジット奨学金に採択さ

れなかった。 

 

1-1-3 留学サポートが学科長のみに過重に負担になる傾向がある。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 フランス語圏の教育機関への交換留学の申し込み数が増加した。  

1-2-2 日本学生支援機構（JASSO）のショートビジット奨学金に採択さ

れた。 

 

1-2-3 新しい提携校とのやり取り等があったため、依然として学科長の

負担は大きかったが、学科の教員で実務を分担する方法を話し合

っている。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 クォーター制導入により、フランス語圏の教育機関への短期留学

の希望者が増加した。 

 

1-3-2 二専攻制導入により、学生においてより専門化された分野への関

心が高まった。 

 

1-3-3 科研費に関しても科研費課題を継続している教員が１名、また他  
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の多くの教員も新規課題に応募し、科研費課題１名が本年度採択

された。新任教員に関しても、着任前の科研費研究を継続するも

のが１名、科研費の研究スタートアップ採択者１名、他の外部資

金による研究採択者１名という好成績をあげている。 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 留学希望者へのサポートは十分に行われている。その結果、留学

者数は依然としてかなりの数に上っている。2017 年度において

は交換として 4 名、認定として 6 名の学生が留学している。これ

は外国語学部の「高度にグローバル化した現代社会の各分野で活

躍し、多文化共生社会の構築に寄与できる人材の育成」というデ

ィプロマ・ポリシーを体現するものだと言える。 

 

2-1-2 卒業生の就職については、2017 年度就職統計フランス学科の就

職率は 100％であり、2016 度の 97.37％に引き続き高い水準を維

持している（キャリア支援室開示資料による）。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 海外フィールドワークを長期留学への橋渡しとして位置付ける。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 クォーター制導入により、留学形態・目的地が多様化している一

方で、留学サポートをする教員側の情報がアップデートされてい

ない。 

 

3-1-2 海外フィールワークの時期が 6 月に設定されたことにより、参加

費が以前より高騰した一方で、学生が必要とする奨学金に関する

情報の周知が遅れた。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 すでに留学した学生に報告を求め、新しい留学形態・目的地に関

する情報をサポートする教員の側でアップデートし、学科で共有

する。 

 

3-2-2 参加費用と奨学金についての情報を早めに提供し、学生や保護者

の側での混乱を避け、海外フィールドワークの準備をスムーズに

行えるような体制を整える。 
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≪学生の受け入れ≫ 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2017 年度入試において二専攻のうちフランス社会専攻の不振が

目立った。フランス社会専攻についてより広報を強化する必要が

ある。 

 

1-1-2 2018 年度より AO 入試が開始されるため、グローバル社会に開か

れた視点・態度を持つ志願者をできるだけ確保する。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 二専攻間における入学者数のバランスの偏りは、昨年度より改善

されたが、未だに差が生じている。 

 

1-2-2 AO 入試において、フランス語のスキルを持つ帰国子女や海外生

活経験者を複数確保することができた。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2018年度入試において、学部全体の入学志願者数が増加した。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 新任教員を迎え新体制のもとで二専攻制をスタートしたことによ

り、教員間の役割分担が明確化された。 

 

2-1-2 実際に二専攻制が始まった後の経験を踏まえて、オープン・キャ

ンパスなどで各専攻の魅力をアピールすることができ、ややバラ

ンスの偏りを解消することに結びついた。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 教員だけではなく各専攻に在籍する学生から満足度や希望をヒア

リングし、今後の方策に活用する。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 
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3-1-1 依然として継続している二専攻間の志願者のバランスの偏りを改

善する。 

 

3-1-2 AO 入試においてフランス語関連の検定試験の結果による受験資

格を持つ受験者をさらに増やす。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 二専攻制における社会専攻の魅力についてさらなる広報活動を行

う。 

 

3-2-2 フランス語をカリキュラムに取り入れている高校への広報を継続

する。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2017年度ドイツ学科自己点検・評価報告書 

 

ドイツ学科長 太田 達也 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2017 年度から新しく専攻制が導入され、授業カリキュラムも刷

新されることから、あらたな教育理念・目的をいかに教員間で共

有できるかが課題である。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 新カリキュラム移行後も、教育理念・目的の適切性については学

科会議でたびたび議論・確認し、教員間で共有を図った。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 現在掲げている教育理念・目的については、2017 年度が新カリ

キュラム１年目であることもあり、当面は大きく変更しない方針

である。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 教育理念・目的の適切性についての議論は、主に入試広報関連の

文書を改訂・確認する作業時に行っているが、どのようなドイツ

語教育を行っていくべきかについては、学科会議以外の場でも頻

繁に、少なくとも週に１回はドイツ語担当教員間で行っている。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 学科会議以外の場で行っている議論の内容について、一部の教員

間だけでなくすべての学科教員とも共有できるよう心がけたい。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 現在掲げている教育理念・目的については、上述の通り当面は大  
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きく変更しない方針であるが、改善すべき点がないかについても

注視していく必要がある。 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2018 年度の授業運営を行うなかで、学生の成長や教育の効果を

見つつ、現在掲げている教育理念・目的について改善すべき点が

ないかについて、学科会議の場において定期的に、振り返りと改

善のための議論を続けていく。 

 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

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

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 教員がともに教育・研究能力を高め合うような機会が少ない。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 一部の教員間では、教育能力の相互的啓発が活性化された。  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2017 年度は科研費基盤研究（C）の助成を受けている教員が１名

であった。また、翌年度採択に向けて 2017 年 11 月に１名が基盤

研究（C）、１名が若手研究に申請した（うち１名は基盤研究

（C）は採択）。 

 

1-3-2 学科教員全員が参加するような学科独自の FD の催しは開催して

いないが、ドイツ語科目担当教員に対しては、各種教員養成・研

修講座への参加やドイツ語検定試験の試験官講習等への積極的参

加を促している。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 一部の教員は、学外の教員研修に自発的に参加し、教員の資質向

上に取り組んだ。（日本独文学会主催「ドイツ語教員養成・研修

講座」に 1名が参加） 
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2-1-2 一部の教員は、公的ドイツ語検定試験の試験官資格更新審査・講

習を受けることで、ドイツ語教師としての資質向上に取り組ん

だ。（ゲーテ・インスティトゥート検定試験の試験官資格を 3 名

が更新、オーストリア政府公認ドイツ語能力検定試験の試験官資

格を 2名が更新） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 他の教員もできるだけ自発的に教員としての資質向上に取り組む

よう心がける。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 教員研修やワークショップの情報を教員間で共有することが、さ

らなる改善につながると考えられる。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 教員研修やワークショップの情報を、学科会議および学科のメー

リングリストを通じて、教員間で共有するようにする。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2017 年度から新しく専攻制が導入され、授業カリキュラムも刷

新されることから、あらたな教育目標、学位授与方針および教育

課程の編成・実施方針をいかに教員間で共有できるかが課題であ

る。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 あらたな教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方

針の適切性については、学科会議においても議論し、教員間での

共有はおおむね実現されている。 
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3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 あらたな教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方

針の適切性については、主に入試広報関連の文書を改訂・確認す

る作業時に、学科教員全員が関わるかたちで行っている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 2017 年度は 24 回の学科会議を開催し、そのうち少なくとも 9 回

の会議では、教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実

施方針の適切性のいずれかのテーマについて協議・検証した。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 今後もこれまでと同様の体制で検証していく。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 今後もこれまでと同様、学科教員全員がかかわるかたちで検証を

続けていくが、検証方法に関してさらなる改善の必要性がある

か、今後も批判的に検討を続ける。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 当面はこれまでと同様の方法で、教育目標、学位授与方針および

教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に検証を行っ

ていき、問題点があれば改善方法についても、学科会議の場にお

いて学科教員全員で議論していく。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 新カリキュラムにおいては同一科目を複数の教員が担当すること

が多くなることから、こうした科目における教員間の連携をよく

することが課題となる。 

 

1-1-2 ほぼ同じような内容の留学相談がいろいろなところで個別に行わ  

101



れており、非効率的である。 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 複数の教員が担当する科目における教員間の連携は、おおむね順

調であったが、一部の科目においては改善の必要性が見られた。 

 

1-2-2 2017 年度は、留学希望者を対象とした「留学説明会」を実施し

た。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 教員間の連携など運営面での改善点はあるものの、教育課程の編

成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容をおおむね提

供できていると考えている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 「『学生による授業評価』のまとめ」によると、授業評価の設問

項目 3〜14 における 5 段階評価の平均値が、2017 年度第２クォ

ーターは 4.19、2017 年度第４クォーターは 4.37 であり、第４ク

ォーターは全学の平均値よりも高い評価を得た。（根拠資料：

「『学生による授業評価』のまとめ」の集計資料） 

 

2-1-2 ヨーロッパ言語共通参照枠をベースとしたドイツ語能力の育成を

行い、その結果として多くの学生が、これに準拠した試験に合格

した。たとえば学内で 7 月 2 日に実施したゲーテ・インスティト

ゥート試験（A2）では、受験者 30 人のうち 14 人が合格した。ま

た同じく学内で 12 月 3 日に実施したゲーテ・インスティトゥー

ト試験（B1）では、受験者 28 人のうち、全モジュールに合格し

た者が 13人、一部のモジュールに合格した者が 15人であった。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 ドイツ語関連のスピーチ・コンテストや検定試験受験のサポート

を積極的に行う。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 学科生が必要な情報をダウンロードできるよう、履修情報や留学  
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情報をまとめた PDF ファイルをアップするなど、学科独自のホー

ムページを改善する。学科独自で作成していたホームページから

学長室の提供するフォーマットを利用したホームページへと切り

替えたのだが、情報発信・情報授受の観点からすると、以前使っ

ていた学科独自のホームページの方が利便性の高いことが、運用

を通じて明らかになったためである。 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学科独自のホームページをあらたに作成し、学科生へのサポート

をいっそう充実させる。 

学長室 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 一部のドイツ語圏協定校への派遣が見送りになっている。そのた

め、ドイツ語圏の大学への交換留学先の選択肢が少ない。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 教員 1 名が協定校のひとつであるベルリン自由大学に赴いて担当

者と面談を行い、状況の改善を図った。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 教育成果について定期的な検証については、各種公的ドイツ語検

定試験の合格者、留学奨学金受給者、スピーチ・コンテスト受賞

者についての情報を学科内で共有することにつとめるかたちで行

い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改善に結びつけるよ

う心がけている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 学内で 7 月 2 日に実施したゲーテ・インスティトゥート試験

（A2）では、受験者 30 人のうち 14 人が合格した。また同じく学

内で 12 月 3 日に実施したゲーテ・インスティトゥート試験

（B1）では、受験者 28 人のうち、全モジュールに合格した者が
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13 人、一部のモジュールに合格した者が 15 人であった。オース

トリア政府公認ドイツ語検定試験の結果は公開されていないが、

多数の合格者があったことを学科独自に把握している。 

2-1-2 ドイツ学術交流会の支給する夏期ドイツ語講座奨学金に応募した

ドイツ学科生１名、ビーレフェルト大学国際サマースクール奨学

金に応募したドイツ学科生１名がそれぞれ選考に合格した。 

 

2-1-3 6 月 17 日に本学で開催された第 56 回ドイツ語弁論大会には全国

から計 7 名の参加者があり、第１位・第２位・第３位がすべてド

イツ学科生という結果であった。また同日に開催された第 42 回

ドイツ語オーラル・インタープリテーション大会には全国から計

18 名の参加者があり、第１位・第２位・第４位・第５位が南山

大学ドイツ学科生という結果となった（うち第１位と第４位はペ

アのため各２名）。 

 

2-1-4 ドイツ・バイエルン州駐日代表機関でインターンシップを行い、

駐日ドイツ大使館のホームページにも登場した学生が 1 名あっ

た。ドイツ学生（2014 生）が紹介されたホームページは以下の

通りである。 

http://young-

germany.jp/2018/03/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3

%81%AE%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%83%B3%E5%B7%

9E%E3%80%81%E9%9B%A8%E3%81%AB%E6%98%A0%E3%81%88%E3%82%8B%E

3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E5%82%98/ 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 今後もこれまで同様、学科全体で、教育成果についての定期的検

証につとめる。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 教育成果について定期的な検証については、上述の通り、各種公

的ドイツ語検定試験の合格者、留学奨学金受給者、スピーチ・コ

ンテスト受賞者についての情報を学科内で共有することにつとめ

ているが、一覧表のかたちで整理すると、よりわかりやすい。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 各種公的ドイツ語検定試験の合格者、留学奨学金受給者、スピー

チ・コンテスト受賞者についての情報を学科内で共有することに

つとめているが、一覧表のかたちで整理する「担当者」を学科内
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で決め、よりわかりやすいかたちでの情報共有を行う。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 新カリキュラムにおいては同一科目を複数の教員が担当すること

が多くなることから、こうした科目における教員間の連携をよく

することが課題となる。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 複数の教員が担当する科目においては、授業進行や受講者の理解度

等についての情報交換を定期的に行ったため、教員間のコミュニケー

ション不足に起因する問題は特に発生せず、おおむね順調であった。

しかし一部の科目においては改善の必要性が見られた。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 ヨーロッパ言語共通参照枠をベースとした、質の高いドイツ語教

育が実現できている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
ｗ※ 

2-1-1 学内で 7 月 2 日に実施したゲーテ・インスティトゥート試験

（A2）では、受験者 30 人のうち 14 人が合格した。また同じく学

内で 12 月 3 日に実施したゲーテ・インスティトゥート試験

（B1）では、受験者 28 人のうち、全モジュールに合格した者が

13 人、一部のモジュールに合格した者が 15 人であった。オース

トリア政府公認ドイツ語検定試験の結果は公開されていないが、

多数の合格者があったことを学科独自に把握している。 

 

2-1-2 ドイツ学術交流会の支給する夏期ドイツ語講座奨学金に応募した

ドイツ学科生１名、ビーレフェルト大学国際サマースクール奨学

金に応募したドイツ学科生１名がそれぞれ選考に合格した。 

 

2-1-3 6 月 17 日に本学で開催された第 56 回ドイツ語弁論大会には全国

から計 7 名の参加者があり、第１位・第２位・第３位がすべてド

イツ学科生という結果であった。また同日に開催された第 42 回

ドイツ語オーラル・インタープリテーション大会には全国から計

18 名の参加者があり、第１位・第２位・第４位・第５位が南山
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大学ドイツ学科生という結果となった（うち第１位と第４位はペ

アのため各２名）。 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 学生の授業外での支援についても一層充実させる。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 さらなる授業の質の向上を目指し、アクティブラーニングなど、

学習者中心の授業運営をこれまで以上に積極的に導入する。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 専任教員だけでなく非常勤教員とも教育目標および授業方法につ

いての認識を共有できるよう、直接面談およびメール等による連

絡の双方の手段を効果的に用い、情報交換の場を多く設ける。 

 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学科独自のホームページをこれまで以上に活用して広報に努める

必要がある。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2017 年度は大学のフォーマットを利用した学科ページを作成す

るにとどまった。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 一般入試の志願者数は、2016 年度が 155 名に対し、2017 年度は

文化専攻 101名、社会専攻 39名と減少した。 

 

1-3-2 全学統一（個別学力試験型）の志願者数は、2016 年度が 113 名

に対し、2017年度は 136名と増加した。 
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1-3-3 全学統一（センター併用型）の志願者数は、2016 年度が 103 名

に対し、2017年度は 64名と大きく減少した。 

 

1-3-4 センター利用（3 教科型）の志願者数は、2016 年度は 120 名に対

し、2017年度は 127名と微増した。 

 

1-3-5 センター利用（5 教科型）の志願者数は、2016 年度は 66 名に対

し、2017年度は 37名と減少した。 

 

1-3-6 センター利用後期の志願者数は、2016 年度は 15 名に対し、2017

年度は 24名と増加した。 

 

1-3-7 Facebook の活用について学科で検討したが、通常のホームペー

ジをより充実させる方向で広報につとめることとしている。 

学長室 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 最終的な受け入れ人数は 55名で、定員超過とはならなかった。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 できるだけ定員に近い入学者数の確保につとめる。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 志願者数の増加につながるよう、学科として広報の充実につとめ

る。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2017 年度は大学のフォーマットを利用した学科ページを作成す

るにとどまったが、2018 年度は学科独自のホームページをあら

たに作成する。 

学長室 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2017年度アジア学科自己点検・評価報告書 

 

                         アジア学科長 小林寧子 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学科の教育の理念を念頭に、入学定員の増加と 2 専攻の設置によ

って新しい問題が出る度に具体的な対応策を検討する態勢を整え

る。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 例年より多い 27 回の学科会議を開催しクォーター制導入、新カ

リキュラムの実施は学科の理念や目的に沿って行われているかを

検証した。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学科は 2 専攻制になったが、従来通り 1 年次には中国語とインド

ネシア語の両方を義務付けている。オープンキャンパス、新入生

ガイダンスなど折に触れて 2カ国語を学ぶ重要性を説明した。 

 

1-3-2 学科が世代交代にかかっている時期でもあり、人事案件を起こす

場合は、新カリキュラムとの適合性に特に配慮した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 2018 年 1 月末に、2 年次のインドネシア語学習について希望を募

ったところ、東アジア専攻 41 名のうち、29 名までが続行を希望

した。 

 

2-1-2 本年度の「アジア言語実習」はインドネシアで行われたが、実習

先のサナタダルマ大学からも「今までで最も成果がよく見えた」

という評価をいただいた。少人数であることに加え、Q4 に毎週

事前授業を行ったことが効果を出した。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 
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2-2-1 2018 年度からは、台湾とインドネシアでの実習を同時に毎年行

うこととなる。実習の効果を出すには、「事前授業」の充実とと

もに、実習の成果が評価される「事後授業」への備えがモノをい

うことを学生に認識させることが必要である。 

 

2-2-2 言語実習、海外フィールドで見聞したものを繰り返し想起させな

がら語学や地域研究の授業を行うとともに、学科教員による留学

指導を継続して実施する。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1   

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1   

 

 

≪教員・教員組織≫ 

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

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1   

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2016 年度末に 2 名のインドネシア語担当ベテラン教員が転出・

退職で学科を去った。3 名の新任教員（うち 1 名は任期付き、外

国語教育センターの中国語担当）が加わった。まだ行政上の業務

は学習途上である。 

 

1-3-2 副学長を務めていた教員が学科に戻ってきて、人手が増えた。  

1-3-3 外部資金（特に科研）への応募を促した。  

1-3-4 FD 活動としては、演習科目（1・2 年次）の運営および総括を学

科会議で、また中国語・インドネシア語科目の点検はそれぞれの
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担当者ミーティングで行っている。 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 インドネシア語の教員が若返って活力を得た。  

2-1-2 インドネシア語では、学年度の初めと Q2 終了時に会合を行った

ことによって専任教員と非常勤講師との接触が密になった。 

 

2-1-3 

 

2018 年度は科研の学科教員の半分以上（5 名）が研究代表者とな

っている。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 2018 年度末には、やはり 1 名の教員が退職し、学科の平均年齢

はより若くなる。 

 

2-2-2 学科長と FD 委員が中心になり、学科の教員に対して研究活動を

奨励する。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1   

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 
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1-2-1   

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 ディプロマポリシーおよびカリキュラムポリシーについては学科

会議で検証する場を設けている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 ディプロマポリシーおよびカリキュラムポリシーの内容を確認す

るという意味で効果は上がっている。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1   

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1   

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 インドネシア語の会話の授業運営について、教育課程に相応しい

内容の授業を提供できていないことに対して、学生から不満の声

が聞かれる。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 インドネシア語については、専任・非常勤ともに大きく入れ替わ  
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った。今までの良い部分（文法にきめ細かいケア）が継承され、

会話の授業はアクティヴに行われるように 2 度にわたる教員（専

任と非常勤）の会合で、教授法に工夫を入れることとなった。 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 中国語でもクォーター制の利点を活かして新カリキュラムの科目

でより集中的でより高レベルの授業を行った。 

 

1-3-2 特に学生にとってなじみのないインドネシア語は、1 年次生を 3

クラスの少人数にして、目が行き届くようにした。 

 

1-3-3 インドネシア語の会話については、教材の大幅改訂に着手した。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 中国語を主専攻にする学生も、半分以上がインドネシア語学習を

継続した。（根拠資料：2 年次生の「中級インドネシア語会話・

作文」の受講者名簿） 

 

2-1-2 中国語では 2 年次の習熟度別クラスで上位クラスを選択する学生

が 2 割程度増えた。（根拠資料：2 年次生の「中級中国語語法」

の受講者名簿） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 インドネシア語では教員（専任教員と非常勤講師）の会合を継続

して定期的に開催する。 

 

2-2-2 中国語では教材の選択および授業運営について専任教員を中心に

検討を進める。 

 

2-2-2 インドネシア語の会話については、教材の改訂作業を引き続き進

める。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2 年次にインドネシア語の履修を希望する東アジア専攻の学生が

中国語の必修科目と重なり、登録できなかった。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 
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3-2-1 時間割編成委員を中心に時間割編成検討ワーキンググループを置

いて両専攻の主要な科目の配置が重ならないように調整する。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 前年度と同様に言語実習の結果を教育課程等の改善に結びつけら

れていない。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 新カリキュラム、クォーター制導入で Q2 の海外フィールドワー

ク（言語実習）に合わせた体制が整備された。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 初年次の必修科目について学科会議や担当者会議の場で学生の到

達度に関して検証を行った。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 言語実習に参加した学生に対してプレゼンテーションの形で事後

の振り返りをさせている。（根拠資料：海外フィールドワークシ

ラバス、学生のプレゼンテーションパワポ資料） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特に 2 年次生については、アジア学科教員、およびその教員を中

心として情報交換・協議をする中国語、インドネシア語の非常勤

講師が、海外フィールドワーク後の語学の授業に今まで以上にア

クティヴ・ラーニングの要素を取り込み、学習する外国語を我が

物としていく実感を持つように導く。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 
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3-1-1   

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1   

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 前年度と同様に学科教員の丁寧な指導により改善の傾向は認めら

れるが、すべての学生の語学力が学科の教育目標に到達している

とは言えない。また学生が自ら新聞に目を通したり、本を読んだ

りしない傾向は強まっており、アジアの歴史や現在の社会政治に

対する理解が不足する学生がいる。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 特に 1，2 年次の演習において、新聞記事を題材とする授業を行

い、学生が新聞を日常的に読む習慣を身につけるように促した。

また、SNS 等で発信されるフェークニュースの危険性については

認識ができつつある。（根拠資料：受講生が提出したレポート、

学生が作成するレジュメ資料、ならびに授業内での発言等） 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学科会議ならびに分野別の小会議において、語学科目と地域研究

科目の問題点を洗い出し、改善する努力を行っている。 

 

1-3-2 2017 年度より、「アジア学入門Ａ・Ｂ」、また従来の「中国の現

代事情」に加えて「インドネシアの現代事情」が導入された。二

つの専攻にほぼそれぞれに対応する科目がそろった。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1   

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策 ※ 
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(もしあれば) 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 アジアの歴史や現状に対する学生の理解を促す工夫が必要であ

る。 

 

3-1-2 1 年次・2 年次の演習科目や海外フィールドワークの事前授業等

で使用する教材やテーマの選定にあたって、担当者ミーティング

においてより細心に検討する。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 日頃から学生に毎日新聞に目を通すように促す。演習では、新聞

記事で見つけた問題についてその歴史的社会的背景を調べて発表

させる。さらに学生同士で意見を交換したうえで、その問題を通

してアジアの現状を概観する思考法を養えるように導く。 

 

3-2-2 フィールドワークにおいては、「五感」をフル稼働させることが

必要なことを、過去のプログラムでの出来事を映像や音で例示す

る。 

 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1   

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2018年 2月の入試では、隔年現象もあり、志願者が減少した。  

1-3-2 東南アジア専攻は 2018 年度入試では志願者が減少し、入学者も

7 名であった。もともと社会的認知度が低い分野であることが証
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明された。特に東南アジア専攻の志願者が少なく、危機的な状況

である。 

1-3-3 高いレベルの外国語の運用能力を受験生の獲得を目的として AO
入試を導入した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 AO 入試では募集人数を上回る入学者を得た。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 AO 入試で入学した学生の成績を追跡調査して AO 入試の効果を

検証する。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1   

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 東南アジア専攻については、オープンキャンパス、高校への出向

授業、HP などを通して、日本との関わりの深さやインドネシア

の魅力を説明する。 

 

3-2-2 現在のように入試の段階で専攻別に新入生を募集するのではな

く、間口を広くしておく必要がある。1 年次の終わりに専攻に分

かれるような制度に切り替える準備をすべきである。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2017年度経済学部自己点検・評価報告書 

 

経済学部長 上田 薫 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学外オリエンテーション合宿の 2018 年度以降の実施の是非を含

め、今後の学部オリエンテーションのあり方に関する学部の方針

が定まっていない 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 新入生オリエンテーションを今後も従来通り学外オリエンテーシ

ョン合宿（以下、「学外オリ」）として実施していくかに関して

は、年度の初めにワーキンググループを設置して慎重に検討する

こととした。その際、直ちに方針を定める必要のあった 2018 年

度については 2017 年度に引き続き学内で実施することを決めた。

（5 月 17 日教授会）。ワーキンググループの検討結果は報告書に

取りまとめられて経済学部研修会で報告され、その内容に関して

議論がなされた（8 月 31 日研修会）。報告書は①学外オリのこれ

までの評価、②クォーター制導入後の実務面での配慮事項の必要

性、③学外オリ継続の結論により構成されている。現状では学外

オリ実施の事務的な面におけるリスクと負担が大きくなっており

廃止も止むを得ないという判断を示し、学外実施の効用を部分的

にでも学内オリの工夫により維持していくことが望ましいとする

ものである。その内容は教授会において承認され（9 月 6 日教授

会）、2019年度以降学外オリを実施しないことが決まった。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 昨年度に改訂された学部の 3 つのポリシーについて、大学より指

摘された文言の不備ならびに他学部他学科との表現の不統一につ

いて、昨年度と同じ構成員による「３つのポリシーの見直しに関

するワーキングループ」による検討を行い、修正案が学部教授会

において報告され、承認された（11月 16日教授会）。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 昨年度合意された、専門教育分野において数量的・統計的傾向を

強化していくという学部の基本方針に従い、2018 年 4 月からの
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「数量経済史」担当者の採用、及び 9 月からの「市場の経済学」

担当者の採用が決まった（共に 11月 7日評議会において承認）。 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 新規採用の教員を加えたスタッフによって、基本方針に沿った教

育をカリキュラムにどのように反映させていくかを検討する。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 新入生オリエンテーションを学内で行うようにした結果，従来の

学外における実施では起こりえなかった問題（実施スケジュール

の時間を守らない学生、2日目のガイダンスを無断で欠席する学

生等）が生じた。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 遅刻者や欠席者の可能性を織り込みながら点呼・アナウンス・書

類の提出方法等についての再検討を行うと共に、オリエンテーシ

ョンのスケジュールや内容についても積極的参加を促すためにど

のような工夫ができるか考えていく。 

 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

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

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 評価基準の実態と旧内規の乖離から生じていた昇格条件の不透明

性等の原因から、昇格人事が滞っている。 

 

1-1-2 実務家教員を対象とする教員評価の基準が未整備である。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 前年度に評議会において改正が承認された「経済学部における教

員評価の基準と実施体制に係る内規」に基づき、1 名の教授昇格

人事が実現した（3月 2日評議会承認）。 
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1-2-2 「経済学部における実務家教員評価の基準と実施体制に係る内

規」策定のためのワーキンググループを設置し、その原案を教授

会で審議し（12 月 13 日教授会）、最終案が評議会において審議

され承認された（3月 2日評議会）。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 国際金融論の担当者が年度後半に他大学に転出した。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 経済学部では学部開講の授業に関して個別教員が時間（年間コ

マ）数においてどのように分担するか明文化された基準を有して

いなかった。従来は職位に応じたコマ負担が慣習的に行われてき

たが、その根拠は必ずしも明確でなく、退職等に伴う教員構成の

変化次第では、学部全体の負担可能コマ数が低下する恐れもあ

る。この問題について学部研修会の議題として採り上げて議論し

た（8 月 31 日研修会）結果、職位によらず教員に要請可能なコ

マ数の範囲を定め、加えて演習担当における公平性のための留意

事項も含めた、「経済学部専任教員の授業負担に係る取扱要領」

を設けることになった（12月 13日教授会承認）。 

これと併せて昨年度名称変更した「経済学部専攻分野科目担当に

おける専攻分野判定に係る取扱要領」についても再検討し、対象

を経済学部専攻分野科目から経済学部開講科目に拡大すると共

に、判定の対象としているのが教員の現在の研究分野ではなく、

学部教育において担当するに相応しい業績を上げていると見做せ

る分野であることを明確にするための文言の修正を改めて行なっ

た。名称も「経済学部専任教員の学部教育における専攻分野判定

に係る取扱要領」と再変更した（12月 13日教授会承認）。 

 

2-1-2 査読付き学術論文の公刊数を明示的に人事の条件とする内規改正

を行ったことで、昇格人事及び採用人事に関する説明責任を従前

よりも適切に果たせるようになり、これに厳正に従った審査によ

って、1名の教授昇格人事及び 2名の新規採用人事が実現した。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 昨年度から今年度にかけて整備してきた教員評価の内規に従って

学部教員の教育研究活動を適正に評価することを通じ、その資質

向上と昇格の促進を図っていく。 
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３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 国際金融論担当教員不在の状況は、当該科目の学部にとっての重

要性から、望ましいものではない。 

 

3-1-2 今年度の科研費に関して学部教員中の課題保有者は 7 名であり、

残り 17 名のうち、来年度の科研費を申請した者は 6 名であっ

た。課題非保有者に占める申請者の割合が低下している（昨年度

の課題保有者は 3名、残り 18名からの申請者数は 9名）。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 国際金融論を担当可能な、優れた研究者の採用を目指す。  

3-2-2 科研費に関して、課題非保有者の積極的な申請を促す。  

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 クォーター制の実施に伴って必修科目とその他科目の時間割の重

複が発生するようになった結果、学生の履修における自由度が低

下している。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 前教務委員が前年度の時間割作成時に発生したトラブルの一覧を

作成し、現教務委員・時間割委員に引き継ぐことで履修の自由度

低下の影響のチェックと対応を行うことにした。2017 年度春学

期に 7 件の時間割重複トラブルが発生したのが、2018 年度春学

期の履修登録時にはその件数が 1件に減った。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2017 年度経済学部研修会（8 月 31 日）では「2 年生の指導教員

の割り当て」、「パソコン教室減少に伴う今後の対応」などについ

て議論した。また「経済英語科目の実態調査の分析結果」の報告

と検討が行われた。 

 

1-3-2 「ミクロ経済学特論」および「マクロ経済学特論」が 2 年次配当

科目になっているために、1 年生が受講できないという問題が指
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摘された。そこで、2018 年度以降の入学生が 1 年次から「ミク

ロ経済学特論」、「マクロ経済学特論」を受講できるように履修要

項を改訂した。」 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 特になし。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当なし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 クォーター制実施から 1 年が経過しており、この間に生じた影響

と問題点を把握しておくことが望ましい。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学部研修会等の機会を利用し、学生生活アンケートなどのデータ

を用いつつクォーター制の影響と問題点の検証を試みる。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 短期留学プログラムの開始から年数がたっていないためか、ゼミ

やポスター、PORTA などで案内を出しているにも関わらず、依然

としてプログラムの存在を知らない学生が多い。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2015 年度より設けられた短期留学プログラムについて、内容の

一層の充実と参加へのインセンティブ向上という観点から、2017

年度より 4 単位の経済学科科目「経済英語海外研修」として実施
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することを決め、科目担当者を配置することで受講生の一層の能

力向上を目指すことにした。 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 クォーター制実施に伴い演習制度の見直しを行い、1 年生にセメ

スター科目の「経済基礎演習Ⅰ・Ⅱ」を、3・4 年生に通年科目

の「経済演習Ⅲ・Ⅳ」を必修科目として配置する形式に改めた。

2 年生は留学等の学外を含む広い学習の機会を活かすための学年

と位置づけることにした。 

 

1-3-2 キャリア科目「自己とキャリアの形成」について、学生の社会人

基礎力向上を図るために、外部キャリアプランナーを講師に招く

ことにした。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 特になし。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当なし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 クォーター制実施への対応として実施した 1‐3 に述べたカリキ

ュラムの変更の影響と効果について、学部として、その推移を注

意深く観察・検証していく必要がある。 

 

3-1-2 短期留学プログラムの単位科目化に伴い、実施時期が夏季に変更

となった。このため 3 月までに単位登録を行う必要が生じ、2 月

に説明会等の募集活動を行わざるを得なかった。この時期は学生

の春季休暇中であり、説明会参加者は少なかった。さらに夏季期

間中には他の留学プログラムも学内で実施されている。これらの

要因が重なったこともあってか、参加者は 2016 年度の 20 名から

10名まで半減した。 

 

3-1-3 国際金融論の担当者が移籍したため、「国際金融論 A」、「国際金

融論 B」が 2年間開講されていない。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 
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3-2-1 学生生活アンケートや学部長表彰者の意見聴取を踏まえて、研修

会にて検証をおこなう。 

 

3-2-2 短期留学プログラムの募集を単位登録のために早期に行なわねば

ならないという前提の下で、参加者募集のあり方を見直す。学生

の語学に対する意識が高まる秋季において広報活動を強化し、留

学報告会、次年度留学の説明会、募集活動等を幅広く行い、早い

段階で次年度の参加者を確保することを学部として検討する。 

 

3-2-3 国際金融論担当者の人事を進める。  

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 短期留学プログラムの教育効果に関して、参加者本人の主観的評

価だけでなく、教員側からの客観的な検証が求められる。 

 

1-1-2 毎年「経済学のための数学」の能力別クラス登録の際に新入生に

対し数学の実力確認テストを実施しているが、学生自身の判断の

材料として用いるだけで、どのレベルのクラスを登録するかは学

生の自由に任せられている。テスト結果のより有効な活用を検討

すべきである。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2017 年度より留学プログラムを 4 単位の経済学科科目「経済英

語海外研修」とし、担当教員による成績評価等を取入れることに

より、教員側による客観的な検証を可能にした。 

 

1-2-2 2012 年度入学生から 2016 年度入学生までの 5 年分のデータを用

いて、数学確認テストの成績と、GPA や英語プレイスメントテス

ト、ミクロ経済学・マクロ経済学の成績などとの関係を計量経済

学の手法を使って分析した。分析結果は報告書としてまとめら

れ、2017年 8月 31日の経済学部研修会で報告された。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2017 年度経済学部研修会において「数学確認テストの分析結

果」、「経済英語科目の実態調査の分析結果」、「入試種別による成

績追跡調査」に関する報告があった。 

 

1-3-2 例年通り、学部による「学生生活アンケート」を実施し、「進  
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路」、「卒業論文」、「学生生活」、「経済学部の教育」に関連した

22 の項目について回答を集めた。回答率は 80.1％であった

（2017年 12月）。 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-2 今年度の学生生活アンケートの結果が FD 委員によって整理・分

析され、FD 研修会で検討が行われた（2 月 28 日）。学部満足度や

進路への自己評価と他の質問とのクロス集計による満足度や自己

評価が高い学生の特徴の分析が報告され、議論された。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 今年度も経済学部学生生活アンケートを実施し、その結果に関す

る分析と検討を行う。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし。  

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学生生活アンケートによれば、授業外の自主的勉強時間が平均で

週 3 時間未満である学生が 77％を占めている。主体的な学習へ

の取組みを促す必要性がある。 

 

1-1-2 これまで累積している学生生活アンケートのデータの活用方法に

ついて検討する段階に来ているのではないか。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された ※ 
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か) 

1-2-1 2017 年度の卒業生を対象とする「学生生活とその成果に関する

アンケート」（以下、学生生活アンケート）によれば、授業外の

自主的勉強時間が平均で 3 時間未満である学生の割合は 75.2%と

微減であった。 

 

1-2-2 学生生活アンケートのクロス集計を行うことで、学生生活の満足

度や進路に対する自己評価などが高い学生の特徴を分析した。分

析結果は第 2回経済学部 FD研修会（2月 28日）で報告された。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学生生活アンケートの回収率は 80.1％だった。経済学部での学

生生活に「満足している」と答えた者の割合は 86.7％である。

「豊かな人間性」が身についたと答えた者の割合は 75.7%、「基

礎的・専門的」知識が身についたと答えた者の割合は 77.9%、

「論理的思考力や自己表現力」が身についたと回答した者の割合

も 77.9％であった。 

 

1-3-2 定期試験における不正行為が、第 1、第 3、第 4 クォーターと 3

件摘発されている。一昨年度は 0 件、昨年度は 1 件であり、増加

傾向にある。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 2009 年度から「経済学のための数学」で実施している能力別ク

ラス編成について、学生生活アンケートによれば 86.3%の学生が

「有益だった」と評価している。 

 

2-1-2 2012 年度から「ビジネス英語」、「時事英語」で実施している能

力別クラス編成について、学生生活アンケートによれば、81.7%

の学生が「有益だった」と評価している。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 能力別クラス編成の教育効果を学生からの評価以外の指標でも把

握できないか、学部において検討する。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 学生生活アンケートの回収率は、2015 年度が 77%、2016 年度が

82.5%だったのに対し、2017 年度は 80.1%であった。2015 年度よ
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りは上昇したものの、2016年度に比べて低下している。 

3-1-2 学生生活アンケートによれば、39.1%の学生が 10 月以降に卒業論

文に取りかかったと回答している。2016 年度は 32.8%から 6 ポイ

ント以上悪化しており、改善の取り組みが必要と考えられる。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 演習担当の各教員に対して学生への早期のアナウンスを促すこと

により、学生アンケート回収率を一層向上させる。 

 

3-2-2 教授会や学部研修会を通じ、学部全体として 4 年生の卒論の進捗

状況に関し情報共有を行うとともに、経済演習 IV の担当者によ

る卒論執筆スケジュールのより詳細な把握を目指す。 

 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 入試選抜制度の現状と改善策の検討には卒業不可者や「27 条」

該当者の入試種別の調査も必要と考えられる。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2017 年度経済学部研修会（8 月 31 日）において学生の成績デー

タを参照した検討がなされ、卒業不可者および「27 条」該当者

に関して、入試種別による大きな差異がない点が確認された。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2017 年度経済学部研修会（8 月 31 日）で入試制度における数学

（数Ⅲ）の取り扱いについて再検討した。学部の教育内容との適

合という観点から、数学の得意な学生の入学を促進することの重

要性が指摘され、当面は現状を維持することが了承された。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 大学における AO 入試拡充の動きに合わせ、推薦入試委員の増員  
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を行なうことにした。 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 アドミッションポリシーに合致した学生を募集選抜するための具

体策の検討。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 大学行事のスケジュールの変更等によって、学部長表彰を基準と

して選定してきた奨励高校枠の推薦入試の実施に支障をきたす状

況が生まれている。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 奨励高校枠の推薦入試の存続の可能性について検討を行なう。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2017年度経営学部自己点検・評価報告書 

 

経営学部長 安田 忍 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし。  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2017 年度も、経営学部の全学生に対して、3 つのポリシーを指導

教員の演習授業を通じて配布して周知し、意見を募った。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 3 つのポリシーについて、外部機関(日本開発構想研究所)からの

意見を参考に、大学全体との整合性を図りながら一部内容や表現

を修正し、教授会で審議した（なお、ディプロマ・ポリシーにつ

いては特に構想研からの意見はなかった）。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 3 つのポリシーは、現在、基本事項を中心に大枠を記載する方針

で作成されているが、漸次精緻化して行く必要がある。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 
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3-2-1 大学全体の修正方針に工程を合わせながら、学部の実状に即して

精緻化して行く。 

 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

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

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2016年度に関しては特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 毎年、「経営学部における教員評価の基準と運営体制に係る内

規」を第一回教授会で提示し、教員に求める能力・資質等を確認

している。 

 

1-3-2 

 

毎年 5 月に学部教員評価委員会を開催し、教員の資質向上を図る

ために「経営学部における教員評価の基準と運営体制に係る内

規」を用いて全教員の研究業績の評価を行っている。2017 年度

は、内規抵触者に対して、文面および学部長が口頭で、是正の要

請を行なった。 

 

1-3-3 ビジネス専攻から経営学部に移籍する教員 6 名を承認するにあた

って、「経営学部における教員評価の基準と運営体制に係る内

規」に基づいて経営学部で審査を行った。 

 

1-3-4 

 

 

科研費等の外部資金申請およびパッヘⅠ－Ａへの申請の 2 条件を

充たす学部教員に対して、学部研究費の傾斜配分を行っている。

これにより、外部資金の獲得を奨励するとともに、資質の向上を

図っている。 

 

1-3-5 

 

経営学部教員の書籍出版に当たり、南山大学経営学会から規程に

基づいて出版助成を行った。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 
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2-1-1 2015 年に創設した経営学部教育功労顕彰制度について、第３回

の顕彰を実施し、2 名（学部、ビジネス専攻各 1 名）を教授会に

おいて表彰した。 

 

2-1-2 ＦＤ活動として、経営学部、経営学専攻、ビジネス専攻の共催

で、アクティブ・ラーニングに関する講演会 1 回を開催した。ま

た、学部の基礎演習担当者ミーティングを 2 回実施した。2017

年度のＦＤ活動参加率（ビジネス専攻教員を含む）は 8 割を超

え、2016年度よりも改善された。 

 

2-1-3 科研費への申請率が 2016 年度よりも増加し、申請に対する理解

が高まってきた。 

 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 人事について、学部人事委員会、自己点検・評価委員会、学部懇

談会を適宜開催し、任期延長・留学・研究休暇をはじめとした人

事計画について協議している。昇格に関して、要件の充足等の制

約から、年齢に見合った昇格人事が円滑に実施できていない傾向

がある。 

 

3-1-2 科研費などの競争的外部資金の申請について、所属教員の申請率

が 100％に近づくようさらに要請を行なう。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 昇格該当者に対して要件の確認と充足を要請している。要件充足

を確認しだい、すみやかに人事に着手する。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2016年度に関しては特になし。  
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2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし。  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 外部機関(日本開発構想研究所)からの意見を参考に、カリキュラ

ム・ポリシーを一部修正し、教授会で審議した。（資料）カリキ

ュラムポリシー） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2017 年度からのクォーター制導入に伴い、旧履修要項に従う 2

年次以上の学生の一部に誤解や認識の混乱などがあり、学部とし

て想定していなかった、または十分に配慮できていなかった教務

上のいくつかの問題点が明らかになってきた。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 教務上の誤解を生じやすい点について、2018 年度以降は、入学

生ガイダンスや在学生ガイダンスを通じて、十分に周知するよう

配慮する。だだし、クォーター制による履修上の問題は、2017

年度入学生以後は生じないと思われる。 

 

3-2-2 学生および教員から意見聴取の機会を設け、2017 年度を振り返

ることによって対応すべき課題を明らかにし、学部自己点検・評

価委員会、教授会で検討する。 
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≪教育内容・方法・成果≫ 

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

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし。  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 教職課程再課程認定の申請にあわせて、文科省からの指摘に対応

して科目の見直しを行ない、必修を 1 科目から商業４分野に対応

する 4 科目に拡大して、新課程からの教育内容の充実を図った。

（資料）様式第２号（高・教科及び教科の指導法に関する科目） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2017 年度からの学部定員増に伴う文科省への届出、クォーター

制の導入、ビジネス専攻の廃止による学部への教員移籍、学部へ

の教員配置数の変更などを総合的に加味して、2016 年度におい

て 2017 年度からの教育課程を新たに編成したところである。し

たがって、完成年度（2020 年度）までは基本的に変更はできな

いが、2021 年度以降、特別任用教員 4 名の任期満了、定年退職

者などを考慮して、新たな教育課程の見直しを準備しておく必要

がある。 

 

3-1-2 非常勤講師の定年、自己都合、雇用契約法によるクーリングオフ

期間の設定など、いくつかの事情で非常勤講師を変更する際、新

たな非常勤講師の採用が困難になりつつある。とくに経営学部の
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特色である実務家を非常勤講師とする各種の「現代産業論」で

は、本業がある関係から 15 回の授業担当可能な人材を見出すこ

とがとりわけ難しく、苦労することが多かった。 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学部長表彰、ゼミ長会議での学生意見、教員からの意見、人員を

基に、以下の流れで自己点検委員会等でカリキュラムを検討す

る。（学部生、学科長、教務委員、時間割編成委員→学部自己点

検評価委員会→教授会。人事に関する手続きの場合、学部人事委

員会。） 

 

3-2-2 2018 年度は、関係教員からの依頼等で、非常勤教員を確保する

ことができた。2019 年以降に向け、今後非常勤教員の変更が予

定される科目を確認し、早めに後任人選・依頼をお願いするなど

の対応をとる。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2016年度に関しては、特になし。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし。  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学部で独自に実施している 1 年生へのアンケート調査および

2016 年度に大学が実施した卒業生へのアンケート結果を下に、

全教員に参加を呼びかけた自己点検・評価委員会を開催し、学生

満足度を高める教育の内容について話し合うとともに、このよう

な機会を継続することとした。（資料）経営学部学生アンケー

ト） 

 

1-3-2 学部長表彰時に表彰者との懇談会を行い、また、3.4 年生のゼミ

長を集めてゼミ長会議を開き、教育課程や教育内容・方法につい

て意見を聴取し、その内容は教授会で報告することで、教員間で

意見の共有を図った。 
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1-3-3 ＦＤ活動の一環として、年２回、基礎演習Ⅰ・Ⅱの担当者および

学部長その他教員も参加して、担当者ミーティングを開き、授業

内容、工夫した点および問題点などについて意見交換し、基礎演

習の授業改善に役立てている。またその内容は、教授会で報告し

ている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 特になし。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当なし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 大学全体で実施する『学生による授業評価』において、評定平均

値の学部平均が大学全体の平均を下回る項目が多かった。 

 

3-1-2 2017 年度のクォーター制導入による成果について情報収集を行

い、2018年度からの検証に向けて準備する。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 平均値であるからやむを得ない側面もあるが、『学生による授業

評価』の評定平均値が大学全体の平均並み、あるいはそれ以上に

なるように、学部自己点検・評価委員会、教授会を通じて意識を

を高め、教員による改善努力を促す。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された ※ 
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か) 

1-2-1 該当なし。  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学部学生の研究活動費の一部を南山大学経営学会から援助し、産

学連携や学外プロジェクトへの参加等、学生の主体的な学びを支

援している。 

 

1-3-2 産学連携の取り組みが継続的に活発であり、2017 年度は４件の

取り組みがあった。 

 

1-3-3 2017年度の就職内定率が 99.6％であった。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 学部短期留学プログラムでは 2 回目も募集定員を満たす参加者が

あり、実施後のアンケート結果でも高い満足度を示していた。ま

た、2018 年度実施予定の第 3 回目でも参加者が定員を満たして

おり、学部短期留学プログラムが学部学生の留学に対する意欲を

高めていることがうかがえる。（資料：海外留学支援制度実施報

告書、振り返りシート、派遣留学生名簿。留学プログラムの効果

の 1 つに留学プログラム後、参加者 2 名がディズニープログラム

に参加、１名推薦留学、２名休学による留学。） 

 

2-1-2 ゼミ活動の一環として学外の各種コンテストに参加し、複数のゼ

ミまたはゼミ学生が受賞を受けた。（資料）各ゼミによる各種の

受賞に関する記事など 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2016 年度末実施の卒業生アンケート結果では、本学全学部の平

均に比べ出身高校への学部の推奨率が低めであった。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 
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3-2-1 学部教育に対する満足度は高かったので、アンケート項目の結果

を他学部と比較しながら要因を探り、推奨率をあげる対応を学部

自己点検・評価委員会で検討していかなければならない。 

 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 大学のカトリック系高等学校等推薦入学審査の制度変更に対応し

て、学部としての検討が必要となる。 

 

1-1-2 合否判定において、入学者の定員超過率を適正に管理する必要が

ある。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2019 年度入試から、全学的に、新たに特別入学審査（カトリッ

ク系高等学校等対象）を導入することが決定されたのに伴い、教

授会において募集人員、入試方法について審議・承認した。 

 

1-2-2 2017 年度入試において学部定員が 270 名に増員されたが、2017

年 5 月 1 日時点で新入生 301 名となり、2017 年度の定員超過率

1.14倍未満に収まる入学者を得た。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 特になし。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当なし。  
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３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2019 年度入試から「外国人留学生入学審査（EJU 利用型）」が新

規に導入される。既存の「外国人留学生入学審査」への志願状況

と比較しながら、条件等の適切性について検証していく必要があ

る。 

 

3-1-2 2019 年度からは超過入学者数に応じた学生経費相当額の減額も

導入されるので、入学者の定員超過率の基準の厳格化に沿って、

合否判定を慎重に行う必要がある。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 特になし。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2017年度法学部自己点検・評価報告書 

 

法学部長  沢登 文治 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 理念・目的を、教員、学生個人に具体化させる作業を継続する。  

1-1-2 「現代社会において生じる様々な問題を的確に理解・把握し、こ

れを整理・分析し、それらの問題に適切に対応し解決する能力」

を培うためには、上記、現代社会におけるフィールドワークなど

を通じて、そのような眼や感覚を要請しなければならない。ま

た、国際的視野から問題を検証する能力を身につけることも必要

である。これら、現代社会の様相を体験できるプログラムを、よ

り発展させるための検討を続けていくことを継続する。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1  従来あった 3 つのポリシーを 2017 年度に改定し、法学部の理

念・目的を、教員、学生個人に再認識させるようにした。 
 また、2016 年度より新しい科目として新設された「海外法文

化研修」をオーストラリアのマッコーリー大学において実施し、

本年度は 17 名の学生が参加し研修を行った。この「海外法文化

研修」の研修先としてカナダのカルガリー大学を 2018 年度より

追加することに決定した。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1   

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 理念・目的の出発点である「人間の尊厳のために」という教育モ

ットーに基づき、とくに 2 年次から共通教育科目である「人間の

尊厳」において学ぶ。また、法学部では、1 年次から、基礎的な

科目である「憲法 A、B、C」（全 6 単位）、「民法総論 A、B」（全 4

単位）、「刑法総論 A、B」（全 4 単位）を修得させ、かつ、基礎的

な学習のためのスキルを学ぶことができるように、少人数の「ベ

ーシック演習」を配置している。これによって 4 年間の学生生活

の基礎をなす学習姿勢や技術及び人間関係を構築することが可能
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となっている。 

2-1-2 現代社会における諸問題に対する理解、分析、解決のための能力

の養成の一助として、現場を知るため裁判所見学・刑務所参観な

どを実施している。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 学部自己点検評価委員会などにおいて、検証と発展を目的にさら

なる検討を継続していく。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 理念・目的を、教員、学生個人に具体化させる作業を継続する。  

3-1-2 学生に自発的・自律的に行動する能力の不足が感じられる。  

3-1-3 演習や定期試験の答案などをみると、本学を含めた現代の大学生

には、問題を的確に理解・把握し、これを整理・分析し、それら

の問題に適切に対応し解決する能力が不足していると思われる。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 「大学案内」や入試説明会での説明の仕方について統一的な意識

を教員間で醸成する。 

 

3-2-2 インターンシップなどの授業の導入開発と、海外研修プログラム

の充実を図る。また、飛び卒制度など、学生が自主的に取り組ま

なければならない授業や制度の導入について検討する。 

 

3-2-3 演習やプロジェクト研究など双方向で行われる授業を通じて、問

題を的確に理解・把握し、これを整理・分析し、それらの問題に

適切に対応し解決する能力の更なる向上を図る。 

 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

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

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 法学分野における研究者不足の状態は継続しており、任用が進ま

ない状況にある。また、未補充のポストにつき、どの科目に充て

ていくのか議論が必要なものもある。近々予測される退職者ポス
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トの利用の仕方を踏まえながら、必要な科目を決定の上、順次任

用していかなければならない。 

1-1-2 教員評価についても、引き続き、教員の研究能力・教育能力の具

体的向上を図る方法を検討しなければならない。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 人事懇談会を開催し、検討の上、適宜、採用人事を行っている。  

1-2-2 「法学部・法務研究科『教員評価』に関する内規」（2008.7.2 法

学部教授会決定）によって、3 年に 1 回の研究活動等の報告を実

施し、能力・資質等に関する理解を深める機会を設定している

（前回は 2013～2015 年度に関する教育研究実績報告）。さらに、

教員の教育の能力向上に関して、学生による授業評価を実施し、

また各授業の成績分布について教授会で明確にしている。その上

で、授業評価が一定基準未満の教員に対して指導・サポートをし

ている。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 全学的な規程である「南山大学教育職員選考規程」（3 条「キリ

スト教的世界観に基づく本学設立の目的並びに使命に協力し、人

格、識見、経歴、教育研究上の能力および業績、学会活動等にお

いて、大学教育職員として十分な素質をそなえる者」であること

を要する）に基づき、法学部では、25 名の教員を配して教育を

行っている。 

 

1-3-2 教員に求める能力・資質等を明確にし、教育の資質の向上を図る

ために、FD活動の一環として、研修会等を開催している。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 現在のところ政治学・民法の教員人事についても、採用人事を進

めている。 

 

2-1-2 2017 年度には、クォーター制度移行に伴う授業・演習などにつ

いての FD 活動が行われた。このような FD 活動の継続的実施によ

って、学生による授業評価においても、2017 年度科目に関し、

一定基準未満に該当する法学部教員はいなかった。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策 ※ 
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(もしあれば) 

2-2-1 採用人事につき懇談会を通じて、適宜、検討していく。  

2-2-2 継続的・定期的な FD活動を行っていく。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 法学分野における研究者不足の状態は継続しており、任用が進ま

ない状況にある。また、未補充のポストにつき、どの科目に充て

ていくのか議論が必要なものもある。近々予測される退職者ポス

トの利用の仕方を踏まえながら、必要な科目を決定の上、順次任

用していかなければならない。 

 

3-1-2 教員評価についても、引き続き、教員の研究能力・教育能力の具

体的向上を図る方法を検討しなければならない。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 法務研究科と連携を取りつつ、ポストの確保をこれまで行い、必

要な人数については確保されてきた。今後は、退職者ポストの利

用の仕方の検討を進め、必要な科目を決定の上、順次任用してく

ことが必要である。教員評価については、さらに能力・資質等の

向上を具体的に図るための方策として、業績記入のない教員への

奨励方法を検討していく。 

 

3-2-2 教員・教員組織について、本学法学部の使命・課題等、およびそ

の教員としての能力・資質等について、さらに共通の理解を得る

ことができるよう、継続的・定期的な FD 活動を通じて、実現を

図っていくことが重要である。今後、そのような機会をさらに広

げていくように努める。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 クォーター制の導入を実施後も、その経験をもとに継続性を持っ

て具体的な検証を継続的に行うことである。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 
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1-2-1 「大学の目的に関する規定」第 6 条（法学部は、キリスト教的世

界観に基づく建学の精神に立脚して人間性の涵養につとめるとと

もに、広い教養と関連諸科学の理解に基礎づけられた法的思考の

育成を目標とし、法を中心とした社会的諸現象の体系的研究と実

践的教育を実施して、法の基礎的理論と応用に通ずる人材を養成

し、これに期待する地域社会の強い要請にこたえ、もってわが国

の文化の進展と福祉に寄与することを目的とする）、および、「法

学部 3 つのポリシー」を基準に、法学部では、教育課程の編成・

実施方針を作成し、その適切性については、毎年、そして、本年

度は特にクォーター制度を見据えて、学部自己点検評価委員会に

おいて検証を行っている。なお、2017 年度は 3 つのポリシーの

改定も行い、その内容を最新の状況に合わせるなどした。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1   

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 教育内容について教育目標・方針に沿って構成されており、特に

伝統的な学問を学ぶ法学部としては十分な内容を構成している。

（根拠資料：シラバス） 

 

2-1-2 クォーター制度を見据えて、教育内容について、継続的に検証を

行った。（根拠資料：2017年 4月 12日教授会記録） 

 

2-1-3 クォーター制度を見据えて、ワーキング・グループを設置すると

ともに、インターンシップ科目についての検討チームを構成し、

検討を継続した。（根拠資料：2018年 3月 2日教授会記録） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 さらに教育内容を充実させるため、飛び卒制度の導入や法務研究

科との連携強化など、より意欲の高い学生が取り組める制度の導

入を検討する。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 クォーター制の導入を実施後も、その経験をもとに継続性を持っ

て具体的な検証を継続的に行うことである。 
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2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 継続的に、学部自己点検委員会、インターンシップ科目検討チー

ムなどで、検証を行っていく。さらに教育内容を充実させるた

め、飛び卒制度の導入や法務研究科との連携強化など、より意欲

の高い学生が取り組める制度の導入を検討する。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 主体的な参加を促す教育方法については、演習を通じて行ってい

るが、さらに積極性を引き出していく教育方法、また、キャリア

を意識した学習意欲の向上について、将来の自己のキャリア形成

に向けた、より主体的な姿勢を引き出す教育方法を、継続的に模

索する。 

 

1-1-2 法学部生を対象とした、「国際性」を高める教育内容の向上を、

さらに継続的に模索することが課題である。 

 

1-1-3 演習形態を、より能動的なものとして発展的に検討し、また、学

年間の縦の繋がりを強化することが課題である。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2017 年度のクォーター制の導入と同時に第 2 クォーターに、多

くの教員によるプロジェクト研究を開講し、学生により主体的に

専門を深める機会を提供してみた。 

 

1-2-2 2016 年度より、第 2 クォーターに、「海外法文化研修」を開講

し、それを継続すると主に研修先の拡大を模索している。これに

より「国際性」を高める教育内容を充実させつつある。 

 

1-2-3 これらの科目の実施状況を検討し、さらなる発展を目指して自己

点検委員会による検証を行っていく。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 編成・実施方針に従い、講義と演習による少人数指導という二本

柱によって、次のような教育を実践している。 
①体系的、系統的、かつ多面的に「法と法律」を学び、確かな法

的スキル（法知識・法技術）を習得させるために、開講年次に配

慮をしながら、基本的な科目だけでなく、発展的な科目を多数配

置するとともに、1~4 年次の各学年に演習を設けている。 
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②「人間の尊厳」に裏打ちされた人権センスを涵養するために、

「人間の尊厳」科目の履修を選択必修（4 単位以上）とし、学部

開講科目においてもそれを意識した授業が設けられている。ま

た、「環境法」「少年法」「ジェンダーと法」などの「人間の尊

厳」に密接に関連する発展的な講義科目を提供している。 
③多元的、複眼的な視点から問題状況を把握できる柔軟に物事を

考える姿勢を身につけさせるために、各科目においてそれを意識

した授業がなされることは同様であるが、比較的少人数かつ全学

年にわたって開講される演習への参加を保証し、きめ細かい双方

向指導の中で、これらの能力を習得できるようにしている。 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 演習の履修率は高く、1 年次から 4 年次までほぼすべての学生が

ゼミに所属し、4 年次の専門演習の履修率も高い。（根拠資料：

2017年 12月 13日教授会記録） 

 

2-1-2 1 年次の演習の内容は、共通教材『テキスト＆マテリアルズ』で

統一的になり、4 年間の各演習の位置付けも明確になった。教材

は時宜に応じた内容に修正を図った。（根拠資料：2018 年 3 月 10

日教授会記録） 

 

2-1-3 法律学の基礎的な事項についての理解は、各種資格試験受験の奨

励や、企業への就職に向けた基礎的科目についての学習を奨励で

き、合格者も多数輩出でき、一定程度達成することができたほ

か、法学検定試験については、5 年連続で、本年度も団体として

賞（ベーシック〈基礎〉コース・第 2 位）を得た。（根拠資料：

2018年 2月 2日教授会記録） 

 

2-1-4 2 年次演習のミドル演習においても、全体講義の手法でキャリア

教育を、各学期、発展的かつ継続的に実施することができた。

（根拠資料：2017年 6月 14日教授会資料） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 課程編成、実施方針、教育内容について、総合的に、学部自己

点検評価委員会などで、適宜、継続的に検証していく。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 主体的な参加を促す教育方法については、演習を通じて行ってい

るが、さらに積極性を引き出していく教育方法、また、キャリア

を意識した学習意欲の向上について、将来の自己のキャリア形成
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に向けた、より主体的な姿勢を引き出す教育方法を、継続的に模

索する。 

3-1-2 法学部生を対象とした、「国際性」を高める教育内容の向上を、

さらに継続的に模索することが課題である。 

 

3-1-3 演習形態を、より能動的なものとして発展的に検討し、また、学

年間の縦の繋がりを強化することが課題である。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 キャリア教育について、1 年次から意識させるための教育方法に

検証を加え、さらなる継続的なキャリア教育を実施すべく、2 年

次のキャリア教育のさらなる充実を検証していく。また、講義科

目については、新しい分野の発展、社会のニーズとともに、開講

年次、関連科目の設定・廃止を再度検証・検討していく。 

 

3-2-2 国際化推進の足がかりとして、法学部・海外研修制度の実施と構

築に向けた南山大学国際化推進事業（第 3 期）として設置した

「海外法文化研修」科目を安定的に運用できるように検討してい

く。 

 

3-2-3 クォーター制度移行に伴い、演習・講義について、具体的に検証

していく。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 教育目標に沿った具体的な成果を明らかにできるような情報収集

の枠組みを強化することが必要である。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 学部自己点検評価委員会を定期的に開催したが、教育成果の把握

については、さらに具体的なものを検討することはできなかっ

た。 

 

1-2-2 成績優秀者を表彰する「学部長表彰」で懇談会を毎年開催し、そ

こで学生の意見・要望を聞き、それら意見・要望に関して定期的

に検証し、教育課程、教育内容・方法の改善のための参考とし

た。 
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3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 改善成果の指標として、法学検定試験、資格試験の合格者数、進

学者数の把握などがあるところ、毎年コンスタントに受験者・合

格者・進学者を輩出している。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 学部長表彰の懇談会の意見を聴取することができた。（根拠資

料：2017年 5月 31日教授会記録） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 継続的に、懇談会を開催し、学部自己点検評価委員会で検証して

いく。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 教育目標に沿った具体的な成果を明らかにできるような情報収集

の枠組みを強化することを継続していかなければならない。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 教育成果をどのように把握していくのか、学部自己点検評価委員

会などで検証していく。そして、クォーター制への移行に伴い、

演習形態の再編などを視野に入れて、教育成果の検証手段を検討

する。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 教育目標に沿った具体的な成果を明らかにできるような情報収集

の枠組みを強化することが必要である。 

 

 

 

146



2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 教育目標に沿った成果があがっているかどうかを、現状で明確な

形で評価する仕組みを構築することは難しい状況にある。ただ

し、クォーター制の導入に伴うカリキュラム再編に従って、学部

自己点検評価委員会などで、適宜、検討している。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 教育課程の編成・実施方針、教育内容について、総合的に、点検

評価作業を行っている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 点検評価作業を総合し、法曹など各種法律職、公務員、民間企

業、資格取得者等多様な人材をコンスタントに輩出しており、教

育目標に沿った成果は上がっている。（根拠：法学部生就職実績 

公務員 43名（大学全体では 110名）） 

 

2-1-2 本学部が 2017 年度法学検定試験協会において賞（ベーシック

〈基礎〉コース・第 2 位）を獲得した。（根拠資料：法務研究財

団ホームページ） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 全体講義を通じて、特に 1、2 年生対象にキャリア教育を強化し

ていく。 

 

2-2-2- 公務員志望者に対するキャリア形成の機会を増やしていく。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 教育目標に沿った具体的な成果を明らかにできるような情報収集

の枠組みを強化することが必要である。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 教育目標に沿った成果があがっているかどうかを、学部自己点検

評価委員会などで、適宜、検証していく。 

 

147



3-2-2 クォーター制度の移行に伴い、教育内容を、特に、4 年次の演習

の形態を含めた演習形態の再編を、学部自己点検評価委員会など

で検証していく。 

 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 昨年に引き続き、2017 年度入試においては、受け入れ予定者数

を達成することができた。辞退者数が減少傾向にあったこと、全

学統一入試の志願者が増えているとともに、センター試験利用の

入学試験の受験者数が増加していること、法学部人気が回復傾向

にあることなどから、受け入れ数を予測することが難しくなって

いる。したがって、受け入れ予定者数を大幅に超えないように綿

密な検討により適切な入学者数を確保する方策を模索すべきであ

る。 

 

1-1-2 入学者確保のためには、全体の受入予定者数を減少することなく

2 月の各入試のそれを減少させるために、11 月入試の安定的な入

学者数確保が重要かつ急務であるため、引き続き、その認識を学

部構成員の間で共有することが必要である。 

 

1-1-3 近年では、全学統一入試とセンター利用入試の志願者が増えてい

ることから、機会を利用して、近年の法学部志願者の傾向も把握

する方策を検討し、かつ、法学部の入試制度全体の検証を、引き

続き行う必要がある。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 学生募集および入学者選抜について、学部自己点検評価委員会お

よび学部委員会において、毎年、受け入れ方針の確認および入学

者数などの状況を確認・検証し、各種入試における受け入れ方

針、および、それぞれの受け入れ予定者数（定員とは異なる）の

決定を行っている。その上で、入試種別ごとに開催される全学合

否判定資料作成委員会後、学部委員会を開催し、公正かつ適切

に、合格者数の検討を行い、学科選考会議原案を作成している。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 組織的に学部委員会および自己点検評価委員会を継続的に開催

し、公正さおよび適切さを確保している。 
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２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 最近減少傾向にあった、11 月入試での指定校推薦による入学者

比率を、2014 年に 2.5 割程度まで引き上げることができたが、

今年はその数をほぼ維持すること（69名）ができた。 

 

2-1-2 入学試験による学生確保は、法学部人気の回復傾向もあり、比較

的安定的に実施することができた。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 入学者確保は、なお、安定的であるとまでは言えない。また、十

分な学力ある学生を選抜できるように入学後の成績のモニタリン

グも重要である。そのために、継続的に、推薦入試制度検討委員

会における検証が、重要である。 

 

2-2-2 指定校推薦の評定基準を 2 グループ（ＡとＢ）に分けているが、

高い評定基準の指定校について一定数を低い評定基準に下げるか

どうかが、検討課題である。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2018 年度入試においては、受け入れ予定者数を達成すること

ができた。辞退者数が減少傾向にあったこと、一般入試の受験者

数が増加していること、法学部人気が回復傾向にあることなどか

ら、受け入れ数を予測することが難しくなっている。したがっ

て、受け入れ予定者数を大幅に超えないように綿密な検討により

適切な入学者数を確保する方策を模索すべきである。 

 

3-1-2 入学者確保のためには、全体の受入予定者数を減少することなく

2 月の各入試のそれを減少させるために、11 月入試の安定的な入

学者数確保が重要かつ急務であるため、引き続き、その認識を学

部構成員の間で共有することが必要である。 

 

3-1-3 2018 年度入試においては、一般入試の志願者が増加したもの

の、センター利用入試（特に前期）の志願者が減少していること

から、機会を利用して、近年の法学部志願者の傾向も把握する方

策を検討し、かつ、法学部の入試制度全体の検証を、引き続き行

う必要がある。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 
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3-2-1 入学者確保については引き続き自己点検評価委員会ならびに推薦

入試委員会で検討を継続していく。 

 

3-2-2 入学者数確保についてはそのときどきに教授会で現状を把握する

ようにしていく。 

 

3-2-3 法学部志願者の現状と法学部の入試制度全体の検証については、

自己点検評価委員会で検証を継続する。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2017年度総合政策学部自己点検・評価報告書 

 

総合政策学部長 山田 望 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 ‘One Campus Many Skills’という全学的方針の下、One Campus

については実現したが、Many Skills の点で、総合政策学部が外

国語学部、国際教養学部などの国際性を特徴とした既存学部はじ

め、経済学部、経営学部、法学部という社会科学系学部と比較し

ても、どこに総合政策学部の独自性があり、他の諸学部との決定

的差別化はどの点においてなされているのか、さらには、どの面

において互いに協力補完し合うことが可能かについても、学部レ

ベルのみならず全学的レベルにおいて更に協議・検討を重ねてい

く必要がある。具体的には、3 ポリシーの内容を明確に差別化さ

せると共に、カリキュラム・ベースでの差別化や補完・協力体制

の構築が求められる。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 3 ポリシーの内容については、文科省からの要請に基づき、大学

執行部主導で全学的な見直しが図られた。その際、とりわけディ

プロマポリシーやカリキュラムポリシーについては、学科長や教

務委員はじめ関係者の協力を仰ぎつつ、総合政策学科独自の新た

な理念や新カリキュラムの特徴を意識した記述となるよう工夫し

た。アドミッションポリシーについては、学部入試検討委員会委

員長をはじめ関係者の協力により、新制度導入も見越した記述を

加えるなどの改編を行った。全学的には、各ポリシー間の連携や

全学的に統一して記載すべき点などについて、大学執行部からの

指導に基づいて適切な記載がなされるよう改めた。その他、総合

政策学部独自の特徴としては、特に、従来は共通教育科目の位置

づけであった基礎演習科目や NAP(南山短期アジア留学プログラ

ム)を学科科目化し、他学部の基礎演習科目や短期留学プログラ

ムには見られない特徴が盛り込まれるよう差別化を工夫した。具

体的には、基礎演習の教科書の内容を改訂し、３コース制の各コ

ースの特徴が際立つような記述に改めたり、NAP を政策研修プロ

グラムとして語学のみならずフィールドワークも強化し、総合政

策学科科目らしさが窺える形態に改めた。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2017 年 6 月 14 日に学部長表彰式を開催し、式終了後の茶話会に  
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於いて、表彰を受けた成績優秀者達から学部の理念や目標などの

適切性や学部・学科への要望などを忌憚なく話して貰うという学

生からのフィードバックの機会を本年も設けた。 

1-3-2 学科長、教務委員、学部入試検討委員会委員長をはじめ関係者の

協力の下、３ポリシーの内容を、新カリキュラムや３コース制の

導入に即した内容に改めるべく再検討を行い、各ポリシー間の整

合性や連携が取れるよう内容の修正、表現の統一などを行った。 

 

1-3-3 改組後の新たな構成メンバーにより、教授会終了後に複数回、学

部懇談会を行い、3 コース制や新カリキュラム、あるいは学部人

事に関連して、取り上げるべき懸案事項のある場合には話し合い

により検討する機会を設けた。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 2017 年 9 月 30 日開催の「父母の集い」において学部懇談会を開

催したが、名古屋キャンパスにて初めての学部懇談会ということ

もあり、100 名を越す多くの父兄が参加し、学部長からの 3 コー

ス制の導入や新カリキュラムの特徴などに関する説明について、

父兄からも充分な反応や手応えが窺えた。アンケート調査の結果

からも、学部の新しい理念や今後の方針、新カリキュラムの構成

等を理解する上で大変役に立ったなど、肯定的な評価が多数窺え

た。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 「父母の集い」における学部懇談会については、その後に個別面

談が控えていることもあり、なかなか充分な時間を確保するのは

困難であると思われる。しかしながら、学部長からの説明や質疑

応答の時間終了後に、個別に質問に来られる父兄も多いので、可

能であれば、父兄からのフィードバックを十分に機能させるため

にも、質疑応答の時間が十分に取れるよう、学部懇談会の時間全

体を１時間程度に拡大できれば、より多くの父兄からの要請を受

けとめることができるように思われる。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 今年度の３ポリシーの見直しにあたっては、学部と大学院の３ポ

リシーの整合性や連携性の観点からの見直しも含まれており、こ

れにより、学部と大学院とがより一層緊密にタイアップすること

の必要性が認識された。ひいては、さらに一層、学部理念や学部
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カリキュラムと大学院（社会科学研究科総合政策学専攻）の理

念・カリキュラムの連携が推し進められるよう、学部・専攻関係

者間のコミュニケーションを促す工夫が求められる。 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 総合政策学部と大学院（社会科学研究科総合政策学専攻）とのよ

り一層の連携を強化するために、学部長、学科長や総合政策学専

攻主任とのコミュニケーションがより一層図られるよう、会合の

機会を増やしたり、連携強化を意識した議論の場を設けること

で、連携強化の具体的方策を検討できるようにする。 

 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

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

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2016 年度途中に、春学期をもって退職を申し出た教員があった

ため、既に決定していた秋学期以降の学部・大学院の科目措置へ

の対応が困難を極めた。求められる担当分野の特殊性から、当初

は内交渉による人事を進めたが上手く行かず、公募による人事に

切り替えた。2016 年度内での任用ができなかったため、大学院

担当科目による縛りや早急に人員を確保すべきとの学部の状況か

らも、2017年度内には必ず後任を任用しなければならない。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 １年の間、空白となっていた開発経済学の教員ポストについて、

2017 年度の早い段階で公募委員会を立ち上げ、大学院での科目

担当も可能な教員を採るべく公募を行った。その結果、多数の応

募者の中から、本学部が求める人材候補者を選定の上、最終的

に、本学部学科に相応しい教員を任用することができた。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2017年度にFD企画に参加した本学部配置専任教員の割合は、2017

年10月１日現在で91.7%であった。内訳は本学部配置教員24名の

うち2２名が本学部主催企画に、２名が他学部主催企画参加し

た。2016年度の参加率72.1％と比較すると､大幅に増加し、かつ

文部科学省が求める参加率を上回ることができた。参加率増加理

由は、講演テーマが本学部教員担当科目において学生への指導に
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必要なものであったこと、本学部開催FD企画が教員の参加しやす

い日時に設定できたこと、2017年度から本学部が名古屋キャンパ

スに移転したことで地理的条件がクリアできたためと考えてい

る。2017年度の本学部主催の企画内容は以下の通りである。 

  日時：2017年5月3日（水） 

演題：「WebClassを使った学生レポート提出法の習得」 

講師：平 治彦氏（日本データパシフィック株式会社 Web 

Class開発元） 

1-3-2 2017 年度中に、学部が主催、または共催した講演会や外交講座

等は以下の通りであり、例年よりも多くの講演会・講座を開催す

ることができた。教員や学生にとって、特定のテーマについて掘

り下げて考察する機会が得られ、関心領域を広げるきっかけにな

った。 

・講演会（総合政策学部主催・社会科学研究科総合政策学専攻共

催）、日時：2017 年 5 月 24 日（水）、演題：最先端の自動車交通

行政−自動走行運転に係る愛知県の政策−、講師：柴山 政明氏

（愛知県産業労働部産業振興課主幹） 

・講演会（総合政策学部主催・社会科学研究科総合政策学専攻共

催）、日時：2017 年 7 月 12 日（水）、演題：国際協力における

NGO と大学間の役割と課題、講師：平泉 泉氏（公益財団法人プ

ラン・インターナショナル・ジャパン広報マーケティング部広報

チーム） 

・講演会（アジア・太平洋研究センター主催・総合政策学部共

催）、日時：2017 年 11 月 9 日（木）、演題：中国共産党第 19 回

全国代表大会の分析、講師：佐々木 智弘氏（防衛大学校准教

授） 

・講演会（アジア・太平洋研究センター主催・総合政策学部共

催）、日時：2017 年 11 月 30 日（木）、演題：北朝鮮外交論の再

構築、講師：磯崎 敦仁氏（慶應義塾大学准教授）、崔 慶原氏

（九州大学韓国研究センター） 

・講演会（アジア・太平洋研究センター主催・総合政策学部共

催）、日時：2017 年 12 月 14 日（木）、演題：「韓国『ろうそく革

命』と文存寅政権の展望」、講師：奥園 秀樹氏（静岡県立大学

准教授） 

・講演会（総合政策学部主催外交講座）、日時：2018 年 1 月 24

日（水）、演題：最近の日露関係、講師：佐藤 大氏（外務省欧

州局ロシア課 事務官） 

 

1-3-3 「総合政策学部における教育職員評価の基準と実施体制に係る内

規」第 4 条に定める学部評価委員会を複数回開催し、教員の研

究、教育、大学運営、社会貢献の各側面における教員評価を行っ

た。その結果、研究ならびに大学運営に関して求められる水準に

著しく達していないと判断された教員について、学部長、学科長

より面談・事情聴取の上、必要と思われる助言を行った。 
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２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 一昨年度、年度途中で他大学への移籍を理由に退職した教員の後

任人事について、公募委員会を立ち上げて候補者を公募により募

り、学部人事選定委員会ならびに業績審査委員会を構成して厳正

なる審査を行った結果、2018 年 4 月 1 日付けの 1 名の新任教員

の任用を決定した。 

 

2-1-2 研究業績、教育業績、大学運営のいずれの面においても充分な業

績を収め、昇格要件を満たしている准教授 1 名の昇格人事を立ち

上げ、2018年 4月 1日付けの教授昇格を決定した。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 学部の人事案件の中でも、教員の留学、短期留学について、学部

のキャンパス移転や学部改組の重要な時期と重なったこともあ

り、2016 年度と 2017 年度の 2 年続けて学部教員の留学が実施さ

れなかった。教員の研究の質の向上や、国際的な場で研鑽を積む

ことによって教員の研究成果を発表する機会を増やしたり、教員

の研究に打ち込むモチベーションを一層向上させるためにも、留

学ならびに短期留学を希望する教員に、積極的に留学の機会を与

えるべきである。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 人事計画策定の早い時期に留学や短期留学を希望する教員を募

り、短期留学であれば 2018 年度内に実現させるか、もしくは次

年度の留学に向けた機関決定がなされるよう留学の人事案件を積

極的に進めることが望まれる。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 
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1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1   

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2017 年度より導入された３コース制、ならびに新カリキュラム

の内容について、とりわけ新しく立ち上がった科目や新たな履修

要件、さらには旧カリキュラムとの読み替えなどが上手く機能し

ているかどうかについて、おもに学科長、教務委員、教務団が中

心となって、全体を俯瞰しつつ、その都度生じた個別の案件に関

する対応を協議した。教務関係者による個別案件への対応を検討

する会合は、多い時には毎週、少ない時でも月に二回程度開催さ

れた。入試広報活動においても、３コース制や新カリキュラムの

導入、それらの理念や内容が国際教養学部や外国語学部とはどの

ように異なるかという点に焦点を置いて、本学部の独自性をアピ

ールできるよう努めた。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 ３コース制や新カリキュラムの立ち上げ、それらの具体的な内容

などについて、7 月 22 日〜23 日開催のオープンキャンパスや、9

月 30 日開催の父母の集いにおける学部説明会で説明を行った。

特に、学科科目化された基礎演習科目や政策研修プログラムの内

容についてアピールを行い、後者のプログラムについては子弟の

積極的な参加を促すべく、父兄に対しても理解と協力をお願いし

た。その結果、共通教育選択必修科目のＮＡＰから学科科目選択

科目へと移行したにも拘わらず、2016 年度の 127 名、2017 年度

の 128 名よりやや減少はしたものの、109 名もの履修登録者があ

った。学生数に対する比率で見ると、それぞれ 33.6％、

34.5％、36.3％で、むしろ履修登録率は増加している。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 オープンキャンパスや父母の集いにおける学部説明会は、学生の

父兄に直接、演習科目や政策研修プログラムなどへの理解・協力

を訴えることができる数少ない貴重な機会である。学部説明会で

の学部長や学科長による説明の時間をさらに長く確保して、父兄
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からの十分な理解・協力が得られるよう努めるべきである。 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1   

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1   

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 新カリキュラムからプロジェクト研究（ゼミ）の履修要件とし

て、卒業に必要な単位 50 単位以上という要件に加え、これに総

合政策基礎演習 A・B・C、および文明論概論を修得し、かつ政策

論科目の内２単位を修得していなければならないとの新たな要件

が加えられた。これらの要件をクリアできない学生がどの程度発

生するかを見きわめた上で、要件を満たせなかった学生に対する

その後の履修計画の立て方、指導体制のあり方などについて考

慮・検討する必要があろう。 

 

1-1-2 新カリキュラムで新たに導入された 3 コース制が、実際に上手く

機能・運用できているかどうかについて検証・対応することが求

められる。さらに新カリキュラムでは、英語と中国語を重視する

観点から、2018 年度から学科科目として外国語科目を開講する

予定であり、これらの運用面での検証・対応も必要となる。 

 

1-1-3 新カリキュラムと旧カリキュラムとの読み替えが、科目の運用

上、上手く機能しているかどうか、とりわけ、クォーター制の導

入による時間割上の不具合などにより、読み替えに際しての問題

が発生していないか検証・対応する必要がある。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 新カリキュラムにおけるプロジェクト研究（ゼミ）履修の新たな

要件を学生がどのようにクリアできているかについては、2017

年度が新カリキュラムへの移行 1 年目であるため、次年度や二年

後の状況を待たなければ検証することが不可能である。学生の動

向を見極めつつ、次年度ないし二年後にどの程度、要件を満たせ
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ない学生が生じたかを検証し、それに即した指導体制のあり方な

どを検討する必要があろう。継続課題として次年度以降も検証・

対応の対象となる。 

1-2-2 新カリキュラムにおける学科科目としての語学科目については、

共通教育科目の履修前提要件を教務システムがフォローできず、

手動で登録・管理する必要が生じた。これについては、他学部に

おいても履修前提要件が付された科目に関して、教務システム上

の問題が生じており、全学的な検証・対応が求められ、現在、鋭

意、対応策が講じられている状況である。継続課題として次年度

以降も検証・対応の対象となる。 

 

1-2-3 新旧カリキュラムの読み替えに関して、クォーター制の導入も相

まって、個別に不具合が生じており、それらについては、学科長

はじめ学部内の教務関係者によりチームを組んで十分に対応がな

されている。旧カリキュラム履修の学生が卒業するまでは、継続

課題として次年度以降も検証・対応の対象となる。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 旧カリキュラムにおいて「総合政策連続講義 A」として開講して

きた中日新聞社社会部によるオムニバス科目は、新カリキュラム

においては「政策の現場から B」として開講し、加えて、「政策

の現場から A」として中日新聞社による寄附講座（他学科履修

可）を追加開講することとした。新カリキュラムに移行して後

も、依然として人気の高い科目となっており、今後もこのような

政策の現場に重点を置いた実践的科目を続けて行く必要性が強く

感じられる。 

 

1-3-2 新カリキュラムへの改訂にあたり、従来の基礎科目を[文明論科

目]、[政策論科目]、[コア科目]へと改編し、また方法論科目に

は、NAP をはじめとした政策研修プログラムを[政策実践科目] 

として組み込むと共に、[調査と分析科目]、[総合政策外国語科

目]の３科目群からなる構成に改めた。旧カリキュラムよりも各

科目の位置づけが明確かつ分かりやすいものとなった。 

 

1-3-3 従来の総合政策科目の改編として、新カリキュラムでは 3 コース

化の導入を図り、[政策と倫理科目（2 単位）]、コース指定科目

（6 単位）を含む[発展科目（14 単位）]、[応用科目（18 単

位）]の３部構成とし、それぞれにおいてコース毎に修得すべき

科目群が指定される形態とした。これにより、学生は選択するコ

ースで開講される科目を中心に履修計画を立てることが可能とな

り、学修目標を一層明確に自覚することができるようになった。

導入１年目であったが、学生への説明がしやすくなり、かつ学生

側も理解しやすくなると共に目的意識を明確に持つことができる

ようになったことが感じられる。 
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２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1   

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 新カリキュラムからプロジェクト研究（ゼミ）の履修要件とし

て、卒業に必要な単位 50 単位以上という要件に加え、これに総

合政策基礎演習 A・B・C、および文明論概論を修得し、かつ政策

論科目の内２単位を修得していなければならないとの新たな要件

が加えられた。これらの要件をクリアできない学生がどの程度発

生するかを見きわめた上で、要件を満たせなかった学生に対する

その後の履修計画の立て方、指導体制のあり方などについて考

慮・検討する必要があろう。 

 

3-1-2 新カリキュラムで新たに導入された３コース制が、実際に上手く

機能・運用できているかどうかについて検証・対応することが求

められる。さらに新カリキュラムでは、英語と中国語を重視する

観点から、2018 年度から学科科目として外国語科目を開講する

予定であり、これらの運用面での検証・対応も必要となる。 

 

3-1-3 新カリキュラムと旧カリキュラムとの読み替えが、科目の運用

上、上手く機能しているかどうか、とりわけ、クォーター制の導

入による時間割上の不具合などにより、読み替えに際しての問題

が発生していないか検証・対応する必要がある。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2017 年度に続き、継続して学生の履修状況をフォローしつつ、

新カリキュラムによるプロジェクト研究（ゼミ）履修要件の充足

が叶わなかった学生への対応策や指導のあり方などについて考

慮・検討しておく必要があろう。 

 

3-2-2 履修に際しての前提要件が付された科目について、全学的な教務

システム上の課題として対応が進められており、学部・学科とし

ても全学的な対応に合わせて前提要件をできるだけシンプルなも

のとしてシステムに載せていけるよう具体的な対応を講ずる必要

があろう。 
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3-2-3 新旧カリキュラムの読み替えは、クォーター制導入との絡みもあ

ってきわめて複雑かつ個別対応を強いられる課題である。読み替

え方法全体に関わる場合や個別対応を求められる場合にも、迅速

かつ適切に対処すべく、学科長はじめ、教務関係者全体がチーム

を組んで、組織的に対応する必要があろう。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 NAP（南山短期アジア留学プログラム：新カリでは政策研修プロ

グラム）が 2018 年度以降学科科目化され、実施期間も１週間短

い３週間で行われることとなり、運用形態も大きく変更される予

定である。プログラム内容も、学科科目化に伴って改変される部

分もあり、事前・事後の学習や学習成果の発表・公表形態も変わ

ってくることが予測される。それらの変更に合わせた適正な形

態・内容で、NAP の成果に関する審査・評価が成されなければな

らない。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 学科長や科目コーディネータが中心となって、従来の NAP7 プロ

グラムを新たに学科科目化された「政策研修プログラム」として

展開・運用させるべく、現地スタッフとも連携を取りつつ、かつ

学外の旅行業者をも交えて検討を重ねた。学科科目化するにあた

り、従来の語学演習も継続させつつフィールドワークの要素を強

化した内容とした。教員負担やコスト面も勘案して、実施期間を

従来の１か月から３週間に短縮し、しかし質は落とさずメリハリ

の利いた内容を展開させることで魅力的なプログラムになるよう

工夫した。事前・事後の学習や報告会などについても、春と秋そ

れぞれ独自に展開させ、従来以上に木目の細かい指導・評価体制

を構築した。これまでの選択必修科目から自由科目に移行したこ

とで、履修希望者の確保が重要な課題となり、従来の 2 年次のみ

の履修形態から複数年次複数登録を可とする履修形態に変更し

た。積極的な広報活動により、例年並みの履修登録者が確保でき

た。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1   
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２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1   

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 従来、共通教育選択必修科目の位置づけであった NAP（南山短期

アジア留学プログラム）が 2018 年度から学科科目化され、選択

科目の位置づけとなることから、履修登録者の確保が重要な課題

となる。これまで以上に広報活動を積極的に行い、機会ある毎に

本科目の魅力やメリットをアピールすることで参加学生者数を確

保する必要がある。また、登録を行ったにも拘わらず途中で登録

を取り消すような学生が極力出ないよう、また、そのような学生

が出た場合の対処方法についても検討・対応する必要がある。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 ７月のオープンキャンパスや９月の父母の集いでの学部説明会な

どにおいて、政策研修プログラムの意義やメリットを十分に学生

や父兄にアピールし、普段からこのような海外短期留学プログラ

ムの魅力を伝えるよう努力しておく。学科長はじめ、教務関係

者、コーディネータや引率教員間のコミュニケーションを密に

し、生じたトラブルなどに迅速に対応可能な体制を普段から構築

しておく必要がある。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2018 年度から学科科目化される NAP（政策研修プログラム）の成

績評価をどのような基準・方法で行うのか、NAP の内容・形態の

改変に伴い、評価方法についても見直す必要がある。また、NAP

や学外体験プログラムの成果をどのような形で公表、フィードバ

ックしていくかについても検討を行う。 
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2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 学科長、コーディネータ、教務委員を中心に、政策研修プログラ

ムの運用・評価体制に関するミーティングを複数回開催して、ど

のように運用し、どのように評価すべきかについて検討を重ね

た。その結果、従来統一的に運用・評価してきた春と秋のプログ

ラムを、今後は春と秋それぞれ別個の運用・評価体制により実施

することとなった。７プログラムそれぞれにおいて評価基準や評

価対象は異なるが、違いはあるものの統一的に運用・評価できる

ところは可能な限り統一的に実施するものとした。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 12 月 2 日・3 日に開催された日本政策学生会議（ISFJ）の政策フ

ォーラムで、本学総合政策学部の鶴見ゼミの学生 2 チームが分科

会賞を受賞、寳多ゼミの学生 1チームが優秀発表賞を受賞した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 1-3-1 の政策フォーラムは、学生が立案した政策を広く発信する

ことを目的としたインターゼミであり、経済産業省等が協賛・後

援のもと、多くの大学が参加する政策提言の全国大会である。本

年度も 700 名弱の参加者が政策提言を競い合った。同じテーマの

チームが競い合う各分科会では、分科会での最高賞である分科会

賞と、プレゼンテーションで優れた発表を行ったチームに贈られ

る優秀発表賞が、各分科会 1 チームずつ授与される。分科会賞を

獲得した鶴見ゼミの学生２チームは、１チームが「環境配慮行動

促進～持続可能な社会を目指して～」というテーマで、もう一つ

のチームは、「ワーク・ライフ・バランスの実現を目指して～働

きやすい職場環境へ～」というテーマで報告した。同じく優秀発

表賞を獲得した総合政策学部・寶多ゼミの学生チームは「日本版

所得連動型奨学金返還制度の構築―オーストラリアの制度を参考

に―」とのテーマで報告した。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 次年度も、学生の研究に対するモチベーションの向上に資するよ

う経済的に支援すべく、総合政策プロジェクト研究学生活動支援

費の有効な活用を継続する。 
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３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2017 年度のみならず、当面は新カリキュラムの完成年度に向け

て、新しく立ち上がった３コース制や新カリキュラムが上手く機

能しているのか、その成果が実際に上がっているのかどうか、毎

年度検証して現場にフィードバックする体制を強化する必要があ

る。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 完成年度に向けて、3 コース制や新カリキュラムの機能や成果を

検証するために、学部評価委員会や教務関係者を中心に会合を開

く、あるいは学部懇談会で取り上げるなどにより問題点や課題の

洗い出しとそれらへの対応を具体化していく必要がある。 

 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2017 年度入試において、入学定員が 275 名に削減されたにも拘

わらず、推薦入試による受入者数がそれほど変化しておらず、結

果的に一般入試の受入者数を前年度までよりも絞ることとなっ

た。推薦入試による受入者数を従来通りの水準とするか、入学定

員が削減されたことに合わせて段階的にでも減らしていくべき

か、今後の入試状況を睨みながら検討してく必要がある。 

 

1-1-2 2017 年度入試の合否判定において、一般入試等の合格者歩留ま

り率をどう予測するかに関して、学部としては当初、歩留まりは

比較的高い水準であり他に流れる割合は少ないと見ていたが、

種々の見解により、当初予測よりも歩留まり率を低く設定したと

ころ、結果は当初の予測通りとなり、最終的に定員を超過するこ

ととなった。歩留まりが良くなった背景として、本学部を第一希

望として志願する受験生が増加したことが考えられる。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 推薦入試の受入者数については、カトリック高校推薦入試の新し

い制度の導入が全学的に検討されるなど、さらに今後も全学的レ

ベルでの制度改革が予定されており、それに即した形で受入者数

の調整を行った。今後も、制度改革の進み具合や入試状況を睨み
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ながら推薦入試による受け入れ人数について検討していく必要が

ある。 

1-2-2 2018 年度入試の合格者歩留まりの予測は、合否判定委員を中心

に慎重に検討・予測が行われ、大学院の設置審との絡みもあり、

全学的に歩留まりを高く設定して合格者数を絞る方針で合否判定

に臨んだ。その結果、今年度は、前年度より導入された第２次追

加合格による合格者を出したにも拘わらず、定員を若干下回る結

果となった。しかしながら、前年度に僅かに定員を超過している

など、過去４年間の定員超過率で見るならば、ほぼ既定の数値内

に収まっている。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1  本学部では、学部入試検討委員会を組織して入試関連の課題に

ついてその都度会合を開いて協議し、種々の審議事項に関する原

案の検討・作成を行ってきた。2017 年度内に開催された入試検

討委員会は 5回に上る。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 推薦入試指定校について、過去 3 年間志願者の無かった高校や入

学後の成績不振が顕著な高校の 1 校について指定の取り消しを行

い、志願者の無い状況が１−２回、あるいは入学後の成績不振が

伺える高校 6 校について警告文を送付した。また、前年度から、

偏差値により A 群（目安偏差値 67 以上、評定平均値 3.0 以上）

と B 群（目安偏差値 53〜66、評定平均値 3.7 以上）の 2 群に新

たに C 群（目安偏差値 52 未満、評定平均値 4.0 以上）を追加す

ることで、高校の学力水準に、より見合った推薦基準を設定する

ことができるようになった。3 群の区分により、5 校を B 群から

C群に変更した。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 推薦入試について、カトリック高校推薦入試の新制度導入など全

学的な制度改革が進んでいる中、受け入れ人数について従来通り

の水準を維持するのか、あるいは絞っていくのか等に関して学

部・学科の方針を検討していく必要がある。 
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3-1-2 留学生の受け入れについて、従来の総合政策学部に特化した後援

会留学生制度だけでなく、全学的な AO 入試制度も立ち上がっ

た。本学部独自の日本語教育カリキュラムを十分に活かした形

で、新たな制度による留学生の受け入れについても、より質の高

い学生を確保できるよう工夫・配慮する必要がある。 

入試課、国際

センター 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 キャンパス移転により、学生定員が 330 名から 275 名に減少して

おり、かつ偏差値レベルなどの格付けにおいても上位を目指す観

点などからも、推薦入試による受け入れ人数について、一般入試

による受入者数とのバランスを考慮しながら判断していく必要が

ある。 

 

3-2-2 より質の高い、基礎学力の優れた留学生を確保すべく、AO 入試

における書類審査では、より慎重で厳正なる合否判定を心がける

必要がある。 

国際センタ

ー 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2017年度理工学部（情報理工学部）自己点検・評価報告書 

 

理工学部長 沢田 篤史 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学部の組織変更に関する構想をより具体化する必要がある．  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2015 年度における学部改組に関する検討結果にその後の社会情

勢の変化を考慮しながら，改組についてより具体的な検討を行う

ために 2017 年 10 月より，学部内に将来構想検討ワーキンググル

ープを設置した．  

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学部の外部評価委員会を年 2 回開催し，学部の理念・目的の適切

性について外部の視点から継続的に意見を聴取している． 

 

1-3-2 本学部卒業生の主な就職先は，中部地区を中心とした情報通信・

ソフトウェア関連企業，サービス業，製造業などとなっており，

学部における人材育成方針におおむね適合した職に就くことがで

きている． 

 

1-3-3 本学部の 2019 年 3 月卒業見込生を対象に行った企業説明会に参

加した企業に対して，理工学部の教育目標・技術教育に関して意

見を聴取するアンケートを実施した． 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 本学部で輩出する人材の就職先として想定される，情報通信・ソ

フトウェア関連企業，サービス業，製造業への求職者について

は，ほぼ全員，就職することができた．これは，本学部の目的・

理念が受け入れ先の企業に理解され，かつ，目的・理念に沿った

卒業生を輩出できていることを示している．（根拠資料：2017 年

度学部別進路状況，2017 年度理工学部・理工学研究科就職先リ

スト（キャリア支援室）） 
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2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 学部改組についての具体的な構想を明確にし，改組に向けた手続

きを開始する必要がある． 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学部内の将来構想 WG の検討結果については 2018 年度の早い時期

に学部教授会に報告される予定である．検討結果を取りまとめ、

大学執行部と具体的な改組手続きについて協議を行う． 

大学執行部 

大学協議会 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

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

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 研究業績が十分にあげられない教員に対する個別の働きかけの結

果が，論文等の業績につながったことを確認する必要がある． 

 

1-1-2 競争的研究資金・学外共同研究に関する実績や実施意欲の強さ

を，個人研究費の配分に反映する仕組みについて具体化する必要

がある． 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 研究業績システムに 2017 年度の業績として登録された内容から

は，当該教員の業績数は必ずしも増加していない．この点で，ま

だ論文等の業績につながったことは確認できていない． 

 

1-2-2 従来通り，個人研究費（学部共通分）は対外的な研究発表などで

出張する教員に優先的に配分するよう運用したが，これまでの働

きかけにより，科研費などの競争的資金への申請は，ほぼ全教員

が行う状況となったことから，実質的には，研究実施に対して意

欲があり，その成果を発表する教員に優先的に配分する結果とな

った． 
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3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学部主催の FD・自己点検報告会を 1回開催した．  

1-3-2 学部主催の FD講演会を 1回開催した．  

1-3-3 複数の教員が分担する科目については前年度に引き続き，教員間

の連絡会を定期的に実施し，講義内容や評価方法の統一，課題の

解決を行っている． 

 

1-3-4 前年度に引き続き，科研費の研究計画調書の作成にあたり他の教

員によるレビューを一部教員間で実施した． 

 

1-3-5 機械電子制御工学科にデータベース理論，情報セキュリティ担当

の教授を 2017年 9月 1日付で任用した． 

 

1-3-6 ソフトウェア工学科に enPiT-Pro 担当の准教授（特別任用）を

2018年 3月 1日付で任用した． 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 教員の任用・昇格においては，本学部独自の任用・昇格基準の内

規に基づいた業績評価を行っている（根拠資料：理工学部におけ

る教員評価の基準と実施体制に係る内規） 

 

2-1-2 教育能力については教育業績表彰制度を設け，2017 年度第 3 回

学部教授会（2017 年 6 月 6 日開催）においては新カリキュラム

設計に貢献のあった 4 名の教員を表彰した．（根拠資料：2017 年

度第 2回理工学部教授会記録） 

 

2-1-3 FD・自己点検報告会における教員間の議論や情報交換が教育内容

の改善に役立てられている（根拠資料：2017 年度理工学部 FD 活

動報告（2018年度第 1回理工学部教授会 報告資料）） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 研究業績が十分にあげられない教員に対する個別の働きかけを，

具体的な研究業績につなげられるよう強化する必要がある． 
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2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 対象の教員については引き続き面談を行い，研究業績につなげる

までの具体的な計画を明確にさせるなどのより踏み込んだ働きか

けを行う． 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 クォーター制を機に行ったカリキュラム改定が本学部の教育にも

たらす効果や問題点について明らかにする必要がある． 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2017 年 10 月に学部将来構想ワーキンググループを設置構成する

ことで，新カリキュラムの効果や問題点の分析を行い，改組に向

けた検討を行う体制を整備した． 

2017 年度 FD・自己点検報告会において，「学生による授業評価」

の理工学部向け設問に対する回答結果の分析結果を共有し，授業

改善への利用に向けた議論を行った． 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学士の授与は南山大学学位規程に基づいて行われる．卒業研究を

履修する学生は，中間発表と最終発表の２回発表を行い，卒業論

文と所定のページ数の卒業論文要旨を提出しなくてはならない．

発表に際しては，指導教員を含む３名の教員が，所定の卒業論文

評価表に基づいて評価を行う．卒業研究の単位を修得した学生の

卒業論文要旨は web で公開する．（根拠資料：「卒業研究に関する

お知らせ（2017 年度）」（2017 年度第 11 回理工学部教授会報告事

項資料）） 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策 ※ 
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(もしあれば) 

2-2-1 該当なし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし  

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 文部科学省の「成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成

（enPiT）」事業に，組込みシステム分野の社会人学び直し教育プ

ログラム（enPiT-Pro）の整備を行う趣旨の内容で採択された

（拠点校：名古屋大学） 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 情報技術専修コースの科目おいては，JABEE 審査基準にしたがっ

た明確な教育目標を設定しており，それに基づく適切な教育内容

を提供していることが学生に示されている．（根拠資料：JABEE

関連科目のシラバス） 

 

2-1-2 情報技術専修コース以外の科目においても，JABEE 関連科目に準

じた教育が行われている．（根拠資料：理工学部各科目のシラバ
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ス） 

2-1-3 米国 Purdue 大学 Northwest 校を受入先とした短期留学プログラ

ムを 2017 年 9 月上旬に，単位認定のできる科目として実施した．

（根拠資料：2017年度シラバス「理工学海外研修」） 

国際センター 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 米国 Purdue 大学 Northwest 校を受入先とした短期留学プログラ

ムは先方の方針転換により中止となったことから，プログラムを

継続的に実施できるようにする必要がある． 

 

3-1-2 enPiT-Pro プログラムにおける社会人学び直し課程については，

2019 年度から履修証明プログラムとして実施することができる

よう，大学全体の規程整備を行う必要がある． 

大学執行部 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2018 年度の春休み期間（2019 年 2～3 月）に短期留学プログラム

が実施できるよう，大学執行部と相談しつつ，理工学部が中心と

なって，受入先の選定，先方との交渉等を進める． 

国際センタ

ー 

3-2-2 大学執行部と協議を進め，2018 年度中に履修証明プログラムの

制度化を実現できるようにする． 

大学執行部 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 「学生による授業評価」の質問項目に追加した理工学部独自の項

目によって，理工学部の授業改善にとって有効な情報が取得でき

るか，またその情報をどのように授業改善に活用すべきか明らか

にする必要がある． 
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2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2018 年 3 月に行った FD・自己点検報告会において，学部 FD 委員

より理工学部独自の質問項目と，全学共通の質問項目との統計上

の差異を分析した結果が示された．結果として，授業アンケート

の理工学部独自の設問は，従来の設問とは独立の情報を引き出し

ており，回答を組み合わせることで授業への参加や理解度の目安

となること，などが共有できた． 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 FD・自己点検報告会を 1 回開催し，「学生による授業評価」理工

学部独自の項目に対する回答の分析結果を共有するとともに，日

本大学工学部情報工学科の教育事例について共有した． 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 FD・自己点検報告会における教員間の議論や情報交換が，教育内

容の改善に役立てられている（根拠資料：2017 年度理工学部 FD

活動報告） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし  

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 
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1-1-1 3 年生向け「PBL 実践演習」のシラバスや教材の効果や問題点を

明らかにする必要がある． 

 

1-1-2 1 年生向け「基礎演習」の内容見直しの効果や問題点を明らかに

する必要がある． 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 ソフトウェア工学科の PBL 実践演習については，enPiT2 の実践

教育内容に基づいた教材を用い，一部の学生を対象とした試行教

育を行った．効果と問題点について検討し，教材の一部改訂も行

った． 

 

1-2-2 1 年生向け「基礎演習」については担当教員の間で効果と問題点

について検討が行われているが，学部全体としての議論には至っ

ていない． 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 教育目標に基づいた教育の成果が上がっていることが JABEE によ

り認証されている．  

情報技術専修コース以外についても，JABEE 認証評価を受審する

ことを前提として教育を実施しており，同様の効果が上がってい

るものと類推できる．（根拠資料：情報技術専修コース関連科目

シラバス） 

 

2-1-2 情報技術専修コース登録者は前年度に引き続き増加傾向にある．

（根拠資料：理工学部情報技術専修コース登録者統計） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

2-2-2- 情報技術専修コースのメリットを引き続き理工学部から学生に周

知する． 
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３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし  

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 高校生に対する理工系学部としての認知度が依然低い．特に機械

電子制御工学科においては，志願者数が伸び悩んでおり，学部と

して積極的な広報を行う必要がある． 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2 回（7 月，11 月）の高校訪問やパンフレットの作成を通じ，学

部のアピールを行った．高校訪問においては，これまで訪問実績

のなかった高等学校を対象に加え広報を行った． 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 前年度に引き続き，学部 Web ページの整備を行い，受験生にアピ

ールする内容を各教員の研究室単位で発信するよう推奨してい

る． 

 

1-3-2 要請のあった高等学校へは積極的に教員を派遣して模擬授業等を

行っている． 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 一般入試（A，B 方式），全学統一入試（個別，センター併用）に

おける学部への志願者を合計で前年比 163 名（10.8%）増加させ

ることができた． 
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2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 入試課，大学執行部の協力を仰ぎながら，広報の機会をさらに積

極的に利用して学部の情報を発信することで，一般入試および全

学統一入試の志願者増を目指す．教員による高校訪問を継続し，

推薦入試の志願者増を目指す． 

大学執行部 

入試課 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 高校生に対する理工系学部としての認知度が依然低いままであ

る． 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学部将来構想 WG での検討結果を踏まえた学部の将来像を明確に

し，広報チャネルや高校訪問などの機会を通じてアピールする． 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2017年度システム数理学科（情報システム数理学科）自己点検・評価報告書 

 

システム数理学科長 三浦 英俊 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学部主催の外部評価委員会を年 2 回開催し，学科の理念・目的の

適切性について外部の視点から継続的に意見を聴取している． 

 

1-3-2 本学部卒業生の主な就職先は，中部地区を中心とした情報通信・

ソフトウェア関連企業における統計や OR を必要とする職種であ

り，学科における人材育成方針におおむね適合した職に就くこと

ができている． 

 

1-3-3 本学部の 2019 年 3 月卒業見込生を対象に行った企業説明会に参

加した企業に対して，理工学部の教育目標・技術教育に関して意

見を聴取するアンケートを実施した． 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 本学部で輩出する人材の就職先として想定される，情報通信・ソ

フトウェア関連企業，サービス業，製造業への求職者について

は，ほぼ全員，就職することができた．これは，本学部の目的・

理念が受け入れ先の企業に理解され，かつ，目的・理念に沿った

卒業生を輩出できていることを示している．（根拠資料：2017 年

度学部別進路状況，2017 年度理工学部・理工学研究科就職先リ

スト（キャリア支援室）） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 
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2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 学部改組についての構想を具体化するにあたり，新しい学部構成

においてシステム数理学科が目指すべき理念と目的について，再

構成する必要がある． 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学部内の将来構想 WGの検討結果のなかで検討を進める．  

 

 

≪教員・教員組織≫ 

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

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 複数の教員が分担する科目については前年度に引き続き，教員間

の連絡会を定期的に実施し，講義内容や評価方法の統一，課題の

解決を行っている． 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 FD・自己点検報告会における教員間の議論や情報交換が教育内容

の改善に役立てられている（根拠資料：2017 年度理工学部 FD 活

動報告（2018 年度第 1 回理工学部教授会 報告資料））FD・自己

点検報告会における教員間の議論や情報交換が教育内容の改善に

役立てられている（根拠資料：2017 年度理工学部 FD 活動報告

（2018年度第 1回理工学部教授会 報告資料）） 
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2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし  

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 卒業研究の発表会の日に学部の外部評価委員会を開催し，卒業研

究の発表を見ていただいたうえで，意見交換を行っている． 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 学部の外部評価委員会の先生からは，卒業研究の発表について好

評を得た． 
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2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし  

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 情報技術専修コースの科目おいては，JABEE 審査基準にしたがっ

た明確な教育目標を設定しており，それに基づく適切な教育内容

を提供していることが学生に示されている．（根拠資料：JABEE

関連科目のシラバス） 

 

2-1-2 情報技術専修コース以外の科目においても，JABEE 関連科目に準

じた教育が行われている．（根拠資料：理工学部各科目のシラバ

ス） 

 

2-1-3 米国 Purdue 大学 Northwest 校を受入先とした短期留学プログラ 国際センター 
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ムを 2017 年 9 月上旬に，単位認定のできる科目として実施し

た． 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 米国 Purdue 大学 Northwest 校を受入先とした短期留学プログラ

ムは先方の方針転換により中止となったことから，プログラムを

継続的に実施できるようにする必要がある． 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2018 年度の春休み期間（2019 年 2～3 月）に短期留学プログラム

が実施できるよう，受入先の選定，先方との交渉等を進める． 

国際センタ

ー 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 FD 報告会を 1 回開催し，学部および学科の科目の内容について

情報共有と議論をした． 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 
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2-1-1 FD 報告会における教員間の議論や情報交換が，効果的授業実施

方法の共有につながり，教育内容の改善に役立てられている． 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし  

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2017 年度からのクォータ制導入を機に，2 年次 3Q でシステム数

理実習として，OR と統計学に特化したプログラミングとそのプ

ログラムを使ったデータ解析への応用の教育を行っている． 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 教育目標に基づいた教育の成果が上がっていることが JABEE によ

り認証されている．  
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情報技術専修コース以外についても，JABEE 認証評価を受審する

ことを前提として教育を実施しており，同様の効果が上がってい

るものと類推できる．（根拠資料：情報技術専修コース関連科目

シラバス） 

2-1-2 機械学習，人工知能といった社会で注目されかつシステム数理学

科と関連の深い知識分野に関する学生の関心が高まっており，理

工学部 3 学科の連携した教育内容が効果的であることを示してい

る．  

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし  

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学部 Web ページと連携しつつ，学科の Web ページを解説し，学科

のねらいなど受験生にアピールする内容をわかりやすく記述して

いる． 
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1-3-2 要請のあった高等学校へは積極的に教員を派遣して模擬授業等を

行っている． 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当なし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 一般入試 B 方式の志願者数が他の入試種別に比べて多いとは言え

ない． 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 理工学部内で，入試改革について議論を進めたい．  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2017年度ソフトウェア工学科自己点検・評価報告書 

 

ソフトウェア工学科長 蜂巣 吉成 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学部の外部評価委員会を年 2 回開催し，学科の理念・目的の適切

性について外部の視点から継続的に意見を聴取している． 

 

1-3-2 本学科卒業生の主な就職先は，中部地区を中心とした情報通信・

ソフトウェア関連企業，製造業，サービス業などとなっており，

学科における人材育成方針におおむね適合した職に就くことがで

きている． 

 

1-3-3 本学部の 2019 年 3 月卒業見込生を対象に行った企業説明会に参

加した企業に対して，理工学部の教育目標・技術教育に関して意

見を聴取するアンケートを実施した． 

 

1-3-4 2015 年度における学部改組に関する検討結果にその後の社会情

勢の変化を考慮しながら，改組についてより具体的な検討を行う

ために 2017 年 10 月より，学部内に将来構想検討ワーキンググル

ープを設置した． 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 本学科で輩出する人材の就職先として想定される，情報通信・ソ

フトウェア関連企業，製造業，サービス業への求職者について

は，ほぼ全員，就職することができた．これは，本学科の目的・

理念が受け入れ先の企業に理解され，かつ，目的・理念に沿った

卒業生を輩出できていることを示している．（根拠資料：2017 年

度学部別進路状況，2017 年度理工学部・理工学研究科就職先リ

スト（キャリア支援室）） 
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2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 2018 年度は JABEE 中間審査なので，それに向けてこれまでの取

組みを自己点検・評価する． 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 学部改組におけるソフトウェア工学科の位置付け，理念・目的を

明確にする． 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学部内の将来構想 WGの報告を受けて，検討を行う．  

 

 

≪教員・教員組織≫ 

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

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 研究業績が十分にあげられない教員に対する個別の働きかけの結

果が，論文等の業績につながったことを確認する必要がある． 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 研究業績システムに 2017 年度の業績として登録された内容から

は，当該教員の業績数は必ずしも増加していない．この点で，ま

だ論文等の業績につながったことは確認できていない． 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学部主催の FD・自己点検報告会を 1回開催した．  

1-3-2 学部主催の FD講演会を 1回開催した．  

1-3-3 複数の教員が担当する科目については前年度に引き続き，教員間

の連絡会を定期的に実施し，講義内容や評価方法の統一，課題の

解決を行っている． 

 

1-3-4 前年度に引き続き，科研費の研究計画調書の作成にあたり他の教  
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員によるレビューを一部教員間で実施した． 

1-3-5 enPiT-Pro 担当の准教授（特別任用）を 2018 年 3 月 1 日付で任

用した． 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 教員の任用・昇格においては，本学部独自の任用・昇格基準の内

規に基づいた業績評価を行っている（根拠資料：理工学部におけ

る教員評価の基準と実施体制に係る内規） 

 

2-1-2 教育能力については教育業績表彰制度を設け，2017 年度第 3 回

学部教授会（2017 年 6 月 6 日開催）においては新カリキュラム

設計に貢献のあった 4 名の教員(ソフトウェア工学科教員 2 名)を

表彰した．（根拠資料：2017年度第 2回理工学部教授会記録） 

 

2-1-3 FD・自己点検報告会における教員間の議論や情報交換が教育内容

の改善に役立てられている（根拠資料：2017 年度理工学部 FD 活

動報告（2018年度第 1回理工学部教授会 報告資料）） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 研究業績が十分にあげられない教員に対する個別の働きかけを，

具体的な研究業績につなげられるよう強化する必要がある． 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2018 年度初めに対象教員に対して，学部長・学科長が面談を行

い，研究内容・計画の確認や研究遂行上の助言を行った．年間を

通じて，適宜，面談を行い，研究活動の確認を行う． 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 
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1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 「ソフトウェア工学特別講義」履修の前提条件(2 年次学科必修

科目 4単位以上)について検討した． 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当なし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 カリキュラムの趣旨にしたがい，科目履修の前提条件について見

直す． 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  
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2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 文部科学省の「成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成

（enPiT）」事業に，組込みシステム分野の社会人学び直し教育プ

ログラム（enPiT-Pro）の整備を行う趣旨の内容で採択された

（拠点校：名古屋大学） 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 情報技術専修コースの科目は，JABEE 審査基準にしたがった明確

な教育目標を設定しており，それに基づく適切な教育内容を提供

していることが学生に示されている．（根拠資料：JABEE 関連科

目のシラバス） 

 

2-1-2 情報技術専修コース以外の科目においても，JABEE 関連科目に準

じた教育が行われている．（根拠資料：理工学部各科目のシラバ

ス） 

 

2-1-3 米国 Purdue 大学 Northwest 校を受入先とした短期留学プログラ

ムを 2017 年 9 月上旬に，単位認定のできる科目「理工学海外研

修」として実施した(根拠資料: 2017年度履修要項，シラバス)  

国際センター 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 米国 Purdue 大学 Northwest 校を受入先とした短期留学プログラ

ムは先方の方針転換により中止となったことから，プログラムを

継続的に実施できるようにする必要がある． 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2018 年度の春休み期間（2019 年 2～3 月）に短期留学プログラム

が実施できるよう，受入先の選定，先方との交渉等を進める． 

国際センタ

ー 
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≪教育内容・方法・成果≫ 

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

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 FD・自己点検報告会を 1 回開催し，「学生による授業評価」理工

学部独自の項目に対する回答の分析結果を共有するとともに，他

大学の情報系学科の教育事例について共有した． 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 FD・自己点検報告会における教員間の議論や情報交換が，教育内

容の改善に役立てられている（根拠資料：2017 年度理工学部 FD

活動報告） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし  
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≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 3 年生向け「PBL 実践演習」のシラバスや教材の効果や問題点を

明らかにする必要がある． 

 

1-1-2 1 年生向け「基礎演習」の内容見直しの効果や問題点を明らかに

する必要がある． 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 PBL 実践演習について，enPiT2 の実践教育内容に基づいた教材

を用い，一部の学生を対象とした試行教育を行った．効果と問題

点について検討し，教材の一部改訂も行った． 

 

1-2-2 1 年生向け「基礎演習」については担当教員の間で効果と問題点

について検討が行われているが，学部・学科全体としての議論に

は至っていない． 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 教育目標に基づいた教育の成果が上がっていることが JABEE によ

り認証されている．  

情報技術専修コース以外についても，JABEE 認証評価を受審する

ことを前提として教育を実施しており，同様の効果が上がってい

るものと類推できる．（根拠資料：情報技術専修コース関連科目

シラバス） 

 

2-1-2 

 

2018 年度の情報技術専修コースへの登録者数は 50 名(学部全体

で 65 名)で，昨年度の 53 名(学部全体で 58 名)とほぼ同じ水準で

あった．(根拠資料: 2018年度第 1回理工学部教授会 報告資料) 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 情報技術専修コースのメリットを引き続き学生に周知する．  
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３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし  

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2018年度推薦入試の志願者数を増やす．  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 推薦入試の募集人員を見直し，志願者が 25 名と前年度(13 名)に

比べて倍増した． 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 前年度に引き続き，学部 Web ページの整備を行い，受験生にアピ

ールする内容を各教員の研究室単位で発信するよう推奨してい

る． 

 

1-3-2 要請のあった高等学校へは積極的に教員を派遣して模擬授業等を

行っている． 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 入試課，大学執行部の協力を仰ぎながら，広報の機会をさらに積 大学執行部 
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極的に利用して学部の情報を発信することで，一般入試および全

学統一入試の志願者増を目指す．教員による高校訪問を継続し，

推薦入試の志願者増を目指す． 

入試課 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2017年度，2018年度と入学者が定員より 10%以上多かった．  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 近年の出願傾向を踏まえた上で，入試の合否判定をより慎重に行

う． 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2017年度機械電子制御工学科（システム創成工学科）自己点検・評価報告書 

 

機械電子制御工学科長 大石 泰章 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学部の外部評価委員会を年 2 回開催し，学部の理念・目的の適切

性について外部の視点から継続的に意見を聴取している． 
 

1-3-2 本学部卒業生の主な就職先は，中部地区を中心とした情報通信・

ソフトウェア関連企業，サービス業，製造業などとなっており，

学部における人材育成方針におおむね適合した職に就くことがで

きている． 

 

1-3-3 本学部の 2019 年 3 月卒業見込生を対象に行った企業説明会に参

加した企業に対して，理工学部の教育目標・技術教育に関して意

見を聴取するアンケートを実施した． 

 

1-3-4 2015 年度における学部改組に関する検討結果にその後の社会情

勢の変化を考慮しながら，改組についてより具体的な検討を行う

ために 2017 年 10 月より，学部内に将来構想検討ワーキンググル

ープを設置した．なお，学部内部（教員・学生）に 3 つのポリシ

ーを具体化する取り組みを行っていることが，外部機関により認

定されている.（根拠資料：https://jabee.org/doc/13723.pdf, 

https://jabee.org/doc/16471.pdf） 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 本学部で輩出する人材の就職先として想定される，情報通信・ソ

フトウェア関連企業，サービス業，製造業への求職者について

は，ほぼ全員，就職することができた．これは，本学部の目的・

理念が受け入れ先の企業に理解され，かつ，目的・理念に沿った

卒業生を輩出できていることを示している．（根拠資料：2017 年
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度学部別進路状況，2017 年度理工学部・理工学研究科就職先リ

スト（キャリア支援室）） 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 学部改組に際して，機械電子制御工学科の位置づけを再考し，そ

の理念と目的を明確化する必要がある． 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学部内の将来構想 WGの報告を受けて検討を行う．  

 

 

≪教員・教員組織≫ 

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

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 近い将来に退職予定の教員がいるため後任人事が必要である．  

1-1-2 科研費への応募資格があるにも関わらず応募しなかった教員がい

る． 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2017 年 9 月 1 日付で，データベース理論および情報セキュリテ

ィを専門とする教授を任用した． 

 

1-2-2 2017 年度は科研費の継続課題を持たない教員全員が科研費に応

募した． 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学部主催の FD・自己点検報告会を 1回開催した．  
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1-3-2 学部主催の FD講演会を 1回開催した．  

1-3-3 複数の教員が分担する科目については前年度に引き続き，教員間

の連絡会を定期的に実施し，講義内容や評価方法の統一，課題の

解決を行っている． 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 教員の任用・昇格においては，本学部独自の任用・昇格基準の内

規に基づいた業績評価を行っている（根拠資料：理工学部におけ

る教員評価の基準と実施体制に係る内規） 

 

2-1-2 教育能力については教育業績表彰制度を設け，2017 年度第 3 回

学部教授会（2017 年 6 月 6 日開催）においては新カリキュラム

設計に貢献のあった 4 名の教員を表彰した．（根拠資料：2017 年

度第 2回理工学部教授会記録） 

 

2-1-3 FD・自己点検報告会における教員間の議論や情報交換が教育内容

の改善に役立てられている（根拠資料：2017 年度理工学部 FD 活

動報告（2018年度第 1回理工学部教授会 報告資料）） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2019 年度末に退職する予定の教員がおり，後任人事を考える必

要がある． 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2018年度中に人事の方針を決める．  

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 
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1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2017 年 10 月に学部将来構想ワーキンググループを設置構成する

ことで，新カリキュラムの効果や問題点の分析を行い，改組に向

けた検討を行う体制を整備した． 

 

1-3-2 2017 年度 FD・自己点検報告会において，「学生による授業評価」

の理工学部向け設問に対する回答結果の分析結果を共有し，授業

改善への利用に向けた議論を行った． 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当なし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 クォータ制を機に行ったカリキュラム改定の効果や問題点につい

て検討する必要がある． 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学部改組と関連させて，学部将来構想ワーキンググループで議論

する． 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

１．現状の説明［箇条書き］ 
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1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 情報技術専修コースの科目おいては，JABEE 審査基準にしたがっ

た明確な教育目標を設定しており，それに基づく適切な教育内容

を提供していることが学生に示されている．（根拠資料：JABEE

関連科目のシラバス） 

 

1-3-2 情報技術専修コース以外の科目においても，JABEE 関連科目に準

じた教育が行われている．（根拠資料：理工学部各科目のシラバ

ス） 

 

1-3-3 米国 Purdue 大学 Northwest 校を受入先とした短期留学プログラ

ムを 2017 年 9 月上旬に，単位認定のできる科目として実施し

た． 

国際センター 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当なし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 米国 Purdue 大学 Northwest 校を受入先とした短期留学プログラ

ムは先方の方針転換により中止となったことから，プログラムを

継続的に実施できるようにする必要がある． 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 
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3-2-1 2018 年度の春休み期間（2019 年 2～3 月）に短期留学プログラム

が実施できるよう，受入先の選定，先方との交渉等を学部が主体

として進める． 

国際センター 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 FD・自己点検報告会を 1 回開催し，「学生による授業評価」理工

学部独自の項目に対する回答の分析結果を共有するとともに，他

大学の情報系学科の教育事例について共有した．（根拠資料，日 

時 ： 2018 年 3 月 10 日（土） 研究科委員会終了後，場 所 ： 

名古屋キャンパス S 棟 １Ｆ 会議室１，日本大学工学部におけ

る情報教育について） 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 FD・自己点検報告会における教員間の議論や情報交換が，教育内

容の改善に役立てられている（根拠資料：2017 年度理工学部 FD

活動報告） 

 

2-1-2 年度初めに実験を行う学部生，大学院生を対象に安全講習会を行

い，実験を安全に行うための注意点を指導している．（安全講習

会，日時：2017 年６月１４日(水) 13:30～14:30，場所：S47 教

室 ） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  
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３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 実験室が狭隘であり，安全のために改善が必要である．  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 大学整備計画の完了を待って，実験室拡充を要請する． 大学執行部 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 1 年生向け「基礎演習」の内容を改革し，実験を行うとともに，

そのレポートを書くことで技術的文章の書き方を習得させること

にした． 

 

1-3-2 1年生向け「理工学概論」の内容を改革し，学科の専門分野の説 

明を拡充した． 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 教育目標に基づいた教育の成果が上がっていることが JABEE によ

り認証されている．  

情報技術専修コース以外についても，JABEE 認証評価を受審する

ことを前提として教育を実施しており，同様の効果が上がってい

るものと類推できる．（根拠資料：情報技術専修コース関連科目

シラバス） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 
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2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 1年生向け「基礎演習」の内容改革の効果が明らかでない．  

3-1-2 1年生向け「理工学概論」の内容改革の効果が明らかでない．  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 授業アンケートなどを通して効果の把握や検討を学部を主体とし

て行う． 

 

3-2-2 授業アンケートなどを通して効果の把握や検討を学部を主体とし

て行う． 

 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学科の志願者数が伸び悩んでおり，積極的な広報を行う必要があ

る． 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 雑誌取材や模擬授業の依頼に積極的に応じるとともに，学科 web

ページを開設した． 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 前年度に引き続き，学部 Web ページの整備を行い，受験生にアピ

ールする内容を各教員の研究室単位で発信するよう推奨してい

る． 

 

1-3-2 要請のあった高等学校へは積極的に教員を派遣して模擬授業等を

行っている． 
 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を ※ 
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記述してください 

2-1-1 2018 年度入試は好調であり，十分な数の推薦入試志願者を確保

するとともに，一般入試でも満足できる結果が得られた． 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 引き続き学科の広報に努める．  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2017年度国際教養学部自己点検・評価報告書 

 

国際教養学部長 斎藤 衛 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学部設置初年度であり、学部の理念・目的の適切性を検証する作

業を行うに至っていない。 

 

1-3-2 構成員が学部の理念・目的について話し合う機会は、定期的に設

定した。例えば、第 2 回 FD 報告・意見交換会(7 月 5 日)のテー

マは、「国際教養学部をいかに説明するか」であった。このよう

な機会を通して、学部の理念・目的に関する構成員の理解を深

め、また、理念・目的をどのように具現化していくかを考える作

業は不断になされている。 

 

1-3-3 また、本学部は、グローバル・スタディーズを主たる軸とし、サ

ステイナビリティ・スタディーズを従たる軸としているが、第３

回 FD 報告・意見交換会(2 月 2 日)では、これらと各学問領域と

の具体的関係や他大学の国際教養プログラムと比較した場合の本

学部の特徴について、話し合いを行った。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 上述した FD 報告・意見交換会の議論などにより、学部構成員全

員が、学部の理念・目的について日常的に考えるようになってい

る。また、こうした議論の積み重ねが、理念・目的の検証に繋が

るものと考えている。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 本年度の理念・目的に関する話し合いは、学部が提供する教育プ

ログラムに重きを置いて行われたが、今後は、設置趣意書に定義
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されている「国際教養学」を各教員の研究がどのように具現化し

ているかについても、学部として理解を深める企画を考えたい。 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし。  

 

 

≪教員・教員組織≫ 

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

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 「国際教養学部における教員評価の基準と実施体制に係る内規」

を制定し、これに基づいて、年度末に教員評価を実施した。 

 

1-3-2 FD 報告・意見交換会(3 回)、教員相互授業参観(9 件)など、FD 活

動が活発に行われている。 

 

1-3-3 教員 23 名中、2017 年度の科研採択者は 8 名、2018 年度に向けて

新たに科研費の申請を行ったものは 7名であった。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 学部として教員の研究活動を重視することを繰り返し周知してお

り、構成員が活発に研究活動を行った。本年度の教員 23 名の業

績は、著書 7、学術論文 25、学会研究発表 33であった。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策 ※ 
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(もしあれば) 

2-2-1 教員間の研究面での協力体制をより強固にするために、各教員の

研究の意義について、学部全体で知識を共有できるようにした

い。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし。  

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 本年度は、設置届出書に記載された計画に沿って、英語を含む基

礎科目を中心とした 1 年次科目を開講した。教育課程の編成・実

施方針の適切性を検証するには至っていないが、科目担当者が定

期的にミーティングを行って、内容を改善しつつ授業を進めてい

る。例えば、英語科目では、全担当教員のミーティングをクォー

ター毎に、科目コーディネーターのミーティングを毎週行った。 

 

1-3-2 2018 年度に 2 年次生を対象として実施されるアリゾナ州立大学

短期留学プログラムについて、詳細を決定しつつ準備を進めた。

プログラムの編成・実施方針に変更はないが、学生に対する参加

アンケート実施の時期、プログラム参加のための科目履修要件な

どについて、来年度から改善しうる点が見出され、随時、学部運

営委員会において報告と確認がなされている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を ※ 
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記述してください 

2-1-1 特になし。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当なし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 交換留学予定者には、アリゾナ州立大学短期留学プログラムへの

参加を免除しているが、当該学生が早期に TOEFL を受験して、交

換留学の目処が立てられるように配慮する必要がある。ついて

は、1 年次後半に実施した短期留学プログラムの説明／参加アン

ケートの実施を早めるべきである。また、短期留学参加者が充分

な準備をするように、プログラム参加のための科目履修要件を正

式に定め、学生に周知することが望ましい。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 第 1 回参加アンケートを 1 年次第 2 クォーターに実施する。これ

に先立って、学部教授会にて参加のための科目履修要件を決定す

る。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 多くの基礎科目を 8 クラスに分割して、少人数教育を行うなど、

当初の計画通りに科目を開講している。また、日本語、英語、日

英語双方を使用言語とする科目を区別し、すべての科目でアクテ

ィブ・ラーニングを取り入れるなど、教育内容も方針に沿ったも

のとなっている。 

 

205



1-3-2 学外講師による学部講演会を 12 回開催して、学生と教員が、グ

ローバル・スタディーズ、サステイナビィティ・スタディーズに

ついて、さらに幅広い知識を得る機会を設けた。(うち 1 回は、

国際教養学部開設記念—南山エクステンション・カレッジ公開講

演会。) 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 学部広報準備のためのミーティング、FD 報告・意見交換会など

で、学部の教育課程と各科目の位置付けについて繰り返し確認し

ており、各教員が明確な目標を持って授業を行っている。例え

ば、2017 年度は、FD 報告・意見交換会を３回開催している (4

月 26 日、7 月 5 日、２月 2 日)が、第 2 回は学部の教育課程と各

科目群の内容、第 3 回は教育課程における各専門科目 (学問分

野)の位置付けと相互関係が主なテーマであった。 

 

2-1-2 上記学部主催講演会のうち 2 回は、2 年次生の短期留学先である

アリゾナ州立大学 School of Sustainability の教員を招聘した

ものである。学生にとっては、留学準備の一環としても有益だっ

たと考えている。(11 月 2 日 Christopher G. Boone 学部長 

“Frontiers of Sustainability Studies,” 1 月 19 日 Nicole 

Darnall教授 “Managing for Sustainability.”) 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 2018 年度の講演会では、3 年次フィールドワークの受入機関(ア

メリカ、インドネシア、ドイツ、イタリア、フィリピン)からで

きるだけ多くの講師を招聘して、学生の教育と教員の研究交流に

役立てたい。  

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし。  
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≪教育内容・方法・成果≫ 

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

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 教育成果を体系的に調査するに至っていないが、８クラスからな

る英語などの基礎科目担当者が、定期的にミーティングを行っ

て、受講者の学習状況について話し合い、授業の進め方の改善に

結びつけている。第 1 回 FD 報告・意見交換会(4 月 26 日)では、

各種基礎科目の代表担当者が、学生の学習状況報告を行い、全教

員が情報を共有した。 

 

1-3-2 e ポートフォリオを活用して、個々の学生の学習状況を把握する

ように努めている。関連教員による e ポートフォリオ検証会を行

い、改善に向けた話し合いを行っている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 基礎科目で特別な配慮を必要とする学生について、1 年次科目担

当者全員が情報を共有し、共に対策を考えることができている。

例えば、前述のように、英語科目では、各科目のコーディネータ

ーが授業内容について毎週ミーティングを行っているが、個々の

学生のニーズについても、個人情報保護に留意しつつ、教育上必

要な情報をまとめて学科長や他の基礎科目担当者と共有するよう

にしている。 

 

2-1-2 e ポートフォリオにより、一定程度ではあるが、教育の成果を把

握することができている。例えば、各クォーター毎に学生に対す

るアンケート調査を行っているが、アカデミック・スキルに関す

る自己評価の向上が認められ、また、自由記述の Word Cloud 化

により、学生の意識の変化も明確に見ることができる。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 e ポートフォリオの項目を見直し、より正確に教育成果を把握で  

207



きるようにする。 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 上述したように、教育成果の体系的な調査を行うに至っていな

い。  

 

3-1-2 学生全員が e ポートフォリオを活用しているわけではなく、ま

た、年度後半に利用が減少する傾向が見られた。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2018 年度に、学部自己点検・評価委員会を中心として、学部全

教員の報告・意見交換会も開催しつつ、１年次科目の成果を検証

する作業を行う。  

 

3-2-2 学部として、情報科目、英語科目などの必修科目担当者を通じ

て、学生に、改めて e ポートフォリオの積極的な活用を呼びかけ

る。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 1 年間の基礎科目履修を通して、英語力、文章力、プレゼンテー

ション能力に成果が表れていることが感じられ、e ポートフォリ

オや TOEFL の平均点からもこれが裏付けられる。TOEFL は 4 月に

全員、1 月にほぼ全員の学生が受験し、平均点が約 25 点向上し

た。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 アクティブ・ラーニングなどにより、学生の積極性を引き出す試  
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みは着実に成果をあげ、障がい者支援グループ「Iris」、タイ山

地少数民族支援グループ「ルンアルン・プロジェクト」などの学

生交流センター・コアグループの形成や第 6 回全国学生英語プレ

ゼンテーションコンテスト(12 月 9 日、神田外語グループ、読売

新聞社主催)への参加に結実している。Iris の活動は、1 月 16 日

の中日新聞で取り上げられたが、南山チャレンジプロジェクトに

も採択されており、本学 HP「学生生活」に詳しい内容が紹介さ

れている。ルンアルン・プロジェクトは、通常の活動に加え、13

名が 2 月 27 日〜3 月 6 日にタイで研修を行っている。(2018 年 1

月 17日学部教授会にて、研修計画を承認。) 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。   

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし。  

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学部初年度(2017 年度)は、150 名の定員に対して、154 名の入学

者を得ることができた。 

 

1-3-2 各種入学試験の趣旨に基づき、厳正に入学者の選抜を行なってい

る。特に国際教養学部特別選抜試験(AO 入試型、センター利用
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型)などの特色ある入試においては、アドミッションポリシーに

鑑みて、本学部の教育目標に適合した入学者の選抜に努めた。 

1-3-3 多くの教員が、学部の広報活動に積極的に取り組んでおり、オー

プンキャンパスなどの学内イベントに加え、学部説明会、特別授

業のための高校訪問が多数なされている。2017 年度の高校訪問

は、XX 件であった。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 自ら教養力を強化できる主体性、コミュニケーション能力、多様

な文化的背景をもつ人々と協働する力を備えた入学者を迎えるこ

とができた。このことは、１年次科目において、アクティブ・ラ

ーニングが極めて有効に活用できていること、また、上述したよ

うに、障がい者支援グループ「Iris」、タイ山地少数民族支援グ

ループ「ルンアルン・プロジェクト」などの学生交流センター・

コアグループが学部内に形成されたことにも見ることができる。 

 

2-1-2 高校訪問の効果はすで現れており、2018 年度入試の高校別志願

者数に見ることができる。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 学部設置初年度であり、入試体制の見直しは行っていないが、今

後、入学者の追跡調査を実施するなどして、検証を行う。 

 

2-2-2 新設学部であるため、入試種別の変更はできないが、推薦指定校

の見直し(追加)など、できる範囲で改革を進める。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2017年度 短期大学部 自己点検・評価報告書 

 

短期大学部長 中田晶子 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 非常勤講師を招いて実施する FD 会の資料として、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、短

大部英語科「3 つのポリシー」を配布し、確認・検証しているが、資

料の中で「3つのポリシー」以外は英語版を用意していない。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善されたか) ※ 

1-2-1 英語版を準備する予定であったが、2017 年に FD 会に参加した外国人

非常勤講師が FD 会初参加であったため、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。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 短大部では南山学園の建学の理念「キリスト教世界観に基づく学校教

育」ならびに教育モットー「人間の尊厳のために」に基づいて教育目

的・目標、３つのポリシーを定め、それらに従って教育を実施してい

る。 

 

1-3-2 ディプロマ・ポリシーを学習成果と定め、それに基づいて成績評価を

行っている。 

 

1-3-3 学習成果に基づく教育の充実・向上を目指して、学部内・学科内に設

けられた担当者グループやワーキンググループを中心にデータの分

析・検討を重ね、PDCAサイクルの実現を図っている。 

 

1-3-4 ・４月の教授会において日英版の「３つのポリシー」に加えて南山学

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・目標を配布し、専任教員全員で確認した。 

・６月に実施した非常勤講師を招いて開催する FD 会においても同じ

資料を配布し、参加者全員で確認した。 

 

1-3-5 ・４月に「ラーニング・コミュニティ III」の授業として神言神学院

においてイースター祝賀式を実施し、司祭がキリスト教におけるキリ

ストの死と復活の意義について語った。典礼を通して学生、教員がそ

れらを体感した。 

・12 月に「ラーニング・コミュニティ IV」の授業として神言神学院

においてクリスマス聖式を実施し、司祭がクリスマスの意義と南山学
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園の建学の理念について語った。典礼を通して学生、教員がそれらを

体感した。 

・短大部最後の学年であることから、「ラーニング・コミュニティ

IV」の最後の授業内に神言神学院における「感謝ミサ」を挙行した。

司祭が南山大学の教育モットー、短大部の理念・目的について語り、

学生・教員がこれまでに受けた恵みに感謝した。 

・短大部の教育や学生支援の改善を目的として、秋学期に全学生を対

象として実施した「短期大学部 学生アンケート」（以下「学生アンケ

ート」）で南山学園の建学の理念、教育モットー、短大部の理念・目

的の浸透度についてデータを得た。データは学部教員全員で共有し、

担当者が分析した結果を 2018 年１月に開催した第３回 FD 会において

共有した。 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 「学生アンケート」の結果を 2016 年度のものと比較すると、1 年次

の時よりも建学の理念、教育モットー、短大部の理念・目的の浸透度

が高く、2016 年度の 2 年生の結果よりも高くなっている。聖式を体

験する回数が増えたことの効果と思われる。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策(もし

あれば) 

※ 

2-2-1 少人数教育のメリットを活かして浸透度をさらに高め、体感させるよ

う努める。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 なし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 なし  

 

 

≪教員・教員組織≫ 

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

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

212



1-1-1 外部資金の申請をしている教員にいまだ偏りが見られる。  

1-1-2 2016年度に研究活動のなかった教員が数名見られる。  

1-1-3 FD会への非常勤講師出席者が固定している傾向が見られる。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善されたか) ※ 

1-2-1 ・大学の科研費全員申請の方針について学部長から複数回説明し、申

請を奨励した。教育・研究支援事務室が実施した講演会には約半数の

教員が、説明会には全員の教員が参加した。2016 年度より３名多い

８名（初申請者 2名を含む）が科研費申請を行った。 

・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、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実

施し、申請を奨励した。 

 

1-2-2 無任期専任教員全員が研究論文を公刊した。  

1-2-3 例年とは異なる日程で FD 会を開催し、初参加の非常勤講師の出席が

あった。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 ・学部全体（教員 12 名、有任期 AI 教員 1 名を含む）の研究業績数

は、著書１、論文 17（うち学会誌、国際学会議事録等４）、研究発表

31（うち国際学会 6）である。無任期の教員全員が研究論文を刊行し

た。 

・国内、国際とも学会発表が活発であり、今後の研究論文の公刊が期

待できる。 

 

1-3-2 ３年間研究業績の公刊がなかった教員は、皆無であった。  

1-3-3 ・科研費の新規の獲得はなかったが、2015 年度からの継続で基盤研

究(C)が２件あった。 

・パッヘ研究奨励金の獲得は、I-A-2が２件、II-Bが１件あった。 

・外部資金や奨励金を申請している教員の数が増加した。 

 

1-3-4 「短期大学部教授会規定」に基づき、19回の教授会を実施した。  

1-3-5 ・大学各種委員会の学部代表委員以外に、学部内・学科内の担当を決

め、効果的な学部運営、学生支援が実施できる体制を整えている。担

当の種類は 14 あり、有任期の AI 講師も含めて全員が役割を分担して

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。 

 

1-3-6 例年通り、「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、各教員が自己点検・評価と報告をす

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
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実施した。 

1-3-7 ・例年通り、学部独自の FD活動を活発に行った。 

・大学の FD 委員１名に学部長、学科長を加えた 3 名が学部 FD 活動を

リードしている。 

・学部構成員全員を対象とした定例 FD 会を３回（うち１回は非常勤

講師も参加しての実施）と学生と教員による FD 会を１回開催し、FD 

Newsを２回発行した。 

・例年同様 2017 年度の FD 会への教員参加率は 100％であった（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％、学生

との FD会 75％、第３回 FD会 75％であった。 

・第２回 FD会には、他学部所属教員の参加があった。 

・第２回 FD 会では、短大部閉学部行事の一環として刊行した「総括

報告書」の検討を FD活動として実施した。 

・同一科目担当の専任教員によるミーティングを定期的に実施し、

Web上での情報交換を行った。 

・授業科目改善のために、各ワーキンググループが自己点検・評価を

FD会の中で実施し、全員で情報共有をしている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 学部構成員の協力により短大部として初めて１年間の留学の取得が実

現し、移籍先の理解を得て 2018年度に半年間の延長も認められた。 

 

2-1-2 昨年度に引き続き、非常勤講師を招いて実施する FD 会では、当日の

出欠に関わらず全員からの意見を得るためのアンケートを実施した。

昨年度に引き続き、具体的な回答を得ることができた。当日の欠席者

には後日資料を配布した。 

 

2-1-3 第４回目となる「学生と教員による FD 会」を７月に実施した。「短大

部の教育内容が学生生活にどのように生かされているのか」のテ

ーマについて各グループで話し合い、その内容を全体で共有した。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策(もし

あれば) 

※ 

2-2-3 2018 年度の短大部は 4 名の教員と残留生のみとなるが、「学生と教員

による FD会」は何等かの形式で継続したい。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2017 年度は、公表された学部別科研費の申請率の母数に再任用中の  
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教員数が含まれていたが、短大部では再任用中の教員には申請を奨励

していなかった。 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 短大部所属教員の半数が再任用中の教員となるため、「再任用中の教

員も含めた外部資金の全員申請」が執行部の方針である場合には、再

任用中の教員にも申請を積極的に奨励する。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2017 年度は最後の学年が在籍する年度となることから、将来に向け

た改善ではなく、当該年度内での改善の必要がある。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善されたか) ※ 

1-2-1 ・「学生との FD 会」で、短大部の教育の学生生活への反映をテーマに

話し合い、その結果についての意見交換を教員間で行った。 

・毎回の学科会議において、欠席の多い学生等問題のある学生につい

ての情報共有を実施し、学生に対して早期の指導を心掛けた。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 ・例年どおり、５月に実施した学部長表彰式後の懇談会において被表

彰者の学生達より、特に教育課程の編成・実施方法の適切性について

意見聴取した。 

・2014 年度より「学生アンケ－ト」を作成・実施して教育目標、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

有している。アンケートの質問項目の適切性について検討し、２年次

生のみの在籍状況に合わせて一部を変更した上で実施した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 2017 年 12 月 15 日実施の「学生アンケート」において「教育モット

ー」の浸透度を尋ねており、62.1％の学生が肯定的に答えている。過

去２年の 2年次生の数値に比して増加がみられる。 

教育モットーの浸透度については、2014 年度より毎年度末に全学生
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を対象として短大部独自に実施している「学生アンケート」の設問

12（授業や行事によって教育モットーが伝わってきたかを問うもの）

への回答が、2015 年度比＋14.3％、2016 年度比＋1.6％の 62.1％と

なり、前年度に引き続き増加傾向にある。学生の自己評価としては、

「教育モットー」の浸透度が高くなっている。 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策(もし

あれば) 

※ 

2-2-1 少人数教育のメリットを活かし、宗教性の涵養を意識して教育を続け

る。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2017 年度は最後の学年が在籍する年度となることから、将来に向け

た改善ではなく、当該年度内での改善の必要がある。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2017 年度は、最後の学年が在籍する年度であることを日々意識する

よう役職者を中心に学部・学科に注意喚起し、問題がある場合には速

やかに学部・学科内で情報共有し、短期間での改善実施をはかった。

2018 年度についても最終年度となる可能性を常に意識し、同様の方

針で臨む。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2017 年度には短大部の学生が２年生のみとなり、これまで短大部の

教育、学生指導において重要な役割を果たしてきた両学年の交流によ

る学びが不可能となる。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善されたか) ※ 

1-2-1 下級生が存在しないという問題には対応できなかったが、下のような

工夫により、上級生にあたる学生達との交流を実施した。 

・授業においては、「ラーニング・コミュニティ」のキャリアプラン

ニングをテーマとした時間に南山大学に進学した卒業生を招き、話を

聞いた。 

 

216



・ベタニアの主催により卒業生である大学生との交流会を行った

（「ラーニング・コミュニティ」の授業で行っていた「Tell Me 
Sempai」のベタニア版と言える)。 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 短大部では、建学の理念や教育目標に基づく学習成果を定め、２年間

で達成可能な具体的な能力としてディプロマ・ポリシーに示されてい

る以下の５つの要素を学科における学習成果として定め、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。 

短大部の学習成果 

１．キリスト教精神について理解していること。 

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。 

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。 

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。 

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。 

 

1-3-2 上記学習成果１に対して、キリスト教精神の理解のためのイースター

聖式とクリスマス聖式を「ラーニング・コミュニティ」の授業として

開催している。 

 

1-3-3 上記学習成果２に対して、南山大学所属の女性教員やキャリア支援室

の女性職員および南山短期大学・短大部 OG を招いてのキャリア講演

会を開催している。 

 

1-3-4 上記学習成果３に対して、英語必修科目群において、suggested 

course description（カリキュラムに照らして各科目が扱う内容をガ

イドラインとして示したもの）とそれに基づき各科目を受講した学生

が獲得する能力を定めた Can Do List を策定し、各科目のカリキュラ

ム上の位置づけを明確にするとともに、各教員に周知している。 

 

1-3-5 ・上記学習成果３に対して、英語必修科目群においては習熟度別にク

ラス編成し、本学の教育内容とクラスの習熟度に合致した推奨テキス

トのリストを作成し、担当教員へ周知している。 

・2015 年度より、全学生を対象とした English Speech Contest を年

に一度開催し、その結果をラーニング・コミュニティでも公表してい

る。 

 

1-3-6 上記学習成果４に対して、その前提となる日本語力育成のため、１年

次必修科目である「日本語表現」と「日本文化」でそれぞれ論理的な

説明手法と日本文化を学び、体系的なリサ－チ力・説明力の育成を図

っている。 

「ラーニング・コミュニティ II」内で南山大学を調査・研究対象と

した PBL 型のプロジェクト（Nanzan Discovery Project）において、
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獲得した説明力を発揮する場を設けている。 

1-3-7 上記学習成果５に対して、科目を問わず異文化理解を促す機会を提供

するとともに、多様な文化を有する複数の外国人教員が短大部で科目

を担当している。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 イースター（2017 年 4 月 21 日実施）とクリスマス（2017 年 12 月 22

日実施）の聖式に加えて、短大部最後の学年の学びを締めくくる「感

謝ミサ」を「ラーニング・コミュニティ IV」の最終授業内（2018 年

1 月 26 日実施）に神言神学院大聖堂にて挙行した。「感謝ミサ」は、

これまで授業内で実施してきた聖式とは異なり、聖体拝領を含む正式

のミサである。半世紀にわたり短大部が受けた恵みとその最後の 2 年

間に各自が得た学びに対して感謝する正式のミサを経験することによ

り、キリスト教精神のより深い体感が可能となった。このミサを挙行

する意義については、ミサ開始前に配布された「ミサの栞」に記され

ており、司祭講話においてより詳しく語られた。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策(もし

あれば) 

※ 

2-2-1 授業としての聖式実施の機会がないため、なし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2018 年度には少数の学生が在籍するのみとなり、これまで短大部の

教育、学生指導において重要な役割を果たしてきた学生同士の学びが

難しくなる。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 予想されるデメリットについて関係者が早い段階で検討し、対策を考

える。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

に結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

218



1-1-1 コアリンク・リポートへの投稿を、その意義とともに周知を図ったも

のの、依然として多寡が見られる。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善されたか) ※ 

1-2-1 コアリンク・リポートへの投稿について、年度の初めと各学期の終わ

りに加えて、頻繁にコア・トレーニングワーキンググループのリーダ

ーが現状の周知をはかり、依頼したが、依然として多寡は見られる。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 各教育（学習）成果の測定を担当するワーキンググループが FD 会で

実績を報告している。 

 

1-3-2 「ラ－ニング・コミュニティ」内で毎学期末に全学生に教育（学習）

成果の獲得状況に対する自己評価アンケートを実施している。評価の

観点としては、「ラーニング・コミュニティ I・II・III・IV」が育成

をめざしている３つの能力「自律して行動する力」「多言語・多文化

の中で交流する力」「相互作用的に道具を活用する力」がどれだけ身

についたかを１能力につき３つの評価項目について５段階の自己評価

を行うものである。評価作業を通じて「ラーニング・コミュニティ」

の授業目標や短大部カリキュラムにおける当該科目の機能について学

生の理解が深まる効果もある。 

 

1-3-3 英語必修科目群については、Web 上で同一クラスを担当する教員が自

身の授業内容とクラスの状況について意見交換する仕組み（コアリン

ク・リポート）を運用している。 

 

1-3-4 学生の教育（学習）成果の獲得状況を踏まえ、カリキュラム検討ワー

キンググループ内で英語必修科目群の１年次生に対する CAN DO List

を作成し、教育上の参考資料として担当教員に周知している。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 CAN DO List の内容を英語必修科目の全クラスのシラバスに盛り込む

ことが課題であった。シラバスの記載状況を確認し、必要に応じて依

頼を続けたところ、該当する７科目（開講クラス数 85）のシラバス

のうち４クラスを除いた 81 クラスのシラバスにおいて CAN DO List

の内容の記載があった（記載率 95％）。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策(もし

あれば) 

※ 
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2-2-1 英語必修科目の開講状況が大きく変化するため、一律の記載は困難と

なるが、可能な範囲で記載する。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2018 年度は、開講科目数を少なくするためにコア・カリキュラムに

おいて読み替えが実施され、授業形態が変化する。コアリンク・リポ

ートへの投稿は必要なくなるが、科目間のつながりをどのように確保

するかが課題となる。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 短期大学部の科目を多数担当する短期大学部所属の教員を中心に、学

科会議や教授会でそれぞれが担当する授業内容や学生の学習状況等に

ついて情報共有を積極的に実施する。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D. 教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 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。「学生アンケ－ト」の結果の積極

的な活用について、特に学習成果の測定を担当する各ワーキンググル

ープで検討し FD 会で情報の共有を図ったものの、その内容には精粗

がみられた。 

 

1-1-2 「学生アンケート」の結果では、学習成果１（キリスト教精神の理

解）が両学年とも前年度より減少した。建学の理念や教育モットー、

クリスマス精神に対する理解は向上しているが、各学生の日常生活に

おける意義を理解するには至っていない。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善されたか) ※ 

1-2-1 短大部が独自に作成している『自己点検・評価報告書』2015 年度版

発行の際に教員に該当箇所を確認し、2016 年度の自己点検・活動に

より積極的に活用するよう依頼した。活用には依然精粗があるもの

の、改善も見られた。 

 

1-1-2 各学生の日常生活とキリスト教精神の関連をより意識させることを一

つの目標として授業や行事を実施した結果、学生アンケートの結果は

2016年度比で微増した。 
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3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 教育目標によった成果が上がっているかどうかについては、「学生ア

ンケート」を実施し、教育モットーの浸透度や学習成果の向上を問う

質問を設け、その結果を短大部生の現状の把握と短大部の改善に生か

す資料としている。 

 

1-3-2 教育モットーの浸透度については、２年生の 62.1%（2016 年度

60.5%）が、授業や行事などを通して教育モットーが十分に伝わって

きた、または少しは伝わってきたと回答している。   

 

1-3-3 

 

学習成果１（キリスト教精神の理解）については 62.1%（2016 年度

58.8%）の学生が「キリスト教学」を通して日常生活を振り返る機会

が増えたと回答している。 

 

1-3-4 学習成果２（女性としての広い社会的視野）については、79.1%(2016

年度 80.7％)が、十分に身についた、またはいくらかは身についたと

回答している。 

 

1-3-5 学習成果３（英語４技能の獲得）については、74.4％(2016 年度

82.3％)の学生が、十分に身についた、またはいくらかは身についた

と回答している。前年度比で低めの数値であるが、１年次の 53.1％

からは伸びている。 

 

1-3-6 学習成果４（日本文化の知識と説明）については、59.7%(2016 年度

67.2%)の学生が、十分に身についた、またはいくらかは身についたと

回答している。2015 年度の 55.7％よりは多少良いが、前年度比で低

めの数値であり、１年次の 56％からの伸びも小さい。 

 

1-3-7 学習成果５（異文化理解）については、84.5%（2016 年度 87.4%）の

学生が、十分に身についた、またはいくらかは身についたと回答して

いる。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 教育モットーの浸透度については、2014 年度より毎年度末に全学生

を対象として短大部独自に実施している「学生アンケート」の設問

12（授業や行事によって教育モットーが伝わってきたかを問うもの）

への回答が、2015 年度比＋14.3％、2016 年度比＋1.6％の 62.1％と

なり、前年度に引き続き増加傾向にある。学生の自己評価としては、

「教育モットー」の浸透度が高くなっている。 

 

2-1-2 学習成果１（キリスト教精神の理解）については、同「学生アンケー

ト」設問 11（必修科目「キリスト教学」の授業が自らの日常生活を

振り返る契機となったかを問うもの）への肯定的回答が 2016 年度比

＋3.2％の 62.0％となり、前年度より微増している。学生の自己評価

としては、キリスト教精神の理解がわずかではあるが高くなってい

る。（2017年度は 12月 15日に実施） 
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2-1-3 Nantan Girls’Project の活動は、学習成果の中でも特に女性として

の広い社会的視野・異文化理解における成果といえる。2017 年度も

「Because I am a Girl プロジェクト」（主催：（公財）プラン・イン

ターナショナル・ジャパン）への協力として、有志による書き損じは

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た。この活動

により、南山大学同窓会より表彰対象に選ばれた。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策(もし

あれば) 

※ 

2-2-3 2018 年度以降は、総合政策学部に進学した学生を中心にこのプロジ

ェクトが続けられる見込みとなっている。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-3-6 異文化理解は日本文化理解を伴うものであるはずだが、学生には意識

されていない。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 異文化理解と自文化理解の関連の意識化を促す。  

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学生の受け入れが 2016年度入試をもって終了したため、該当なし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善されたか) ※ 

1-2-1 なし  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 （中学・高校に対する学科教育の広報活動として） 

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。 

 

1-3-2 （在学生への閉学部に関する広報活動として）  
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・休・退学希望者に対して、2018 年度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てい

る。 

・教員間にも誤解のないよう、教授会で確認している。 

・留年が確定している学生の保証人宛てに文書を送付し、2018 年度

以降の学部の状況や学生支援について説明した。 

1-3-3 （大学内外に対する学部学科の広報活動として） 

・南山大学公式 Web ページ上の「短期大学英語科：学科の紹介」サ

イト、「学部作成 Web ページ」の運営を継続している。後者は、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活用している。 

・公式 Facebook は、学部イベントや行事、授業内容の紹介など 2018

年 3月末までに 21回の記事掲載を行った。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 閉学部についての情報提供、また 2018 年度以降の学部や支援の状況

についての情報提供が十分になされたことから、学生や保証人からの

不満や苦情が出なかった。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策(もし

あれば) 

※ 

2-2-3 なし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2017 年度に募集停止となったため、学生の受け入れとしては該当な

し 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 なし  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2017年度人間文化研究科自己点検・評価報告書 

 

人間文化研究科長 奥山 倫明 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 研究科自己点検・評価委員会で、研究科 3 ポリシーの適切性の検

証をする。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 大学全体での 3 つのポリシーの修正の方針を受け、外部シンクタ

ンクによる確認作業を経た修正案を参考に、各専攻において、ま

た研究科委員会を通じて 3つのポリシーの修正を実施した。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 研究科自己点検・評価委員会を開催し、4 専攻における自己点

検・評価結果を検証した。 

 

1-3-2 3 つのポリシーについては、Q2, Q4 終了時における院生による授

業評価アンケートにおいても意見を聴取した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 研究科では、年に 2 回の研究科自己点検・評価委員会を開催した

（4/12、10/18）。そこでは、理念・目的以外の共通の項目につい

て、4 専攻それぞれにおける自己点検・評価の結果報告がなされ

る。これにより、研究科として各専攻の情報を共有し、相互に点

検することができる。（各専攻の自己点検・評価委員会記録、研

究科自己点検・評価委員会記録、研究科委員会記録） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  
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３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 修正された 3 つのポリシーについて、公開、広報のあり方につい

て点検する。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 修正された 3 つのポリシーについて、大学ホームページを参照し

た上での点検を呼びかけ、意見を収集する。 

 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

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

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 研究科委員会委員、特に研究指導担当者を計画的に育成・準備

し、追加委嘱できるようにする。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 研究科所属の 4 専攻中 3 専攻において、研究指導担当者（博士前

期課程）、研究指導補助教員（博士後期課程）の追加委嘱や、講

義担当者（修士課程）の追加を実施し、研究指導担当者の育成・

準備を進めることができた。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 研究科自己点検・評価委員会において、各専攻の自己点検・評価

委員会において、学術業績・外部研究資金・教育業績等について

検討された教員相互評価の結果を報告してもらい、相互に点検し

た。 

 

1-3-2 研究科自己点検・評価委員会において、各専攻の自己点検・評価

委員会で点検された「オフィスアワー実施状況」について報告が

なされ、研究科として情報を共有し、相互に点検した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 
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2-1-1 研究科自己点検・評価委員会において、科学研究費補助金等、外

部資金獲得状況の報告、日本学術振興会からの顕彰についての情

報共有を行ない、教員の研究の進捗状況や学識経験者としての社

会貢献の実情について認識を深めた。（研究科自己点検・評価委

員会記録） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 研究科自己点検・評価委員会において、さらに外部資金獲得状

況、社会活動の状況について、情報共有の機会を増やしていく。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 研究指導担当者、研究指導補助教員、講義担当者の追加のための

内規の策定について、学長室の方針について共有しているが、内

規の策定に至っていない。 

学長室 

3-1-2 本年度は、研究科としての FD 企画を実施することができなかっ

たので、FD企画のあり方を検討する。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 研究指導担当者、研究指導補助教員、講義担当者の追加のための

内規を策定し、公正な手続きにより、研究科委員会委員やオブザ

ーバーの追加を行っていく。 

学長室 

3-2-2 研究科としての FD企画のあり方を検討し、FD企画を実施する。  

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 大学院「学生による授業評価」アンケートの設問を見直す。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 3 つのポリシーについて、またクォーター制について、院生の意  
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見を尋ねる設問を設けた。 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 教務課、教職センターとの協力のもと教職課程の再課程認定申請

の準備を進めた。 

教務課 

教職センター 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 研究科の自己点検・評価委員会および各専攻の自己点検・評価委

員会の定期的開催によって、学位授与方針および教育課程編成・

実施方針の適切性について、検証が行われている。（各専攻自己

点検・評価委員会記録、研究科自己点検・評価委員会記録、研究

科委員会記録） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 大学院「学生による授業評価」アンケートについて、提出数を増

やすための呼び掛けを実施することが望ましい。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 大学院「学生による授業評価」アンケートの回答を参照して実施

した具体的な対応策について、研究科長－専攻主任－研究指導教

員のルートを通じて院生に伝達し、アンケートの意義について知

らせていく。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 今年度、クォーター制度下の開講形態と科目配置について対応策

を確定したが、次年度、一定期間あるいは 1 年間 4 つのクォータ
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ーの実際の流れを経験したのちに、開講形態と科目配置について

検証する。 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 クォーター制度での 1 年間の授業実施を経て、次年度のカリキュ

ラム編成について、適宜、修正を加えた。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 他大学から単位互換制度について検討の依頼があり、学長室、大

学院教務委員会とも情報共有しつつ、制度設計についての意見交

換を開始した。 

学長室 

大学院教務

委員会 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 研究科では、各専攻の専門科目の他に、研究の学際性に貢献する

観点から、研究科共通科目を開講している。(カリキュラムポリ

シー)  

 

2-1-2 研究科の各専攻には、複数の領域がある。主たる領域以外の科目

を一定程度選択できるようになっており、学生の視野を広げる編

成になっている。（履修要項） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 他大学との単位互換制度を導入することにより、学生の科目選択

の幅をいっそう広げる。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 クォーター制度での 1 年間の授業実施を経て、研究科としての課

題や問題点について検証すべきである。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 クォーター制度の課題や問題点については、人間文化研究科の自

己点検評価委員会、および各専攻の自己点検評価委員会において
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検証の機会を設け、研究科としての認識の共有を進めながら、カ

リキュラムの改善に努める。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 大学院「学生による授業評価」アンケートを活用し、研究科の教

育内容・方法に対する意見を求める設問を追加する。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 大学院「学生による授業評価」アンケートにより、研究科の教育

内容・方法に対する意見聴取を実施した。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 研究科の各専攻において、定期的に開催される合同ゼミ、研究懇

談会、交流会などで、教員と学生が集い教育内容に係る意見交換

また改善策の助言を行っている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 研究科で年 2 回実施している大学院「学生による授業評価」アン

ケート調査は、カリキュラムや授業のあり方などについて、学生

が自由に意見を述べることができる形式となっており、回答内容

を各専攻の自己点検・評価委員会で確認し、研究科委員会へ報告

し、研究科全体で共有し、改善へ結びつけている。（各専攻の自

己点検・評価委員会記録、研究科自己点検・評価委員会記録、研

究科委員会記録） 

 

2-1-2 大学院「学生による授業評価」アンケートに基づき、履修手続き

にかかわる要望について、詳しく意見聴取を行ない、教務課にそ

の要望を伝達した。（研究科委員会記録） 

教務課 

2-1-3 大学院「学生による授業評価」アンケートに基づき、院生研究室

などの施設の改善についての要望を施設課に伝達した。（研究科

委員会記録） 

施設課 
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2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 大学院研究科以外の大学の諸課室に対する要望については、アゴ

ラの活用も呼びかける。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 本研究科在学中には「学生による授業評価」アンケートによる意

見聴取を実施しているが、学位取得した修了者に対して修了時以

降に意見聴取を実施する可能性について、人間文化研究科の自己

点検評価委員会において検討すべきかと思われる。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 本研究科修了者に対する、研究科全体へのフィードバックのため

のアンケートのあり方について、人間文化研究科の自己点検評価

委員会において検討することが望ましい。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 「南山大学大学院博士後期課程学位取得支援に関する規程」の内

容、また、同規程に伴い作成した研究科内各専攻が定める条件に

ついて、新年度のガイダンスや研究指導において学生に周知す

る。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 「南山大学大学院博士後期課程学位取得支援に関する規程」の内

容、また研究科内の申し合わせについて学生に周知することによ

り、１名の学生（言語科学専攻）が当制度の支援を受けることに

なった。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 博士後期課程において言語科学専攻 1名が修了した。  

1-3-2 博士前期課程・修士課程において 18 名（キリスト教思想専攻 1  
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名、人類学専攻 3 名、教育ファシリテーション専攻 5 名、言語科

学専攻 4名）が修了した。 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 専攻分野の主領域や他領域から研究課題に関連する科目を有機的

に配置し、専門領域に関する高度な知識を涵養するという、カリ

キュラムポリシーに則った指導の結果、当該年度においても副領

域履修証明書が修了者 6 名に与えられた（人類学専攻 2 名、言語

科学専攻 4名）。（研究科委員会記録） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 「南山大学大学院博士後期課程学位取得支援に関する規程」の内

容、また研究科内の申し合わせについて、年度当初、学生への周

知が徹底しなかった。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 「南山大学大学院博士後期課程学位取得支援に関する規程」の内

容、また研究科内の申し合わせについて、年度当初からガイダン

スや研究指導を通じて、学生に周知する。 

 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 既存の説明会への参加者減少の原因を探り、場合によっては、説

明会開催曜日や時間帯の見直しをする。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された ※ 

231



か) 

1-2-1 説明会開催曜日について再検討したが、一般学生のほか社会人の

参加の機会として土曜日に開催することについて意義があること

が改めて確認された。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 入学試験の種別について、一般、社会人、推薦、国内在住外国

人、国外在住者、別科推薦のカテゴリーで試験・審査を実施して

いるが、専攻によって実施している種別は一様ではない。現在、

実施していない種別についても、実施の可能性について検討を開

始している。 

 

1-3-2 専攻ごとの受け入れ方針および厳格な選抜基準にもとづき、各専

攻で合否案を作成した上で、研究科委員会にてそれぞれの基準お

よび合否案を審議した。 

 

1-3-3 過去 5 年の入学試験について、研究科として全種別合計で、合格

者数/志願者数の推移は、前期課程・修士課程（募集人員 38 名）

で 2014 年 26/34、15 年 21/29、16 年 14/25、17 年 12/18、18 年

13/18（17 年 9 月入学含む）、博士後期課程（募集人員 10 名）で

0/0、3/5、1/1、2/3、2/3である。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 多様な入学試験種別に応じて、多様な志願者を集めている。（大

学院委員会記録、大学院入試委員会記録、研究科委員会記録） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 さらに多様な受験生を、国内外から広く集めるように、各専攻で

実施していない入学試験種別の新規導入の可能性について、検討

する。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 博士前期・修士課程、博士後期課程ともに十分な志願者数を集め

ていないため、入学者数も少ない。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 
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3-2-1 専攻ごとに入学試験種別の増大の可能性を探り、多様な人材がよ

り多く志願できるよう門戸を広げ、入学者数の増大を図る必要が

ある。 

 

3-2-2 大学院の広報のあり方について検討する。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2017年度キリスト教思想専攻自己点検・評価報告書 

 

キリスト教思想専攻主任 坂下浩司 

 

≪理念・目的≫ 

・ 学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 専攻の理念や目的の内容上の点検に関して、専攻主任が一人で入

試パンフレットの校正の朱入れをするだけの確認作業では、確認

や点検が不十分になる可能性が残される。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 年度初めおよび年度末、専攻の自己点検・評価委員会において、

専攻のメンバーの全員で組織的に、専攻の理念や目的の内容上の

確認および点検をおこなうように改善した。【根拠資料：専攻の

自己点検・評価委員会議事録】 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 上記の組織的確認および点検の際のメモを使って、専攻主任が入

試パンフレットの校正時にフィードバックすることにし、また、

専攻主任が校正時に気づいた点も専攻の自己点検・評価委員会に

おいて専攻のメンバーの全員で組織的に共有できるようにした。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 専攻への新入生が１名であったのが６名に増加した。【根拠書

類：２０１８年度入試結果の書類】 

 

2-1-2 院生の授業アンケートの結果もおおむねよかった。【根拠書類：

２０１７年度春および秋の院生アンケートに関する自己点検・評

価】 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 ポリシーと専攻のカリキュラムの関係を、新入生ガイダンスのパ

ンフレットでうまく説明できているか確認・点検し、パンフレッ

トの改訂に生かす。 
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３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 ２０１６年度ピア・レビュー委員会からの意見で、「理念・目的

の検証には教員のみならず、他のステークホルダーの意見を聴取

する機会をもうけるとさらによいと思われる」とあった。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 ２０１６年度ピア・レビュー委員会からの意見をうけ、理念・目

的に関し、院生の意見を聴取する機会として「院生懇談会」を位

置づけ、年に数回（たとえば新入生ガイダンスの後だけではなく

Q3のはじめなどにも）開催する。 

 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

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

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 神学領域の研究指導担当の層が薄くなってきた。  

1-1-2 合同研究室に設置してある研究紹介コーナーに専攻の教員の業績

サンプルが、単に新しく追加されるだけでは、「追加されたこと

自体に気がつかない」、「追加されたことを知っても、手にとって

見る気が起こりにくい」などの問題がある。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 神学領域の博士前期課程研究指導補助教員を、正式な研究指導補

助教員に昇格させる人事を進めた。 

 

1-2-2 業績を追加した場合は、専攻会議で内容を紹介報告していただく

ことにした。 

 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 ２０１８年度の神学領域の研究指導担当教員人事の候補者選定も

進めた。 
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２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 ２０１８年度の神学領域の研究指導担当教員人事の候補者がおお

よそ決まった。【根拠書類：専攻会議議事録】 

 

2-1-2 業績の内容がよく分かるようになり、研究会のアイデアに生かせ

るようになった。【根拠書類：専攻会議議事録】 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 神学関係の講義担当者も検討する。  

2-2-2 現在おこなっている「学際研究会」の他にも、研究会の新しい企

画を考える。 

 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 人事を進めていた神学領域の研究指導担当補助の教員の退職が年

度途中で明らかになり、人事はストップし、結果として神学領域

の教員はいっそう薄くなってしまった。 

 

3-1-2 退職した教員の担当していた神学関係の講義科目は、比較的他教

員によって担当が難しい科目であった。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 ２０１８年度の神学領域の研究指導担当教員人事を進める。  

3-2-2 退職した教員が担当していた神学関係の講義担当者も新しく決め

る。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  
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2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 ２０１６年度ピア・レビュー委員会の指摘をうけ、大学の専攻紹

介の Web ページに公表されている「教育理念と目標」、そして、

学位授与方針、および、教育課程の編成・実施方針の適切性につ

いて、春学期と秋学期の自己点検・評価委員会で、定期的に確認

と検証をすることとした。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 上記の指摘以後、「教育理念と目標」等の確認と検証を春学期と

秋学期の自己点検・評価委員会でして、それを継続している。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 自己点検・評価委員会で、「教育理念と目標」等の定期的に確認

と検証する体制がととのった。【根拠資料：専攻の自己点検・評

価委員会議事録】 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 確認内容を各教員が教育に反映させていく。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 「教育理念と目標」等の定期的に確認と検証する体制がととのっ

たばかりであり、その体制を定着させ「教育理念と目標」等の定

期的な確認と検証を続けていく必要がある。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 「教育理念と目標」等の定期的に確認と検証する体制がととのっ

たばかりなので、これを、専攻会議が主体・組織となり、定着さ

せる。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

B.教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。 
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１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 良好に運営できている。  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 神学関係の教員の層がいっそう薄くなり、相応しい教育内容を提

供するのが難しくなりつつある。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 研究指導および合同ゼミでの発表と討議によって、学位論文の改

善点が明らかになり、学生の論文執筆が促進された結果、博士前

期課程修了者が１名出た。【根拠書類：２０１６年度博士前期課

程修了者名簿】 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 合同ゼミでの研究発表を奨励する。他分野の教員からの刺激を与

える。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 神学関係の教員の層がいっそう薄くなり、相応しい教育内容を提

供するのが難しくなりつつある。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 ２０１８年度の神学領域の研究指導担当教員人事を進める。  

3-2-2 退職した教員が担当していた神学関係の講義担当者も新しく決め

る。 
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≪教育内容・方法・成果≫ 

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

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学生による授業評価アンケート回収率の向上。  

1-1-2 懇談会の適切な時期の設定。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 指導教員から学生による授業評価アンケートの回答を寄せるよう

院生に何度か指導していただき、春のアンケートにおいて回収率

１００％（対象者３名、回収３名）を達成した。 

 

1-2-2 専攻懇談会（二専攻合同）を３月３１日の新入生ガイダンス後に

設定・開催した。新入生は６名全員出席したが、在校生２名は欠

席であった。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 秋の学生による授業評価アンケートは、対象者３名中２名分を回

収できた（回収できなかった１名は個人情報に関わるここでは書

けない事情のためアンケートを提出できなくてもやむを得なかっ

た）。 

 

1-3-2 アンケート結果を、専攻の自己点検・評価委員会で共有し、教育

成果について定期的な検証とし、その結果を教育課程や教育内

容・方法の改善に結びつけている。 

 

1-3-3 専攻の取り組みとして、院生の研究活動を後押しし、院生の指導

に役立てるため、院生から専攻主任へ、年度初めに、その年度の

「研究計画」、年度末に、「次年度の研究予定」という報告を提出

してもらっている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 学生による授業評価アンケートで、「専攻の先生方は多様な研究

をされているのに、院生は意外とそれを知らないが、それはもっ

たいないことである。先生方の専門を分かりやすく紹介していた

だけないか」とあったことを受けて、何かそういう会を設けよう

という議論になった。【根拠書類：自己点検・評価委員会議事
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録】 

2-1-2 ３月３１日の専攻懇談会（二専攻合同）は好評で、「気楽に話せ

るよい会であった。今後も年に数回開けばいいのではないか」と

いう感想が出た。【根拠書類：新入生ガイダンス記録】 

 

2-1-3 2016 年度から始まった「教員交流学際研究会」（二専攻合同）

は、前年に引き続きおこなわれた。第２回は、５月２５日、佐藤

先生の「メーデイアからアダムへ：西洋思想史における自由意志

論の新しいスタンダード・モデルとしてのアダムについて」を開

催。第３回は、１２月１４日、クチツキ先生の「律法と神の恵

み：ロマ 7、7-25 で語られた人間の罪に関するパウロの論議よ

り」を開催。ポスターのデザインも工夫を凝らし、スタイリッシ

ュになった。１２月の会では、専攻とは関係のない参加者（本学

の総合受付で働いておられる方）の参加もあった。【根拠書類：

告知ポスターおよびチラシ、研究会参加者名簿、専攻会議議事録

における研究会開催報告の項】 

 

2-1-4 年度初めの「研究計画」、年度末の「次年度の研究予定」は、院

生に自身の研究状況を確認する機会を与え、同時に、主・副指導

教員が閲覧することによって、研究指導に役立っている。【根拠

資料：ガイダンス資料およびガイダンス記録】 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 専攻の先生方の研究を紹介する啓蒙的な──学部生でも興味を持

てて専攻の広報になるような──会（二専攻合同）をおこなう。 

 

2-2-2 専攻懇談会を今年度も開催し在校生も出席するように工夫する。  

2-2-3 学際研究会を 2018年度も引き続き開催する。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 専攻の先生方の研究を紹介する啓蒙的な会は、会の内容の検討こ

そおこなったが、２０１７年度に開催は間に合わなかった。 

 

3-1-2 専攻懇談会（二専攻合同）は、ようやく開催されたが、１回だけ

であった。 

 

3-1-3 年度初めの「研究計画」のフォーマットが、在学生を想定したも

のであったため、新入生には記入しにくい項目があった。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 
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3-2-1 専攻の先生方の研究を紹介する啓蒙的な会（二専攻合同）を、２

０１８年には開催する。 

 

3-2-2 専攻懇談会（二専攻合同）を、年に、最低２回（在校生もどちら

かには出席できると思われる）は開催する体制をととのえ、その

結果を専攻の自己点検・評価委員会にフィードバックさせ、教育

課程や教育内容・方法の改善に結びつけるようなサイクルを確立

する。 

 

3-2-3 年度初めに提出してもらう「研究計画」フォーマットを、新入生

向けに改訂したものを用意する。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 現状のよい状態を維持したい。  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 合同ゼミ（二専攻合同）や学際研究会（二専攻合同）をひきつづ

きおこなった。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 本専攻は神学領域・哲学領域・宗教学領域からなっており、学生

は、これらのなかの一つの領域を主たる領域とするものの、三領

域をバランスよく学ぶことが望ましいのだが、三領域のバランス

のよい学習のための教育的手段としても活用している「学際研究

会」においてまだ哲学領域でしか発表がなかった。しかし、その

「学際研究会」において、今年度、初めて神学領域の発表もする

ことができたという成果があった【根拠書類：専攻会議議事録の

学際研究会の項目、学際研究会の記録】。 

 

2-1-2 本専攻では、合同ゼミや学際研究会を、大学院での研究を学生に

知らせ大学院での学習・研究意欲を引き出すための教育的手段と

しても活用しているのだが、前年度にひきつづき、合同ゼミや学
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際研究会に参加した学生が、博士前期課程に入学してくれた【根

拠書類：合同ゼミ出席者記録および学際研究会出席者記録】。 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 合同ゼミや学際研究会を、告知ポスターやチラシを通じて、学部

生に広く知らせ、また直接手渡しなどして勧誘する。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 学際研究会は教員だけが参加する会だと誤解している方がいた。  

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 告知ポスターおよびチラシの文言を、幅広い参加者を想定してい

ると分かるように改訂する。 

 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公

正かつ適切に実施されているかについて、専攻の自己点検・評価

委員会において、定期的に検証を行っている。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 今年度から９月入学も実施している。  

1-3-2 大学院入試説明会を年に２回実施している。春の参加者は３名、

秋の参加者は、６名で盛況であった。 

 

1—3-3 入学者の選抜は、夏と春の２回の入試の時に合否判定の基準を示

し、専攻会議および人間文化研究科委員会の審議を経て公正かつ
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適切に行われている。 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 大学院入試説明会（二専攻合同）参加者９名のうち、６名が実際

に本専攻を受験し、６名が合格している。【根拠書類：大学院入

試説明会参加者数記録、博士前期課程入試合格者記録】 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 大学院入試説明会の案内を学部生に教員から直接伝える。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 大学院入試説明会において、読むべき本について質問を受けたの

だが、入試パンフレットの「読書案内」欄の本が、特に神学関係

のものが大部な事典中心で、個人で所有できるものにはなってお

らず、その点不親切であると思われた。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 入試パンフレットの「読書案内」欄の本を見直し、個人で所有で

き持ち歩けるような入門書・研究書中心を挙げるように改訂す

る。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2017年度宗教思想専攻自己点検・評価報告書 

 

宗教思想専攻主任 坂下浩司 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 専攻の理念や目的の内容上の点検に関して、専攻主任が一人で入

試パンフレットの校正の朱入れをするだけの確認作業では、確認

や点検が不十分になる可能性が残される。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 年度初めおよび年度末、専攻の自己点検・評価委員会において、

専攻のメンバーの全員で組織的に、専攻の理念や目的の内容上の

確認および点検をおこなうように改善した。【根拠資料：専攻の

自己点検・評価委員会議事録】 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 上記の組織的確認および点検の際のメモを使って、専攻主任が入

試パンフレットの校正時にフィードバックすることにし、また、

専攻主任が校正時に気づいた点も専攻の自己点検・評価委員会に

おいて専攻のメンバーの全員で組織的に共有できるようにした。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 上記作業を行っている。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 ポリシーと専攻のカリキュラムの関係を、新入生ガイダンスのパ

ンフレットでうまく説明できているか確認・点検し、パンフレッ

トの改訂に生かす。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 
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3-1-1 ２０１６年度ピア・レビュー委員会からの意見で、「理念・目的

の検証には教員のみならず、他のステークホルダーの意見を聴取

する機会をもうけるとさらによいと思われる」とあった。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 ２０１６年度ピア・レビュー委員会からの意見をうけ、理念・目

的に関し、院生の意見を聴取する機会として「院生懇談会」を位

置づけ、年に数回（たとえば新入生ガイダンスの後だけではなく

Q3のはじめなどにも）開催する。 

 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

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

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 神学領域の層が薄くなってきた。  

1-1-2 合同研究室に設置してある研究紹介コーナーに専攻の教員の業績

サンプルが、単に新しく追加されるだけでは、「追加されたこと

自体に気がつかない」、「追加されたことを知っても、手にとって

見る気が起こりにくい」などの問題がある。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 神学領域の博士後期研究指導補助教員の昇格人事を進めた。  

1-2-2 業績を追加した場合は、専攻会議で内容を紹介報告していただく

ことにした。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 人事を進めていた神学領域の教員の退職が年度途中で明らかにな

り、人事はストップしてしまった。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 学際研究会が、教員の資質の向上を図るための方策として機能し

始めている。【根拠書類：学際研究会記録、専攻会議議事録の該
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当する項目】 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 現在おこなっている「学際研究会」の他にも、研究会の新しい企

画を考える。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 人事を進めていた神学領域の教員の退職が年度途中で明らかにな

り、人事はストップし、結果として神学領域の教員はいっそう薄

くなってしまった。 

 

3-1-2 ２０１８年度に博士後期研究指導担当ないしその補助の昇格人事

ができそうな神学領域の教員は現在いないというのが現状で、こ

れは人事権のない本専攻では他にできることがない。 

キリスト教学

科 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 さしあたり、神学領域の教員を、まずは、博士前期研究指導担当

ないしその補助に昇格させ、数年後に、後期担当ないしその補助

に昇格させることが、専攻として長期的にできることであろう。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 ２０１６年度ピア・レビュー委員会の指摘をうけ、大学の専攻紹

介の Web ページに公表されている「教育理念と目標」、そして、

学位授与方針、および、教育課程の編成・実施方針の適切性につ

いて、春学期と秋学期の自己点検・評価委員会で、定期的に確認

と検証をすることとした。 
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3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 上記の指摘以後、「教育理念と目標」等の確認と検証を春学期と

秋学期の自己点検・評価委員会でして、それを継続している。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 自己点検・評価委員会で、「教育理念と目標」等の定期的に確認

と検証する体制がととのった。【根拠資料：専攻の自己点検・評

価委員会議事録】 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 確認内容を各教員が教育に反映させていく。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 「教育理念と目標」等の定期的に確認と検証する体制がととのっ

たばかりであり、その体制を定着させ「教育理念と目標」等の定

期的な確認と検証を続けていく必要がある。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 「教育理念と目標」等の定期的に確認と検証する体制がととのっ

たばかりなので、これを、専攻会議が主体・組織となり、定着さ

せる。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 博士課程後期の学生が３年間の在学期間を超えて研究を継続する

ケースが多いが、2019 年度以降、その問題の発生する可能性が

ある。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された ※ 
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か) 

1-2-1 2017 年度は、博士後期の唯一の学生が休学中であったので、問

題は認識されていたが、改善案は特に出されなかった。 

 

1-2-2 2017 年度休学中であった学生は、2018 年度復学するが、2018 年

度はまだ上記の問題は起こらない。また、2018 年度中に終了す

れば、上記の問題は起こらない。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 今年度は、休学している学生以外に博士後期課程の学生はいな

い。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 休学中の学生に関しても、専攻会議において、復学してきた場合

を想定し、学会発表や研究会発表をさせる、雑誌に論文を発表さ

せる、合同ゼミでの発表をうながす、など、その指導の仕方につ

いて専攻会議で議論ができている。【根拠資料：専攻会議議事

録】 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 効果は分からなかったので、この項目はない。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 ２０１８年度中に、博士後期課程の学生の研究を支援する何らか

のアイデアを、少なくとも１つ出しておいた方がよい。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 博士後期課程の学生は、学会発表の経験を積んでいった方がよい

ので、専攻の教員が所属している学会の一覧を教員別に作成し、

学生が閲覧できるように合同研究室に備えておく。それを閲覧す

ることによって、指導教員が属していない学会で発表を聴いた

り、学会員になるために推薦状をもらって正式な学会員になった

りできる機会をもうけ、研究業績をあげていってもらう。 
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≪教育内容・方法・成果≫ 

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

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 アンケート回収率の向上。  

1-1-2 懇談会の適切な時期の設定。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 本年度は博士後期課程の唯一の学生が休学であった。  

1-2-2 専攻懇談会（二専攻合同）を３月３１日の新入生ガイダンス後に

設定・開催した。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学生による授業評価アンケート結果を、専攻の自己点検・評価委

員会で共有し、教育成果について定期的な検証とし、その結果を

教育課程や教育内容・方法の改善に結びつけている。 

 

1-3-2 専攻の取り組みとして、院生の研究活動を後押しし、院生の指導

に役立てるため、院生から専攻主任へ、年度初めに、その年度の

「研究計画」、年度末に、「次年度の研究予定」という報告を提出

してもらっている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 学生による授業評価アンケートで、「専攻の先生方は多様な研究

をされているのに、院生は意外とそれを知らないが、それはもっ

たいないことである。先生方の専門を分かりやすく紹介していた

だけないか」とあったことを受けて、何かそういう会を設けよう

という議論になった。【根拠書類：自己点検・評価委員会議事

録】 

 

2-1-2 ３月３１日の専攻懇談会（二専攻合同）は好評で、「気楽に話せ

るよい会であった。今後も年に数回開けばいいのではないか」と

いう感想が出た。【根拠書類：新入生ガイダンス記録】 

 

2-1-3 2016 年度から始まった「教員交流学際研究会」（二専攻合同）

は、前年に引き続きおこなわれた。第２回は、５月２５日、佐藤

先生の「メーデイアからアダムへ：西洋思想史における自由意志

論の新しいスタンダード・モデルとしてのアダムについて」を開
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催。第３回は、１２月１４日、クチツキ先生の「律法と神の恵

み：ロマ 7、7-25 で語られた人間の罪に関するパウロの論議よ

り」を開催。ポスターのデザインも工夫を凝らし、スタイリッシ

ュになった。１２月の会では、専攻とは関係のない参加者（本学

の総合受付で働いておられる方）の参加もあった。【根拠書類：

告知ポスターおよびチラシ、研究会参加者名簿、専攻会議議事録

における研究会開催報告の項】 

2-1-4 年度初めの「研究計画」、年度末の「次年度の研究予定」は、院

生に自身の研究状況を確認する機会を与え、同時に、主・副指導

教員が閲覧することによって、研究指導に役立っている。【根拠

資料：ガイダンス資料およびガイダンス記録】 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 専攻の先生方の研究を紹介する啓蒙的な──学部生でも興味を持

てて専攻の広報になるような──会（二専攻合同）をおこなう。 

 

2-2-2 専攻懇談会を今年度も開催し在校生も出席するように工夫する。  

2-2-3 学際研究会を 2018年度も引き続き開催する。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 専攻の先生方の研究を紹介する啓蒙的な会は、会の内容の検討こ

そおこなったが、２０１７年度に開催は間に合わなかった。 

 

3-1-2 専攻懇談会（二専攻合同）は、ようやく開催されたが、１回だけ

であった。 

 

3-1-3 年度初めの「研究計画」のフォーマットが、在学生を想定したも

のであったため、新入生には記入しにくい項目があった。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 専攻の先生方の研究を紹介する啓蒙的な会（二専攻合同）を、２

０１８年には開催する。 

 

3-2-2 専攻懇談会（二専攻合同）を、年に、最低２回（在校生もどちら

かには出席できると思われる）は開催する体制をととのえ、その

結果を専攻の自己点検・評価委員会にフィードバックさせ、教育

課程や教育内容・方法の改善に結びつけるようなサイクルを確立

する。 

 

3-2-3 年度初めに提出してもらう「研究計画」フォーマットを、新入生  

250



向けに改訂したものを用意する。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 良好に運営できている。  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 合同ゼミ（二専攻合同）や学際研究会（二専攻合同）をひきつづ

きおこなった。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 本専攻は神学領域・哲学領域・宗教学領域からなっており、学生

は、これらのなかの一つの領域を主たる領域とするものの、三領

域をバランスよく学ぶことが望ましいのだが、三領域のバランス

のよい学習のための教育的手段としても活用している「学際研究

会」において、今年度、初めて神学領域の発表もすることができ

たという成果があった【根拠書類：専攻会議議事録の学際研究会

の項目、学際研究会の記録】。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 合同ゼミや学際研究会を、告知ポスターやチラシを通じて、学部

生に広く知らせ、また直接手渡しなどして勧誘する。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 学際研究会は教員だけが参加する会だと誤解している方がいた。  
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2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 告知ポスターおよびチラシの文言を、幅広い参加者を想定してい

ると分かるように改訂する。 

 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公

正かつ適切に実施されているかについて、専攻の自己点検・評価

委員会において、定期的に検証を行っている。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 今年度から９月入学も実施している。  

1-3-2 大学院入試説明会を年に２回実施している。  

1-3-3 入学者の選抜は、夏と春の２回の入試の時に合否判定の基準を示

し、専攻会議および人間文化研究科委員会の審議を経て公正かつ

適切に行われている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公

正かつ適切に実施されているかについて、専攻の自己点検・評価

委員会において、定期的に検証をおこなうことができている。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 現状のよい状態を維持していく。  
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３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 大学院入試説明会において、読むべき本について質問を受けたの

だが、入試パンフレットの「読書案内」欄の本が、特に神学関係

のものが大部な事典中心で、個人で所有できるものにはなってお

らず、その点不親切であると思われた。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 入試パンフレットの「読書案内」欄の本を見直し、個人で所有で

き持ち歩けるような入門書・研究書中心を挙げるように改訂す

る。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2017年度人類学専攻自己点検・評価報告書 

 

人類学専攻主任 後藤 明 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 修了した OGOBとの研究懇談会のより効果的な時期を検討する。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 ２月入試の前、１月２７日に開催できた。  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 教員、在学院生と学部学生および修了生が出席した。懇談会のあ

との懇親会でも講師の先輩と熱心なやりとりを続けていた。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 卒論担当教員に卒業生や在学生への声がけをより強化する。  

2-2-2 学部生が作っている大学院生および大学院修了者による南山大学

考古文化人類学研究会の facebookなどでも情宣を行う。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 今回出席した学部生は皆、３年生であり、大学院進学を直前に控

えた４年生の出席がなかった。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 卒論ゼミ担当教員に前半期から出席を促すように要望する。  
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≪教員・教員組織≫ 

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

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 近い将来、定年退職者がでると設置基準を下回る状態になること

が予想される。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 １名の教員を博士前期の研究指導教員、後期の研究補助教員とし

て昇格させることができた。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2019 年度末で２名の博士課程前期および後期の研究指導教員が

再任用を終わって退職するので、設置基準を鑑み補充の昇進人事

を迅速に進める必要がある。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 年度当初に専攻会議で将来構想を話し合った結果、2017 年度は

一名の教員を大学院の研究指導教員として昇格ができた。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 さらに直近で昇格対象になる教員の候補について話し合った。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2019 年度末に２名の研究指導教員が退職し、さらに 2022 年度末

にもさらに２名が退職するため（再任用されたと仮定して）、長

期展望にたった教員の昇格人事を行う必要がある。 

 

3-1-2 会議などで教員が合同研究会に出席できないあるいは途中退席す

るという事態が少なからず起こる。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 
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3-2-1 2019 年度末および 2022 年度末に退職者が合計４名出るので、人

類文化学科の任用人事を大学院の研究指導を将来担当できるかど

うかも考慮して進める。 

 

3-2-2 人類学専攻会議において、開催する曜日や方式について検討すべ

きであろう。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当なし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし  
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≪教育内容・方法・成果≫ 

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

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2018 年度に博士後期課程に入学した社会人への対応で、履修要

項にある「特に優れた研究業績を上げた者については、入学時に

研究指導 IＡ〜IＤの単位認定を受けていない場合でも、２年以

上在学すれば足りるものとする」という項目の適用について、検

討を行う中で、具体的に履修要項を実践的な視点からあらためて

見直した。 

 

1-3-2 2017年度から国外在住者への入学試験を開始した。  

1-3-3 今まで修士論文も博士論文と同様に審査委員５名体制であった

が、委員の重複が多く、無理がかかるので、2018 年度入学生以

降は修士論文審査を３名以上で行い、大学院生に対してより綿密

な指導を行うようにした。2017 年度入学生に関しては従来の審

査委員５人で論文審査を行う。  

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 博士後期過程修了者では任期つきだが研究機関に就職する者がい

た。修士修了者では他大学だが博士後期に進学した者の他、公務

員となって社会教育関係の仕事に進むことの期待できる人材を輩

出することができた。（根拠資料：キャリア支援室「修了者の就

職状況（大学院）」、指導教員からの情報） 

 

2-1-2 教員も原則全員参加の合同研究会は学生の論文準備のためにも益

があるだけではなく、副指導教員あるいはその他の教員が学生そ

れぞれのテーマについて共通理解をもつ最善の機会となってい

る。（根拠資料：『南山考人』第 46号、pp.105-106.） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 
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2-2-1 ２つの領域をクロスさせている副指導教員の役割を、より明確に

して学生の指導に当たることができるように検討を重ねる。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 一時改善した博士前期課程への入学者がコンスタントにないの

で、学科とより連携を強化すべきである。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 在学生に大学院進学のモチベーションを高める効果的な方策を検

討する。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 新校舎などに比して、第一研究棟の院生室の設備などのインフラ

についての不満が多いので、ただ「聞きおいた」とせずに、具体

的に対応する必要がある。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 研究科長を通して、副学長への願書を出し、その後の指示で直接

事務方と一部の問題について折衝を行った。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 院生室のエアコンの効きが悪い、あるいはトイレの水回りが劣悪

であるなどの状況は改善されていない。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 施設課と直接折衝し、院生室の金網を改善していただいた。（根

拠資料：2017年度第 1回専攻会議議事録） 
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2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 大学院生からの要望をさまざまな形で吸い上げる工夫をする。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 第一研究棟と新しい Q 棟などの院生室の落差は明白であるので、

その差別感を少なくする必要がある。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 この問題は一専攻では解決できないので、大学全体としての対応

をお願いする。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 今年度の修了生は他大学への博士後期の進学者の他に、博物館学

的な研究を行った学生が公務員として就職し、社会教育に携わっ

ていくことが期待される。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 現役の大学教員が博士後期課程に入学した。当該入学生は５月の

大学院説明会に来てから、他大学の大学院も含め入学する大学を

検討していたが、何度か本専攻の特色などを説明した結果、本専

攻を選んだということで、高度職業人養成を目指す本専攻の理念

が活かされたものと判断される。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 博物館学的な修士論文を書いた学生は考古学分野所属であった

が、文化人類学分野の教員による紹介で博物館活動に従事し、そ
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のような実践活動に関する修士論文を書いたことは、文化資源研

究を２つの領域の共通にしている本専攻の教育理念にかなったも

のである。（根拠資料：当該修士論文） 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 考古学と文化人類学、両領域の協働で、日本でも貴重なカリキュ

ラム編成をもつ本専攻の特色をより強化したい。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 学生は２つの領域から学ぶことは可能であるが、その学んだ知識

を人類学という大きな枠組みのもとで発展させるより具体的な方

策を考えていくべきである。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 かならず他分野から選ぶことになっている副指導教員の指導をよ

り効果的なものにすべきである。 

 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2017 年度より、これまで受け入れてこなかった国外在住者の受

け入れを行うこととした。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 高度職業人教育を目指す本専攻では、社会人の方からの問い合わ

せに合わせて、すでに優れた業績がある場合、博士課程を最低２

年で修了できることについて具体的に検討を行った。 
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２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 高度職業人教育をめざす本専攻では、かつて考古学領域で社会人

入学者（文化財行政関係者）が博士号を取得したという実績があ

るが、2018 年度には文化人類学領域にも現役の社会人（仕事を

しながら博士論文を制作をすることを目指す）が入学した。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 博士課程前期の受験者が二度の入試にわたっていなかった。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 卒論ゼミをもつ教員を中心に、早めに意欲ある学生に進学に対す

るモチベーションを高めるような指導を促す。 

 

3-2-2 修了生 OBOG による研究懇談会に来ていた３年次生が大学院生と

勉強会を始めたという。教員もそのような学生の進学意欲を意識

して高めるように努力する。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2017年度教育ファシリテーション専攻自己点検・評価報告書 

 

教育ファシリテーション専攻主任 加藤 隆雄 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当せず。  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 ３つのポリシーの全学的な改定に合わせ、専攻のポリシーを部分

的に修正し、その際に専攻の理念・目的の適切性について再確認

した。 

 

1-3-2 2017 年度 Q2 及び Q4 終了後に行われた学生による授業評価にお

いて、専攻の理念・目的の適切性に関わる意見を求めた（「2017

年度春学期「大学院生による授業評価」実施結果報告書」及び

「2017 年度秋学期「大学院生による授業評価」実施結果報告

書」）。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 授業評価において「明確でわかりやすい」という意見があった

（「2017 年度春学期「大学院生による授業評価」実施結果報告

書」）。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 入試説明会、専攻独自の説明会などで、専攻の理念・目的の適切

性の周知を徹底する。 

 

2-2-2 入学時のガイダンス、１年次Ｑ１の研究指導で専攻の理念・目的

への理解を徹底する。 
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３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 授業評価において「カリキュラムポリシーが実情とずれている」

という意見があった（「2017 年度春学期「大学院生による授業評

価」実施結果報告書」）。 

 

3-1-2 授業評価において「非常勤の先生がポリシーをどこまで理解して

いるか疑問を感じる」という意見があった（「2017 年度春学期

「大学院生による授業評価」実施結果報告書」）。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 教員組織の問題と連動するが、ファシリテーション、体験学習を

専門とする教員が手薄になっている。研究指導教員への昇格、非

常勤講師の活用などによって改善したい。 

 

3-2-2 教員組織の問題と連動するが、教員の負担減への方策として非常

勤講師への依存が高くなり、非常勤講師３名は新規の雇用であっ

た。このため、専攻の理念・目的を十分に理解してもらうことが

できなかったと考えられる。新規の非常勤講師の場合、連絡をさ

らに密にする必要がある。 

 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

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

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当せず。  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2017 年４月 26 日開催の専攻自己点検委員会において相互評価を

行い、専攻の教員が、人文学部の基準を準用した場合に特に問題

となる点はないことが確認された。全体として研究業績の状況が

向上していることも確認された（「教員による相互評価について

の検討結果」）。 

人文学部 
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1-3-2 専攻の教員が全員所属している心理人間学科開催の「心理人間教

育研究会」（心理人間学科と共催）での研究交流活動が行われ

た。 

心理人間学科 

1-3-3 研究指導教員・補助教員全員が修士論文の主査または副査を務

め、論文審査の経験を積むようにした。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 講義担当者を 1名追加することができた。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 新たな講義担当者は、すでに講義担当者となっている教員とのチ

ーム・ティーチングによって講義を担当し、授業担当能力をさら

に向上させてもらうこととした。 

 

2-2-2 研究指導教員の認定基準に係る内規の施行を待って、研究指導教

員・補助教員の充実を期す。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当せず。  

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 
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1-2-1 該当せず。  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2017 年度から実施された（ａ）クォーター制、（ｂ）９月入学、

（ｃ）新たな教員配置に対応した新カリキュラムについて、教育

方針等に照らしての適切性の検討を、授業評価および学生からの

日常的聴取により行っている。 

 

1-3-2 専攻の自己評価委員会（2017 年 4 月 26 日）において、教育目

標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針の適切性について

検討した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 特になし。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当せず。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 教員の専門分野としてファシリテーション、体験学習の領域が手

薄になっている。 

 

3-1-2 このため、上記領域の講義において、非常勤への依存度が高くな

っている。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 ファシリテーション、体験学習領域を専門としている教員の研究

指導教員または指導補助への昇格を促進する。 

 

3-2-2 隔年開講を利用して、非常勤による講義で、上記領域を補う。  

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

１．現状の説明［箇条書き］ 
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1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学科教員の削減方針により、専攻の授業担当者も減少し、一部の

教員に過剰なコマ負担を強いている。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 科目の一部廃止により、特定教員の負担がある程度解消した。ま

た、一部の科目を隔年開講にし、非常勤の担当科目とすること

で、特定教員の負担がある程度解消した。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学校心理士（補）資格認定の基礎資格の要件となる科目を提供し

ている。 

 

1-3-2 教職専修免許状を「公民」のみに限った。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 学生による授業評価で「実践家として大切にしていることが感じ

られる素晴らしい授業で、ファシリテーターのあり方についても

勉強になった」との意見があった（「2017 年度春学期「大学院生

による授業評価」実施結果報告書」）。 

 

2-1-2 学校心理士取得を目指す学生が２名いた（学生からの直接の聴取

による）。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし。  
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≪教育内容・方法・成果≫ 

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

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当せず。  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 授業評価を２回行って、教育成果を検証した。  

1-3-2 11 月に修士論文の中間審査を行い、執筆状況の進捗を把握して

いる。これがその後の研究指導へと反映されている。 

 

1-3-3 ２月に修士論文提出者による修士論文報告会を行っている。これ

は学外者にも開かれているため、修士論文の成果について専任教

員はもちろん、修了生などからの意見も聞くことができる。 

 

1-3-4 修了生が参加しての交流会を年間３回開催した（新入生歓迎会、

修士論文報告慰労会、修了パーティ）。新入生歓迎会後は、南山

学園研修センターで新入生・在学生と教員、修了生との懇談の場

を設け、専攻の教育・研究活動に対する忌憚のない意見交換と専

攻修了後の活動報告から、専攻の教育内容・方法・成果について

定期的に自己点検がなされている。修士論文報告慰労会において

も、修士論文報告に出席した修了生からのコメント・意見を聴取

することができている。修了パーティにおいても、専攻の教育・

研究活動に対して同様の意見聴取がおこなわれている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 学生による授業評価において、授業への満足度・研究指導への満

足度が６点満点中ともに５点台であった（「2017 年度春学期「大

学院生による授業評価」実施結果報告書」、「2017 年度春学期

「大学院生による授業評価」実施結果報告書」）。 
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2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当せず。  

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当せず。  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2017年度はＭ３以上の３名を含む５名が修士論文を提出した。  

1-3-2 授業評価を２回行って、教育目標に沿った成果が出ているかを検

証した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 学位論文計画書を提出した全員が修士論文を執筆することができ

た（2017 年度 第 4 回人間文化研究科委員会（2017 年７月３日開

催）資料および 2017 年度 第 13 回人間文化研究科委員会（2018

年 2月 23日開催）資料）。 

 

2-1-2 授業評価において「研究するとはどういうことなのかについて、

根気強く指導をしてもらっている」「知識と体験を融合させる学
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びができた。自身の実践にとって非常に有意義だった」などの意

見を得た（「2017 年度秋学期「大学院生による授業評価」実施結

果報告書」）。 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 修士論文執筆要項を新たに作成して、修士論文執筆者に提供す

る。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当せず。  

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 説明会の参加者数が受験者数に反映していない。  

1-1-2 修了生からの情報などから判断すると、スキルとしてファシリテ

ーションが求められている傾向がみられ、専攻での教育の意義が

認知されづらくなっている。また、全国に同様の講座が増えたこ

とにより、専攻の独自性が薄れている。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2017 年度も説明会（入試説明会、専攻独自の説明会）への参加

者数は一定数いたが、受験者は減少し、改善はされなかった。 

 

1-2-2 引き続き情報収集を行い、ファシリテーションのスキルを求める

人が、大学院の教育課程ではなく講座等に流れる傾向を確認し

た。これらの実用的な講座と本専攻の差異化を図るべく、下記

3.2.に述べるような方針を立てた。 
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3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 アドミッション・ポリシーを部分修正し、「本専攻で学ぶ前提と

なる教育学、心理学、人間関係論に関する基礎的知識および分析

力、読解力、論述力を持つ人」を求めることをより明確化した。 

 

1-3-2 2017 年度から秋季入試に代わり夏季入試が実施されたが、受験

者は０名であった。 

 

1-3-3 春季入試においては、受験者が３名であったが、合格者は０名で

あった。 

 

1-3-4 入試説明会では二回とも専攻主任が出席し、上記のポリシーをも

とに、専攻での研究活動に必要な基礎能力について詳しく説明し

ている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 春季入試においては、受験者が３名であったが、合格者は０名で

あった。学生確保を優先させることなく、上記アドミッション・

ポリシーを厳格に適用した。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 受験生の減少傾向。夏季入試・春季入試で一定の受験生数を確保

したい。 

 

3-1-2 研究指向の受験生が少ないこと。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 本専攻の存在意義が、ファシリテーションや体験学習の実用的な

スキルの修得にあるのではなく、その理論的な基盤を含んだ研究

にあることを明確にし、他大学等で開催される講座等との差異化

を図ること。具体的には、①入試説明会等で参加者に伝える、②

専攻ホームページにこうした観点を打ち出した記事を掲載する、

③修了生などを通じて情報を拡散させる。研究をより強く指向す
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る受験生を集めることで、高い基礎能力も期待できる。 

3-2-2 本専攻の修了生によって、修了生対象のアンケート調査やインタ

ビューが企画されている。これとコラボレートすることで、本専

攻での研究経験が社会人としてのキャリアにどのように影響した

かをホームページなどで広報の素材とし、学生募集に役立てる。

修了後キャリアアップした修了生が多数いることから、こうした

事実を広報素材とすることに、受験生数とレベルの高い受験生の

確保を期待できる。 

 

3-2-3 これまで利用されていなかった広報機会（南山大学人間関係セン

ター開催講座、専攻主催の講演会でチラシを配布）を活用する。 

人間関係セ

ンター 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2017年度言語科学専攻自己点検・評価報告書 

 

言語科学専攻主任 松永 隆 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当せず。  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 教職課程の再認定申請のため、新旧対照表等を作成した。また、

専攻の理念・目的を見直し、３つのポリシーの細かな修正をおこ

なった。 

 

1-3-2 昨年度から設置された、専攻所属の若手教員を中心とする将来構

想ワーキンググループが、今後どのような人材を登用するべき

か、入試制度はどうあるべきかを議論した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 本専攻の理念・目的を表す３つのポリシー（アドミッション・ポ

リシー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシー）に修

正を加えた。 

 

2-1-2 博士前期課程講義担当者 1 名の前期課程研究指導担当者への昇格

が実現した。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 今後も専攻会議、ワーキンググループにより専攻の将来構想を継

続的に議論し、理念・目的の検証をおこなっていく。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 
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3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当せず。  

 

 

≪教員・教員組織≫ 

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

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 1-3-2 で述べた教員の研究活動調査は毎年行っているが、過去数

年に渡り業績の上がらない者が数名いる。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 研究活動相互レビューの結果を専攻会議などにおいて報告し、注

意を喚起した。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学期ごとに「学生による授業評価」を行い、その結果を専攻会

議、研究科自己点検・評価委員会で報告した。 

 

1-3-2 2016 年度の教員の研究活動（著書、学術論文、学会発表等）の

調査を行い、その結果を専攻会議、研究科自己点検・評価委員会

で報告した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 博士前期課程については言語科学院生会が主体となり開催してい

るランチタイム・トーク（2017 年度は 6/7、7/12、7/19 の 3 回

開催）および修士論文中間報告会（10/21 開催）において、博士

後期課程の学生については専攻が年 2 回開催する研究進捗状況報

告会（9/7、1/20 開催）において、それぞれ学生の発表を教員も

聞き、議論に参加することで、研究指導のあり方を考えるよい機

会となっている。 
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2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 2-1-1 のような機会により多くの教員が参加するように専攻会議

やメーリングリスト等で周知を徹底することが望まれる。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 1-3-2 で述べた教員の研究活動調査は毎年行っているが、過去数

年に渡り業績の上がらない者が数名いる。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学部と同様に研究科レベルで教員の研究業績をピアレビューする

方策を検討する。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 本学大学院では「研究指導」が科目としてコマ化されている。こ

れには一長一短があり、少数の学生にきめ細かな指導ができると

いう長所がある反面、かりに研究指導担当者が前期課程 1 年から

後期課程 3 年までの 5 学年の学生を 1 人ずつ指導したとすると、

これだけで担当コマが 5 コマにもなってしまうという非現実的な

側面もある。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 カリキュラム上の配置（教職課程科目を含む）、研究指導担当者

の負担などの問題を話し合い、教員組織の見直しを継続したが、

大変難しい問題であり、今後も継続していく必要がある。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 研究科自己点検・評価委員会において専攻毎に教育課程の現状の

検討結果を報告している。 

 

1-3-2 専攻の「自己点検・評価報告書」を大学の Web Page において公  
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開している。 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 昨年度に、学位授与の方針をより明確化するために、『履修要

項』に修士論文、博士論文がそれぞれ満たすべき要件が加えられ

た。2017 年度は、改訂された要項に従って論文審査がおこなわ

れた。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 学位論文審査が専攻の学位授与方針にきちんと沿ったものになっ

ているかを検証する仕組みづくりを言語科学専攻として検討す

る。また、この方針は研究科全体としての方針に沿うものでなけ

ればならない。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 昨年度から懸案となっている、担当者にとって大きな負担と

なる「研究指導」のあり方を、どのように見直すべきか、議

論する必要がある。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 教育課程全体、「研究指導」のあり方についての検討を言語科学

専攻内において開始する。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 博士前期課程専門科目であり英語専修免許取得のための

教職課程科目でもある「言語教育工学」が担当者の確保

が困難なため、ここ数年不開講が続いている。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された ※ 

275



か) 

1-2-1 「言語教育工学」の分野を担当できる担当者任用に向け、具体的

な準備を開始した。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 コミュニケーション分野で博士前期課程の研究指導をおこなうこ

とができる担当者が不在となっている。これまでコミュニケーシ

ョン分野の教員は、英語教育・日本語教育において共通する部分

を担当してきた。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 3.1-3-1 で懸案となっている点について、博士前期課程講義担当

者 1 名の研究指導担当者としての昇格を実現し、2018 年度から

コミュニケーションの視点を取り入れた研究指導開講を可能とし

た。 

 

2-1-2 博士前期課程においては「副領域制度」を導入しており、学生が

複数領域にまたがって学修を行い、専門領域の幅を広げる機会を

提供しており、2017 年度修了生 4 名が副領域履修証明書の発行

を受けた。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 2018年度も継続的に「副領域履修制度」を維持する。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 専攻教員の退職・移籍により、今後カリキュラム(特に英語教

育・日本語教育)を維持していくために、新たな研究指導担当者

を確保する必要がある。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2017 年度に具体的な準備を開始した、新たな研究指導担当者の

任用に向け、手続きを進める。 
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≪教育内容・方法・成果≫ 

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

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2016 年度は専攻内で狭義の FD 活動を実施することができなかっ

た。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 春学期の「学生による授業評価」結果を受け、9 月の専攻会議で

FD 活動をおこなった。院生室の環境、院生たちの時間割編成に

関する要望、研究指導のあり方、カリキュラムの内容について意

見交換がおこなわれた。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 各学期末に「学生による授業評価」を行い、専攻会議、研究科自

己点検・評価委員会で報告した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 学生の研究指導において、指導教員のみならず副指導教員が、さ

らに博士後期課程においては、加えてアドバイザリー・コミッテ

ィーの教員がアドバイスを与えるシステムが春学期の「学生によ

る授業評価」等において評価されている。また、修士論文中間発

表会・博士論文進捗状況報告会においても、複数の教員の視点で

論文指導がおこなわれた。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 2018年度も複数指導体制を維持してゆく。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

277



2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当せず。  

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当せず。  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2017 年度においては、4 名が博士前期課程を修了した。博士後期

課程の修了者 1名であった。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注）内容を裏付ける客観的根拠を記述し

てください 
※ 

2-1-1 2017 年度は博士後期課程修了者を標準修業年限（3 年）で出すこ

とができた。このことは、専攻が掲げたカリキュラム・ポリシー

に則って適切に研究指導が行われ、ディプロマ・ポリシーに掲げ

た「自律的かつ独創的な研究を遂行する能力」の涵養がなされた

ことを示している。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 博士前期課程における学生主体のランチタイム・トークや修士論

文中間報告会、博士後期課程における研究進捗状況報告会を継続

し、より充実させる。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  
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2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当せず。  

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 志願者数を増加させることが強く望まれる。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2017 年に実施した 2018 年度入試の志願者合計は博士前期課程 9

名(入学者 8 名、前年比+2)であり、博士後期課程 2 名(入学者 1

名、前年と同じ)となり、昨年度に比べて上昇した。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 2016 年度におこなわれた入試種別・学力試験科目の見直しに一

定の効果が見られた。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 志願者数を増加させることが強く望まれる。  
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2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2017 年度におこなわれた入試では若干の効果が見られたが、

2016 年度におこなわれた入試種別・学力試験科目の見直し効果

を検証する。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2017年度国際地域文化研究科自己点検・評価報告書 

 

国際地域文化研究科長 上村 直樹 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 博士後期課程に関して、発足当初からの「アジア・日本を重視し

た地域研究」という基本的方針については、その後の研究科をめ

ぐる状況の変化の中で見直しの必要性が指摘されている。 

 

1-1-2 上記とも関連するが、研究科の理念・目的の適切性とそれらに即

した方向へのカリキュラムの検証や見直しは、時代状況や研究科

をめぐる社会情勢等の変化の中で常に必要な点であり、基礎科

目・専門科目・演習科目の位置付けと相互の関係についての確認

と内容の点検作業を更に進める必要がある。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 博士後期課程における「アジア・日本を重視した地域研究」とい

う方針の変更に関して、研究科内で慎重な検討を続ける一方、こ

の方針は研究科 3 つのポリシーにも明記されてきたことでもあ

り、変更につき大学執行部とも協議を行った。その結果、研究科

発足後の変化を反映するための必要な修正として認められ、3 つ

のポリシーおよび入試要項、各種広報媒体等から上記文言の削除

を行った。 

大学執行部 

1-2-2 全学での 3 つのポリシーの見直しに関連して、研究科の理念・目

的の適切性について研究科運営委員会および研究科全体で検討

し、より簡潔で分かりやすい表現への文言の修正を行う一方、

「領域横断的・学際的視点から世界の地域文化にアプローチ」

し、「地域間の相互理解と多文化共生社会の実現」に資する研

究・教育を実践するという研究科の理念や目的自体については、

その基本的妥当性について確認した。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 研究科の理念・目的等をより的確に反映したカリキュラム見直し  
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の一環として、基礎科目「国際文化論」について改編を行い、も

う一つの基礎科目「地域研究方法論」との内容的重複を改善し、

研究科が取り組む多様な問題領域や問題関心、アプローチをより

反映したものとするため、科目コーディネーターの下で一体性を

確保しながら、より多くの構成員が参加するオムニバス形式の授

業に新たに模様替えした（根拠資料：2018 年度国際地域文化研

究科講義概要「国際文化論」）。 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 研究科の理念・目的等をより的確に反映したカリキュラムへの見

直しを引き続き行う。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 研究科の理念・目的等に関して、院生の授業アンケート結果にも

見られるように、必ずしも所属院生から十分な理解が得られてい

るとは言えず、また理念・目的等の点検作業に学生からの視点が

十分反映されていない状況がある。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 各教員が研究指導や授業等において、研究科の理念・目的等につ

いて具体的・実践的に示すよう更に心がけていくとともに、例年

行っている FD シンポジウム等の機会を通じて、学生からの視点

の吸い上げにも努める。 

 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

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

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 研究科構成員の業績申告書に関して、教員の資質の向上等のため

に具体的にどのように活用できるかについて検討の必要がある。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2017 年度始めに提出された前年度の業績申告書について研究科  
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運営委員会で検討し、引き続きその活用方法についても検討を続

けている。 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 研究指導教員等の評価・任用基準等について、年度末に総務担当

副学長より、研究科としての基準の策定準備を要請されたのを契

機に、研究科運営委員会での検討を開始した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 スペイン文学・文化担当教員の退職にともない、新たに同科目担

当者を博士前期課程研究指導補助教員として 2018 年 4 月 1 日か

らの任用が認められた（根拠資料：大学院委員会議事録、2018

年 2月 26日 ）。 

 

2-1-2 近現代日本文学担当教員の退職にともない、あらたに 2019 年 4

月 1 日からの同科目担当者として博士前期課程講義担当者が認め

られた（教職再課程認定との関係で 2019 年度から）（根拠資料：

大学院委員会議事録、2018年 2月 26日） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 更に適格者を博士前期・後期両過程において研究指導教員として

新たな任用を目指す。 

 

2-2-2 同上  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 研究指導教員等の評価・任用基準等が未策定である。  

3-1-2 2017 年度末に多くの教員が定年や再任用期間終了により退職し

たため、補充していく必要がある。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 研究指導教員等の評価・任用基準等の策定に向けた作業を続け

る。 

 

3-2-2 上記評価・任用基準の策定にあわせて新規の任用を積極的に行  
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う。 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 研究科への入学者の減少が続く中で、教育課程の編成・実施方針

等について現状にあわせ、今後をにらんだ検証が必要である。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 入学者・在学者の減少という現状にあわせた教育課程の編成・実

施方針等についての検証と見直しを研究科運営委員会を中心に引

き続き行った。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 学位授与方針、教育目標等について、全学での 3 つのポリシー改

編にあわせて、より簡潔で的確な表現に修正した（根拠資料：国

際地域文化研究科 3つのポリシー）。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 3 つのポリシーを含め、学位授与方針、教育目標等について定期

的な点検・検証を続ける。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 研究科への入学者の減少が依然続く中で、教育課程の編成・実施

方針等について検証や見直しが引き続き必要である。 
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2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 教育課程の編成・実施方針等について検証や見直しを継続する。  

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 依然として不開講が続く科目がある。  

1-1-2 2016 年度「大学院生による授業評価」の中で、「自分と関係のな

い科目」の履修義務や方法論に関する必修科目が多く、内容が重

複する場合があるという指摘が複数見られた。これは、本研究科

本来の特色である学際的・領域横断的な方法論科目や他領域科目

等の学修によって「複眼的」思考を身につけることが自分のテー

マ掘り下げに繋がるということが授業等を通じて院生に十分伝わ

っていないことを示している。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 不開講科目に関しては、隔年開講等の措置によって非常勤講師等

の手配を行い、その数を減らすよう努めた。 

 

1-2-2 「内容の重複」という点に関しては、既に触れた「国際文化論」

の改編によって、「地域研究方法論」との「重複」をなくすよう

努めるとともに、「自分と関係のない科目」の履修という点に関

しては、授業での教員の実践によって研究科での学修の特色や意

味の学生の理解を促すとともに、後で述べる授業アンケートに関

する FD シンポジウムの実施を通じて、この点に関する学生・教

員間の相互理解の促進を目指した。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 博士前期・後期両課程においてカリキュラム・ディプロマ・ポリ

シーに基づき、適切かつ良質な教育が行われている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 「教員・教員組織」の項目で既に触れたように、博士前期課程の

研究指導および講義担当に関して、2017 年度末の退職にあわせ
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て、スペイン文学・文化担当の研究指導補助教員および近現代日

本文学担当の講義担当者が新たに認められ、切れ目ない研究指導

体制および教育体制の確保が図られた（根拠資料: 大学院委員会

議事録、2018年 2月 26日）。 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 博士前期・後期両過程において、引き続き必要な適格者を研究指

導および講義担当者としての任用に努めることによって研究指導

体制・教育体制の更なる充実を目指す。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 クォーター制により効果的に対応した教育課程の編成・実施方針

について更なる検討が必要である。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 次項 C 2－1－2 で触れる 2017 年度 FD シンポジウムにおいて、ク

ォーター制に関して、大学院生にとっては、毎週 2 回の「横組

み」の授業形態より、1 日に 2 コマ連続して行う「縦組み」が授

業準備に関しても、修士論文執筆に向けての研究上からもやりや

すいという意見が出され、出席院生の殆どが賛成していたことも

あり、学生にとってはどのような形でのクォーター制下の教育課

程の編成・実施形態が望ましいか、といった点について研究科運

営委員会を中心に引き続き検討する。 

大学院教務

委員会 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 博士前期・後期課程における修士論文・博士論文完成に向けた各

種発表会や大学院論集等が、院生自身の研究成果の発表・検証の

場であるとともに、教員自身の研究指導や講義等における教育の

成果を検証する場でもある点に関して、研究科内で更に意識を高

め、教育内容・方法の改善に結びつけていく必要がある。 
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2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 論集の 2017 年度第 13 号は、8 本の投稿原稿の研究科の教育理念

を反映した多様な内容やその学術的水準から、教育成果等の発

表・検証の場として引き続き機能しており、また院生による各種

中間発表もそうした機能を十分果たしていると考えられるが、教

員側も自らの教育成果を検証する場として更に積極的に中間発表

等に関わっていくことが望ましい。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 修士論文の審査がディプロマ・ポリシーおよび「国際地域文化研

究科学位論文（修士論文・博士論文）審査基準」に基づき、厳格

かつ適切に行われ、審査結果について研究科委員会で審議・承認

され、研究科の教育成果を確認する機会ともなった。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 春学期 2 回（Q1・Q2）・秋学期 1 回（Q4）に実施した「大学院生

による授業評価」結果に関して、研究科運営委員会等で授業内

容・研究環境等における課題や問題点、そして改善方策等を検討

したうえで研究科委員会に諮って研究科構成員に周知し、2017

年度のカリキュラム編成や該当科目等の担当者の授業準備等に反

映させた（根拠資料：国際地域文化研究科「2017 年度『大学院

生による授業評価』実施結果報告書」；2018 年度国際地域文化研

究科授業概要）。 

 

2-1-2 2017 年度は、通常の学生による授業評価に加えて、授業評価自

体をテーマとして FD シンポジウム「国際地域文化研究科におけ

る研究・教育の充実・発展をめざして：近年の研究科院生による

授業評価内容とそれに対する改善の現状・課題をふまえて」を開

催し、研究科の教育について在学院生から包括的かつ率直な意見

を聞くことができた（根拠資料：国際地域文化研究科論集『国際

地域文化』第 13号（2018年 3月）、pp.189-90）。 

 

2-1-3 博士前期課程において、研究科が修士論文執筆に向け内容等に関

する包括的なチェックを行うために義務付けている 2 度の修士論

文中間発表会（M2 生対象）の第 1 回目を 7 月に、第 2 回目を 11

月及び 12 月に開催した。各発表者の修士論文完成に向けた進捗

状況を確認し、研究科として研究上のアドバイスを行うととも

に、3 領域それぞれにおいて研究指導が適切に行われ、研究科全

体としても博士前期課程に相応しい適切な教育内容が提供されて

いることを確認した（根拠資料：大学院論集『国際地域文化研

究』第 13号（2018年 3月）、p.193）。 
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2-1-4 博士後期課程に関しては、研究科の教員・院生の参加の下で、1

年次春学期（D１）に研究計画発表会によって博士論文に向けた

研究計画を確認し、2 年次（D2）春学期には博士論文構想発表会

において具体的な論文構成や執筆計画を確認し、3 年次（D3）春

学期には博士論文中間発表会において研究の進展状況や執筆状況

を最終的に確認するなど、指導教員・副指導教員だけでなく研究

科全体として、博士論文研究に関する包括的なチェックを段階的

に行う体制となっている。2017 年度は、該当者のいる博士論文

研究計画発表会（D1 生対象：1 名）を 5 月に、 博士論文中間発

表会（D3 生対象：2 名）を 7 月に開催し、発表者の博士論文執筆

に向けた進捗状況を確認し、多くの有益なコメントによって研究

科として研究上のアドバイスを行うとともに、各発表者に対して

研究指導が適切に行われ、研究科全体としても博士後期課程に相

応しい適切な教育内容が提供されていることを確認した（根拠資

料：大学院論集『国際地域文化研究』第 13 号（2018 年 3 月）、

p.193）。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 「大学院生による授業評価」をクォーター制を踏まえた形で、

春・秋学期末に実施（春学期には Q1・Q2 について尋ね、秋学期

には Q3・Q4 について尋ねる）して、教育課程や教育内容・方法

の検証や改善に引き続き積極的に活用する。 

 

2-2-2 2018 年度も授業評価ないし教育課程や教育内容・方法の改善方

策等に関して、院生も交えた形の FD シンポジウム等を実施し、

研究科での教育に関する教員・院生間の相互理解の促進と教育内

容の改善のための機会とする。 

 

2-2-3 引き続き 2 度の修士論文中間発表会を通じて、各発表者の修士論

文執筆に向けた進捗状況を確認し、研究科として研究上のアドバ

イスを行うとともに、3 領域それぞれにおいて研究指導が適切に

行われ、研究科全体としても博士前期課程に相応しい適切な教育

内容が提供されていることの確認を続ける。 

 

2-2-4 博士後期課程に関しては、該当者のいる博士論文構想発表会（D2

対象）と博士論文中間発表会（D3 対象）を開催して、発表者の

博士論文執筆に向けた進捗状況を確認し、研究科として研究上の

アドバイスを行うとともに、各発表者に対して研究指導が適切に

行われ、研究科全体としても博士後期課程に相応しい適切な教育

内容が提供されていることの確認を続ける。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 上記 FD シンポジウムの際に院生側から、領域ごとに行われてい  
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る博士前期課程の修士論文中間発表会に他領域の教員や院生がも

っと積極的に出席して欲しいとの要望があった。これは本来学際

的・領域横断的地域研究を掲げる本研究科として本来当然のこと

であるにもかかわらず、近年他領域の中間発表への参加が低調と

なっていたのは事実で、改善の余地がある。 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 教員・院生に対して他領域の発表会への参加を促すとともに、修

士論文執筆者数がかつてほど多くないこともあり、領域ごとの中

間発表会実施というこれまでの方式自体を見直し、まさに「領域

横断的」中間発表会の実施についても検討に値しよう。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 研究成果公表を引き続き在学院生に促す必要がある。  

1-1-2 本研究科主催の「大学院生のためのキャリア就職セミナー」に

は、他研究科院生や学部生にも参加者がみられるが、研究科院生

の減少などから本研究科による単独開催には限界もあり、大学院

生のキャリア就職支援と入試広報との関連も含めて、全学的な議

論や検討が望まれる。 

大学院委員

会、大学院

入 試 委 員

会、キャリ

ア支援室 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 研究科として指導教員等を通じて研究成果の公表促進のための方

策等につき指導に努めた 

 

1-2-2 新たな試みとして、「大学院生のためのキャリア就職セミナー」

を社会科学研究科と共同開催し、文系の大学院生としてキャリア

や就職に関する共通の問題や課題への対応に努めた。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 国際地域文化研究科論集『国際地域文化』第 13 号（2018 年 3

月）をはじめ、博士前期・後期課程在学生によって積極的な論文

発表が行われた。 
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２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 博士前期課程に関しては、研究科を構成する 3 領域から文化(1

本)・文学（１本）・歴史（3 本）・国際関係（2 本）のテーマに関

する 7 本の修士論文が提出されたが、それらは研究科の多様な地

域研究を反映するだけでなく、ディプロマ・ポリシーが謳う地域

研究の専門的な知識、研究能力、異文化理解といった要件を十分

に満たす水準の研究成果と評価された（根拠資料：2017 年度国

際地域文化研究科修士学位論文）。 

 

2-1-2 上記 1－2－2 でも述べたように、「高度な専門的職業人」および

「研究者」の育成という研究科の教育目標との関連で、教育成果

の一つの指標ともいえる進路・就職において在学生のキャリア意

識を高め、研究科での教育と修了後の進路との関連に対して在学

生がより自覚的になることを促すことを目的として、本研究科と

社会科学研究科の共催で「大学院生のためのキャリア就職セミナ

ー」を開催し、教員および企業人事担当者による基調講演ととも

に、修了院生による自らの経験や大学院教育と就職キャリアとの

関係等についての考えを話してもらい、在学生のキャリア意識の

向上を目指すとともに、両研究科教員に対しても大学院教育の社

会的意味について具体的に考える機会の提供を図った。アンケー

ト結果も有意義というものが多かった（根拠資料：2017 年度第

11 回国際地域文化研究科委員会報告資料 1、国際地域文化研究科

論集『国際地域文化』第 13号（2018年 3月）、pp.189）。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 博士前期課程に関しては、引き続き研究科の理念・目的等に適っ

た水準の高い修士論文完成のための指導に努める。 

 

2-2-2 「高度な専門的職業人」および「研究者」の育成という研究科の

教育目標に沿った形で、在学院生の進路・就職における具体的支

援の試みを継続する。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 教育成果を図る物差しの一つとしての修了後のキャリア・就職に

関わる「大学院生のためのキャリア就職セミナー」については、

2017 年度の社会科学研究科との共催によって研究科在学生数減

少などに伴う単独開催における問題点に関しては大きな改善が見

られたが、大学院生のキャリア就職支援と入試広報との関連等に

関しては、依然として全学的な議論や検討が望まれる。 

大学院委員会 

入試課 
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2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 大学院生向けのキャリア就職支援のあり方と入試広報との関係等

に関して、引き続き研究科内で議論を続け、全学的な議論や取り

組みを促すとともに、「大学院生のためのキャリア就職セミナ

ー」については、2018年度も他研究科との共同開催を目指す。 

社会科学研

究科他 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 ミニ FD シンポジウム等を通じて研究科への進学者、特に内部進

学者の拡大を目指したものの、必ずしも実際の志願者および進学

者の増加に結びついておらず、効果的な入試広報等について引き

続き検討が必要である。 

 

1-1-2 南山エクステンション・カレッジ公開講座に関しても、受講者へ

の研究科の簡単な紹介や入試説明会の通知等を行ったものの、そ

の後の入試説明会への出席者はなく、本研究科への受験者もゼロ

であった。 

南山エクステ

ンション・カ

レッジ事務室 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 前年度のミニ FD シンポジウ等で示された経験やノウハウも参考

に研究科教員に対して改めて学部ゼミ生等の指導において、本研

究科への進学を進路やキャリアのオプションの一つとして示すよ

う促すとともに、「本学大学院推薦入学審査の受験を希望する在

学生の交換留学への応募」に関する新たな制度の 2019 年度導入

への動きにあわせて、研究科運営委員会を中心に留学を内部進学

者促進に役立てるための方策について検討した。 

 

1-2-2 南山エクステンション・カレッジ公開講座の受講者に対する効果

的な入試広報について、研究科運営委員会を中心に検討した。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学生募集および入学者選抜に関しては、アドミッション・ポリシ

ーに基づき、公正かつ適切に実施されており、研究科運営委員会

でも定期的に検証を行っている。 

 

1-3-2 研究科委員会において、「2018 年度大学院国際地域文化研究科重

点活動目標」を設定し、「志願者の確保および定員の充足」を最
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重点目標に掲げ、進路支援、志願者募集活動の強化等を有機的・

戦略的に結びつけることを目指した。 

1-3-3 南山エクステンション・カレッジ公開講座を 2017 年度も引き続

き開催し、研究成果の社会への還元と研究科の研究活動の社会へ

の広報とともに、社会人を中心とする入試広報にも役立てること

を目指した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 留学生別科から初めての入学者が 1 名あり、また留学生について

も 2 年ぶりに 2 名の入学者があった（根拠資料：2018 年度国際

地域文化研究科春季入試入学者）。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 全学的な留学生別科修了生の本学大学院入学促進への動きとも連

携し、別科からの入学促進の方策等について研究科運営委員会で

検討するとともに、留学生についても本学学部在学生を中心に研

究科への進学促進を図る。 

入試課、国際

センター 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 効果的な入試広報等について引き続き検討が必要である。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 大学院入試説明会とキャリア就職説明会との有機的結合のための

方策を研究科運営委員会で検討するとともに、学部生が出席しや

すいように、昼休み等を利用したミニ入試説明会等の実施を検討

する。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

 

以上 
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2017年度社会科学研究科自己点検・評価報告書 

 

社会科学研究科長 石川 良文 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 特になし  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 研究科委員会において、研究科及び各専攻の３つのポリシーにつ

いてその適切性を検証し、追記等一部修正した。 

 

1-3-2 2018 年 3 月 7 日に社会科学研究科自己点検・評価委員会を開催

し、現状等の確認を行った。 

 

1-3-3 各専攻で学生との懇談会等を実施し、学生との意見交換を行って

いる。 

 

1-3-4 入学前ガイダンスで、新入生に対して研究科の理念、目的を説明

している。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 特になし  

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  
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2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 特になし  

 

 

≪教員・教員組織≫ 

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

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 研究指導教員、研究指導補助教員の資格が得られるよう積極的な

研究活動を促すと共に、資格のある教員については速やかに昇格

させる。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 研究指導教員、研究指導補助教員の業績評価を行い、研究指導教

員（前期課程）として経済学専攻１名、研究指導補助教員（前期

課程）として経済学専攻２名の昇格人事を行った。 

また、ビジネス研究科から経営学専攻への移籍を、研究指導教員

（前期課程）４名、研究指導補助教員２名について行った。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 講義担当者として、経済学専攻において２名、総合政策学専攻に

おいて２名の追加委嘱手続きを行った。 

 

1-3-2 研究科ＦＤ委員会を 2018 年 3 月 7 日に開催し、教員の資質の向

上を図るためのＦＤのあり方について意見交換を行った。また、

研究科教員参加のＦＤに関する懇談会を 2018 年 3 月 7 日に行っ

た（参加者 29名）。 

 

1-3-3 研究指導教員、研究指導補助教員、講義担当者の別について大学

院委員会での全体方針（第三者機関による評価）に基づいて評価

した。 

 

1-3-4 研究指導教員、研究指導補助教員、論文の主査を大学院委員会で

の全体方針に従って明確にしている。 

 

1-3-5 研究指導教員は、全ての大学院生の研究指導計画を提出すること

としており、教員の資質の向上、維持に努めている。 

 

1-3-6 各専攻で FD 講演会等を開催するときは報告事項とし、各専攻で

積極的に FD 活動を行うように促している。2017 年度に経済学専

攻、経営学専攻、総合政策学専攻それぞれで年 1 回以上の FD 講
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演会（研修会）を行っている。 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 研究指導計画書の提出により、個別の学生についての指導、具体

的な研究の進め方の指導方針がより明確になっている。同時に、

副研究指導教員の役割、指導回数も明確になっている。 

 

2-1-2 教員の能力・資質の向上により、2018 年度４月から博士前期課

程において研究指導教員として経営学専攻４名、経済学専攻１

名、研究指導補助教員として経営学専攻２名、経済学専攻２名、

講義担当者として、経済学専攻２名、総合政策学専攻２名を追加

委嘱の手続きをすることができた。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 研究科における研究指導教員の認定基準の内規を制定し、能力、

資質の向上についての目標を明確にし、そのための研究、教育活

動を促す。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 ・研究科では大学院委員会全体の研究指導教員、補助教員等の昇

格方針に準拠しており、研究科としての明確な認定基準がな

い。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 研究科における研究指導教員の認定基準の内規を制定し、研究指

導教員、補助教員、講義担当者の能力、資質等をより明確にす

る。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  
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2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 特になし  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 ディプロマポリシー及びカリキュラムポリシーの修正の必要性に

ついて検討し、改正を行った。 

 

1-3-2 各専攻で実施された「院生による授業評価」について、2018 年 2

月 24 日開催の研究科委員会で報告し、2018 年 3 月 7 日に開催さ

れた研究科の自己点検・評価委員会において、教育目標・学位授

与方針・教育課程の編成・実施方針の適切性について意見交換を

行った。 

 

1-3-3 ３専攻の後期課程において、「課程博士学位請求論文の提出要件

と審査手続きに関する申し合せ」を制定した。 

 

1-3-4 ３専攻の後期課程において、外国語検定試験の実施要領を制定し

た。 

 

1-3-5 入学前ガイダンス、在学生ガイダンスで、カリキュラムの説明、

方針、学位論文審査基準等を学生に周知している。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 後期課程については、完成年度を迎えていないため、ディプロマ

ポリシー、カリキュラムポリシーについて見直しを行っていな

い。 
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2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 後期課程は 2018 年度で完成年度を迎えるため、教育目標、学位

授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について検証

し、必要な改定を行う。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 研究指導体制及び科目群のより一層の充実を図る必要がある。  

1-1-2 退職教員の補充人事を速やかに行う必要がある。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 前期課程の研究指導教員として経済学専攻１名、経営学専攻４

名、同じく前期課程の研究指導補助教員を経済学専攻２名、経営

学専攻で２名追加委嘱手続きをすることで、前期課程の研究指導

担当者が増加し、学生にとって研究テーマの選択の幅が広がっ

た。また、講義科目を経済学専攻、総合政策学専攻でそれぞれ追

加し、科目群の充実が図られた。 

 

1-2-2 総合政策学専攻で退職教員の補充人事を行い、これまで非常勤で

補っていた科目を専任の教員で実施する体制が構築できた。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 複数指導体制と研究指導計画書及び報告書により教育内容を確認

している。 

 

1-3-2 前期課程については、2017 年度からクォーター制に移行し、短

期集中型の効果的な授業運営ができた。 

 

1-3-3 教職課程のための再課程認定の申請を行った。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 2017 年度の大学院生による授業評価において、各専攻共に授業

内容、カリキュラム全体について高い評価であった。 

 

 

 

297



2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 前期課程の研究指導体制はかなり充実してきたが、後期課程の研

究指導体制を充実する必要がある。 

 

3-1-2 後期課程が完成年度を迎えるため、セメスター制からクォーター

制への移行を検討する必要がある。 

 

3-1-3 後期課程の９月入学に対応した教育課程にする必要がある。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 後期課程の研究指導、研究指導補助教員の昇格人事のための教員

評価を行い、資格が十分認められる教員について昇格人事を行

う。 

 

3-2-2 後期課程のクォーター制への移行を検討する。  

3-2-3 後期課程の９月入学に対応したカリキュラムに変更する。  

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 特になし  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 各専攻において「大学院生による授業評価」を行い、研究科委員

会で報告している。また、それに基づき社会科学研究科ＦＤ懇談

会で教育内容・方法等について意見交換を行った。 
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1-3-2 2018 年３月７日にＦＤ委員会でＦＤ懇談会の意見を基に更に改

善策について意見交換を行った。 

 

1-3-3 2018 年３月７日の社会科学研究科自己点検・評価委員会におい

て、教育成果の確認、改善事項について意見交換を行った。 

 

1-3-4 年度初めに主指導教員が研究指導計画書を提出し、年度末に副指

導教員が研究指導報告書を提出することによって教育内容・方法

の検証と改善を行っている。 

 

1-3-5 総合政策学専攻において、学部と共催の講演会を実施した。  

1-3-6 各専攻で行われている懇談会で、学生からの意見を聞いている。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項注 ）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 授業評価において、各専攻で高い評価を得ている。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 特になし  

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 修了予定の一部の学生による投稿にとどまっているため、より多

くの学生が投稿する必要がある。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された ※ 
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か) 

1-2-1 2017 年度は、総合政策学専攻の紀要「南山総合政策研究」に院

生の論文４編が掲載された。また、「南山論集（経済・経営編）」

に院生の論文４編が掲載された。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 ・経済学専攻において 2017 年３月修了予定の学生 7 名のうち 6

名が修了し、修士の学位が授与された。 

・経営学専攻において 2017 年度３月修了予定の学生 2 名のうち

2名全員が修了し、修士の学位が授与された。 

・総合政策学専攻において 2017 年度３月修了予定の学生 4 名の

うち 3名が修了し、修士の学位が授与された。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 総合政策学専攻博士後期課程の学生のうち１名は、海外ジャーナ

ルに査読付論文１編が掲載された。また、総合政策学専攻博士後

期課程の２名の学生が学会で成果発表を行った。社会科学研究科

では、学位論文審査基準として「独創的、学術上の貢献」を明示

しており、学会の査読付き論文の公刊、学会での研究発表を行う

ことができたことは、審査基準の一つを客観的にクリアできたこ

とを示している。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 博士前期課程の学生に対しても、積極的に学会で発表するよう促

す。また、水準の高い研究成果が得られている学生には、学会の

査読付き論文に投稿するよう促す。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 特になし  
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≪学生の受け入れ≫ 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 定員の充足に向けて、現在行っている広報活動の充実、新たな広

報活動の実施を積極的に行わなくてはならない。 

 

1-1-2 研究指導教員が限られており、学部ゼミから直接大学院の研究指

導につながる体制が十分でない。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 市販の大学院ガイドにおいて社会科学研究科総合政策学専攻の特

集として２ページ掲載した。 

 

1-2-2 2017 年度から前期課程において 9 月入学制度ができたことを、

大学院入試説明会でアピールした。 

 

1-2-3 2017 年度から 9 月入学制度を設け、総合政策学専攻前期課程で

１名の入学があった。そのため、2017 年度総合政策学専攻の前

期課程入学者数は 4月入学を含め 5名となった。 

 

1-2-4 総合政策学専攻において、学部と共催の講演会を行い、大学院の

活動をＰＲした。 

 

1-2-5 前期課程の研究指導教員として、経済学専攻１名、経営学専攻 4

名、同研究指導補助教員として、経済学専攻 2 名、経営学専攻 2

名昇格人事を行い、研究指導体制を充実させたことにより、学部

からの受験生のテーマの連続性が充実した。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学生募集は、一般入学試験、社会人入学審査、推薦入学審査、飛

び級入学審査、他専攻推薦入学審査、国外在住者入学審査、国内

在住入学審査、他大学オープン推薦入学審査、別科推薦入学審査

など多様な入試制度を設け、公正かつ適切な入学審査を行い、研

究科委員会で審議決定している。また、審議過程においてその適

切性について検証している。 

 

1-3-2 定員の充足に向けて、年に２回の大学院全体での説明会に加え

て、専攻ごとに積極的な広報活動を行っている。例えば、経済学

専攻では学外において社会人向けセミナー兼大学院説明会（年２

回開催）、経済学部生向けの大学院説明会などを行った。 
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1-3-3 大学院へ進学した後の就職難の懸念を払しょくするため、国際地

域文化研究科と共同で大学院生のためのキャリアセミナーを新た

に開催し、学部学生が参加した。 

 

1-3-4 研究科委員会で３つのポリシーについて検証し、アドミッション

ポリシーの改正を行った。 

 

1-3-5 研究科の戦略的な広報活動として、研究科のＷＥＢページ作成ワ

ーキングを立ち上げ、ＷＥＢページの内容を検討した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 2017 年度 9 月入学のための審査において、総合政策学専攻で２

名の志願者があった。2018 年度 4 月入学のための審査におい

て、経済学専攻 4 名、経営学専攻 4 名、総合政策学専攻 7 名の志

願者があった。また、定員は充足していないが、2018 年度 4 月

入学について前期課程で 12名の合格者があった。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 研究科の戦略的広報活動として、2018 年度に WEB ページを公開

する。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 後期課程の志願者が 0名であった。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 後期課程の研究指導教員、研究指導補助教員の充実を図り、志願

者を受け入れられる研究テーマの幅を広げる。 

 

3-2-2 前期課程に在籍する学生のうち、後期課程進学についてＰＲす

る。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2017年度社会科学研究科経済学専攻自己点検・評価報告書 

 

経済学専攻主任 阪本 俊生 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1   

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 社会人、学生、その他一般人向け講演会(イブニング・セミナー 

年 2 回開催)におけるアンケート等による情報収集をおこなって

いる。 

 

1-3-2 新年度の直前の 3 月 31 日に新入生および在学生合同のガイダン

スを実施。 

 

1-3-3 5月 10日(水)に、全院生を対象とする懇談会を実施。  

1-3-4 5月 10日(水)に、全院生を対象とする教員との懇親会を開催。  

1-3-5 3月 7日(水)に修了記念パーティーを実施  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 5 月 10 日(水)に、全院生を対象とする懇談会を開催し、教育や

研究の現状について確認した。 

 

2-1-2 5 月 10 日(水)の 18 時 30 分からの懇親会にて、院生と教員間お

よび学年の異なる院生間の交流を深めた。 

 

2-1-3 5 月 10 日(水)の懇親会および 3 月 7 日(水)の修了記念パーティ

ーには、社会人学生も積極的に参加し、経済学専攻内の学生間

(学年を越えた)および教員と学生との交流を活発におこなってい

る。 
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2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 経済学専攻で開催されている懇親会を、社会科学研究科全体での

開催が発案されている。 

社会科学研究

科。 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 特になし。  

 

 

≪教員・教員組織≫ 

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

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 本専攻教員が所属する経済学部において、「経済学部における教

員評価の基準と実施体制に係る内規」が定められ、「教員評価シ

ート」により、その達成の成否に関するチェックが実施されてい

る。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 特になし。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 教員評価の基準に関する学内人事規程、学部内規および外部評価

機関による評価および学内手続きに基づき、研究指導教員 1 名、

研究指導補助教員 2名の昇格人事をおこなった。 
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2-1-2 専門分野および担当能力に関する経済学専攻協議会による選考お

よび学内手続きを経て、経済学部教員のなかから経済学専攻の科

目担当者として 2名を新たに追加した。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 特になし。  

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1   

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 経済学専攻 FD 研修会を 3 月 5 日(月)に、経済学部と合同開催し

た。 

経済学部 

1-3-2 3月 7日(水)に研究科 FD懇談会が開催された。 社会科学研究

科 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を ※ 

305



記述してください 

2-1-1 経済学専攻の「課程博士学位請求論文の提出要件と審査手続きに

関する申し合わせ」を作成した。 

社会科学研究

科 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 特になし。  

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1   

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 複数指導体制により、充実した指導がおこなわれている。指導教

員および副指導教員より指導内容に関する研究指導計画書および

報告書が提出されている。 

 

1-3-2 2017 年度より博士前期課程のクォーター制および 9 月入学制度

を実施している。 

社会科学研究

科 

1-3-3 教職科目のための、再課程認定の申請をおこなった。また 2019

年度からの新たな教職科目として「地域経済学」を追加申請し、

そのための学則改正および履修要項の変更をおこなった。 
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２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 2018 年度から研究指導の専攻科目として「地域経済学」が、ま

た 2019 年度から講義科目として「地域経済学」が新たに加わ

り、教育の充実がはかられている。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 なし。  

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1   

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学生による授業評価アンケートを実施している。  

1-3-2 学生による授業評価アンケートについて、教員には経済学専攻会

議、社会科学研究科委員会において、学生には新年度の懇談会に
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おいてアンケート結果の報告・説明をおこなっている。 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 学生による授業評価アンケート結果において、個々の授業に関す

る 5 段階評価で、 5(最高評価)が 7 名、4 が 2 名(総数 9 名のう

ち)と高い評価を得ている。 

 

2-1-2 学生による授業評価アンケート結果において、カリキュラムに関

しては 5 が 5 名、4 が 3 名、3 が 1 名(総数 9 名のうち)であり、

こちらも概ね評価されており、2と 1はいなかった。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 特になし  

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1   

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 
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1-3-1 2017 年度、3 月修了予定の院生 7 名(内社会人は 3 名)のうち、6

名が修了した。 

 

1-3-2 大学院論集(『南山論集(経済・経営編)』)を発行し、学生への積

極的な投稿を促している。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 『南山論集』には、2017 年度修了生 6 名のうち、4 名の修了年次

生が『南山論集（経済学・経営学編）』44 号に論文を投稿し、掲

載予定である。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 来年度も引き続き、『南山論集』への投稿を、ガイダンス等を通

じてさらに推奨していく。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 特になし。  

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2017 年度入試において、経済学専攻への合格者は 4 名であっ

た。また後期課程の志願者は 0 名であり、いずれも定員を満たせ

なかった。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 
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1-2-1 経済学部生向けの大学院説明会(研究者志望の学生を含む)を 10

月 11 日(水)に実施して改善をはかっている。なお、上記説明会

については、学部演習を通じて 2、3 年の学部生全員にアナウン

スした。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2018 年度入試において、経済学専攻への合格者は 4 名であっ

た。また後期課程の志願者は 0名であった。 

 

1-3-2 大学院入試説明会を 5 月 13 日(土)および 12 月 9 日(土)に実施し

た。 

南山大学大学

院 

1-3-3 社会人のための講演会(イヴニング・セミナー)を 7 月 7 日(金)と

12月 8日(金)の 2回開催した。 

 

1-3-4 イヴニング・セミナーでは、来場者に対してアンケートを実施す

ることにより専攻への要望等の情報収集をおこなっている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 経済学部生向け大学院説明会の参加者は 2名であった。  

2-1-2 イヴニング・セミナーを通じて、経済学専攻教員の研究成果の社

会還元をおこなうとともに、各講演後の説明会において、専攻に

関する情報を社会に向けて発信しており、 

 

2-1-3 イヴニング・セミナーで実施した来場者情報により案内を出し、

一定のリピーター参加者があり、そのなかから、大学院入学に関

する問い合わせもある。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 前年度に続き、2017年度も後期課程入学者がゼロであった。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 イヴニング・セミナーおよび学部生向け説明会を継続し、大学院  
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入学者の確保に努める。 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2017年度社会科学研究科経営学専攻自己点検・評価報告書 

 

経営学専攻主任 安田 忍 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1   

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 博士前期課程に関するディプロマ・ポリシーについて、学生が身

に付けるべき資質・能力の目標を明確化するため、一部、内容や

表現を修正した。 

 

1-3-2 入学前ガイダンスの際に、新入生よび在学生合同の入学前ガイダ

ンスを実施し、その席上、3 つのポリシーを配布、説明して学生

に周知を図るとともに、意見を求めている。 

 

1-3-3 2018 年 3 月、社会科学研究科自己点検・評価委員会を実施し、

現状等の確認をした。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1   

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 3 つのポリシーは、現在、大学全体の方針として基本事項を中心

に大枠を記載する方針で作成されているが、漸次見直し、精緻化
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して行く必要がある。 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1   

 

 

≪教員・教員組織≫ 

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

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1   

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 経営学部、経営学専攻、ビジネス専攻の共催により、ＦＤに関す

る講演会を実施した。2017 年度のテーマは学生の主体的な取り

組みをどのように支援するか、成果をあげている学部およびビジ

ネス専攻の教員に事例を交えて講演してもらった。 

 

1-3-2 毎年、教員の資質向上を図るため、「経営学部における教員評価

の基準と運営体制に係る内規」を準用し、経営学専攻としても研

究業績のレビューを実施している。 

 

1-3-3 2018 年 3 月に研究科ＦＤ委員会を開催し、専攻ごとのＦＤ活動

を確認した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 2017 年度において、2018 年度から博士前期課程に研究指導教員

４名、研究指導補助教員２名を追加するための手続きを行った。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 
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2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2018 年度中に、研究指導教員、研究指導補助教員への昇格のた

めの基準として「社会科学研究科における研究指導教員の評価基

準に係る内規」を整備する。また、同内規に従って適切な教員配

置を行う。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1   

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1   

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 博士前期課程に関するディプロマ・ポリシーについて、学生が身

に付けるべき資質・能力の目標を明確化するため、一部、内容や

表現を修正した。 

 

1-3-2 博士前期課程に関するカリキュラム・ポリシーについて、教育課

程に沿って内容をより明確にするため、一部修正した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 入学前ガイダンスにおいて新入生よび在学生合同のガイダンスを

実施し、その際、3 つのポリシー、および学位論文審査基準を配

布、説明して、周知を図ることで、学生がその内容を認識してい

 

314



る。（資料）入学ガイダンス資料 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 3つのポリシーは、漸次見直し、精緻化して行く必要がある。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 博士後期課程は 2018 年度に完成年度を迎えるため、2019 年度に

向けて内容を見直しておく必要がある。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1   

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 教職課程再課程認定の申請にあわせて、十分な科目数を提供して

いる教職課程の「教科に関する科目」から 3 科目を削除し、スリ

ム化を図った。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 2018 年度から博士前期課程に研究指導教員４名、研究指導補助

教員２名の追加が承認された。これにより博士前期課程での研究
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指導の分野に広がりができ、従前よりも研究分野に関する柔軟な

志願者の受け入れが可能となった。（資料）2017,2018 研究科委

員会構成（研究指導教員、補助教員） 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 現在セメスター制で実施されている博士後期課程が 2018 年度に

完成年度を迎えるので、2019 年度以降、クオーター制の導入に

向けた教育課程の編成を準備しなければならない。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 履修要項の改正作業を行っている（修正案の作成および３専攻で

の調整） 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1   

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 社会科学研究科自己点検・評価委員会を実施し、教育内容・方法

の改善について検討している。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を ※ 
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記述してください 

2-1-1 授業評価アンケートを春学期および秋学期の年 2 回実施し、その

結果を社会科学研究科委員会およびビジネス研究科委員会で報告

し、授業内容・方法の改善のための資料として提供している。

（資料）アンケート用紙、報告書、研究科委員会記録 

 

2-1-2 複数指導体制による研究指導を徹底しているが、それにより、副

指導教員が主指導教員の指導方針や学生の研究進捗度を確認し、

また、両者が相談の上で、学生に対する主指導教員と別の視点か

らのアドバイスを提供することで、教育内容、方法の改善につな

がっている。（資料）大学院生研究室と指導教員 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 博士前期課程では各年次とも同一研究分野に入学者が集中してお

り、2018 年度は、適正な指導の観点から主指導教員を複数の教

員で分担してもらうことにしている。教員から、指導方法の違い

によって学生の不満が生じないかとの懸念があるが、そのような

ことのないよう配慮し、経緯を見守る必要がある 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 主指導教員と副指導教員をたすき掛けに配置し、指導教員同士の

意思疎通を図るようにする。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 博士前期課程で 1 名の学生が、標準年限（2 年）での修了ができ

なかった。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 
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1-2-1 指導の下、2017年度 9月に修了することができた。  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1   

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 博士後期課程が 2018 年度に完成年度を迎えるため、学位論文提

出のための要件、審査基準、審査手続きを「課程博士学位請求論

文の提出要件と審査手続きに関する申し合わせ」として整備し、

学生および教員への周知を図ることとした。（資料）「申し合わ

せ」 

 

2-1-2 2017 年度は博士前期課程２名の学生が、標準年限（2 年）で修了

した。（資料）「修了者」 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 博士後期課程では 2018 年度に初めて修了生が出る予定である

が、修了を確実にするための指導の徹底を指導教員に依頼すると

ともに、要件や手続きに遺漏がないよう配慮を行う必要がある。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 課程博士学位請求論文の提出要件と審査手続きに関する申し合わ

せ」を確定し、周知を図る。 

 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学内からの進学者を増やす。  
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2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2017 年度は学内からの進学者がゼロであり、改善できなかっ

た。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2017 年度入学者は博士前期課程 2 名、博士後期課程 1 名であっ

た。 

 

1-3-2 内容が明確になるよう、アドミッションポリシーを一部修正し

た。 

 

1-3-3 経営学部生全員に指導教員を通じて大学院入試説明会のパンフレ

ットを年 2回配布してもらい、学部生の参加を呼びかけている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 2019 年度入試から博士後期課程にも 9 月入学のための入試を実

施することを決定し、2017 年度において入試要項の作成等、導

入に向けての準備を行った。 

 

2-1-2 大学院広告紙リクルート「スタディサプリ」に経営学専攻の内容

と教員紹介ページを追加掲載した。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2017 年度には社会科学研究科および経営学専攻を含む 3 専攻独

自の Web ページを 2018 年度から開設するための準備を始めた

が、2018 年度はその内容を適宜見直し、充実を図るなどして、

志願者獲得に結びつけなければならない。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 
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3-2-1 2018 年度からの Web 開設を確実に実行するため、2018 年から研

究科として Web 委員会を設置し、各専攻から委員を選出してい

る。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2017年度社会科学研究科総合政策学専攻自己点検・評価報告書 

 

総合政策学専攻主任 David M. Potter 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 特になし  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 専攻の 3 つのポリシーについてその適切性を検証し、追記等一部

修正した。 

 

1-3-2 2018 年 3 月７日に社会科学研究科自己点検・評価委員会を実施

し、現状等を確認した。 

 

1-3-3 3月 20日に修了者との懇親会を行った。  

1-3-4 入学前ガイダンスで、新入生に対して専攻の理念等を説明した。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 修了者との懇談会での意見交換で理念と目的の適切性を確認でき

た。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  
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2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 特になし  

 

 

≪教員・教員組織≫ 

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

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 特になし  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 5月 3日に学部と共催の FD講演会を行った。  

1-3-2 2016 年度の教員の退職に伴って、博士前期課程および博士後期

課程において開発経済学枠の講義担当を委嘱した。 

 

1-3-3 新たな講義科目の追加に伴い、その科目の適切な講義担当者を委

嘱した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 2018 年 4 月から博士前期課程および博士後期課程の開発経済学

枠の講義担当を確定した。 

 

2-1-2 2018 年 4 月任用博士前期課程で新しく 1 名の講義担当の追加委

嘱を行った。 

 

2-1-3 研究指導計画書の提出により、個別の学生についての指導、具体

的な研究の進め方の指導方針がより明確になっている。同時に、

副研究指導教員の役割、指導回数も明確になっている。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 
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2-2-1 専攻における研究指導教員の認定基準の内規を制定し、能力、資

質の向上についての目標を明確にし、そのための研究、教育活動

を促す。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 学部ゼミと専攻との連携強化を継続する。  

3-2-2 専攻における研究指導教員の認定基準の内規を制定し、研究指導

教員、補助教員、講義担当者の能力、資質等をより明確にする。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 特になし  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 教育課程の適切性について検証を行い、新たな科目が必要との審

議を研究科委員会で行った。 

 

1-3-2 ディプロマポリシー及びカリキュラムポリシーの修正の必要性に

ついて検討し、改正を行った。 

 

1-3-3 専攻で実施された「院生による授業評価」について、2018 年 2

月 24 日開催の研究科委員会で報告し、2018 年 3 月 7 日に開催さ

れた研究科の自己点検・評価委員会において、教育目標・学位授

与方針・教育課程の編成・実施方針の適切性について意見交換を

行った。 

 

1-3-4 後期課程において、「課程博士学位請求論文の提出要件と審査手  
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続きに関する申し合せ」を制定した。 

1-3-5 後期課程において、外国語検定試験の実施要領を制定した。  

1-3-6 入学前ガイダンス、在学生ガイダンスで、カリキュラムの説明、

方針、学位論文審査基準等を学生に周知している。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 後期課程については、完成年度を迎えていないため、ディプロマ

ポリシー、カリキュラムポリシーについて見直しを行っていな

い。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 後期課程は 2018 年度で完成年度を迎えるため、教育目標、学位

授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について検証

し、必要な改定を行う。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 教育内容を継続するため、国際開発の後任人事を行わなくてはな

らない。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 
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1-2-1 講義科目を追加し、科目群の充実が図られた。  

1-2-2 2017 年度には博士前期課程および博士後期課程の開発経済学枠

の講義担当（専任教員）の任用手続きを完了した。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 複数指導体制と研究指導計画書及び報告書により教育内容を確認

している。 

 

1-3-2 前期課程については、2017 年度からクォーター制に移行し、短

期集中型の効果的な授業運営ができた。 

 

1-3-3 教職課程のための再課程認定の申請を行った。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 2018 年 4 月付任用開発経済学枠の講義担当（専任教員）を確定

した。［根拠資料：研究科委員会審議資料(2018 年 1 月 17 日開

催)］ 

 

2-1-2 2017 年度の大学院生による授業評価において、各専攻共に授業

内容、カリキュラム全体について高い評価であった。［根拠資

料：授業評価結果（研究科会議資料、2018年 2月 24日開催）］ 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 前期課程、後期課程の研究指導教員、補助教員の追加委嘱を行

い、研究指導体制を充実する必要がある。 

 

3-1-2 後期課程が完成年度を迎えるため、セメスター制からクォーター

制への移行を検討する必要がある。 

 

3-1-3 後期課程の９月入学に対応した教育課程にする必要がある。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 後期課程の研究指導、研究指導補助教員の昇格人事のための教員  
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評価を行い、資格が十分認められる教員について昇格人事を行

う。 

3-2-2 クォーター制移行の検討を研究科長・各専攻主任で協論し、履修

要項案を研究科会議で審議する。 

 

3-2-3 9 月入学のためのカリキュラム検討を研究科長・各専攻主任で協

論し、履修要項案を研究科会議で審議する。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 クォーター制導入による教育成果を検証する必要がある。   

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 授業評価アンケートを２回行い検証した。  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 「大学院生による授業評価」を行い、研究科委員会で報告してい

る。また、それに基づき社会科学研究科ＦＤ懇談会で教育内容・

方法等について意見交換を行った。 

 

1-3-2 2018 年 3 月 7 日にＦＤ委員会でＦＤ懇談会の意見を基に更に改

善策について意見交換を行った。 

 

1-3-3 2018 年３月７日の社会科学研究科自己点検・評価委員会におい

て、教育成果の確認、改善事項について意見交換を行った。 

 

1-3-4 年度初めに主指導教員が研究指導計画書を提出し、年度末に副指

導教員が研究指導報告書を提出することによって教育内容・方法

の検証と改善を行っている。 

 

1-3-5 修了時懇談会と入学時懇談会で、学生からの意見を聞いている。  

1-3-6 5 月 24 日、総合政策学部・総合政策学専攻共催「最先端の自動

車交通行政」の講演会を開催した。 

 

1-3-7 7 月 12 日、総合政策学部・総合政策学専攻共催「国際協力にお

ける NGOと大学間の役割と課題」の講演会を開催した。 

 

1-3-8 9 月 28 日、総合政策学部・総合政策学専攻共催「名古屋市圏の

道路政策とその役割」の講演会を開催した。 
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２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 授業評価において、高い評価を得ている。［根拠資料：授業評価

結果（研究科会議資料、2018年 2月 24日開催）］ 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 特になし  

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2016年度に紀要は刊行できたが、投稿が少ない。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2017年度、４編の投稿があり紀要を刊行した。  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

3-1-1 総合政策学専攻博士後期課程の学生のうち 1 名は、海外ジャーナ

ルに査読付論文 1 編が掲載された。また、総合政策学専攻博士後

期課程の 2名の学生が学会で成果発表を行った。 

 

3-1-2 総合政策学専攻において 2017 年度 3 月修了予定の学生 4 名のう

ち 3名が修了し、修士の学位が授与された。 
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２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 総合政策学専攻博士後期課程の学生のうち１名は、海外ジャーナ

ルに査読付論文１編が掲載された。また、総合政策学専攻博士後

期課程の２名の学生が学会で成果発表を行った。社会科学研究科

では、学位論文審査基準として「独創的、学術上の貢献」を明示

しており、学会の査読付き論文の公刊、学会での研究発表を行う

ことができたことは、審査基準の一つを客観的にクリアできたこ

とを示している。 

（根拠資料：学会大会プログラム、「総合政策研究」第 9 号、

2018 年 3 月；論文提出資格審査委員会報告、社会科学研究科総

合政策学専攻会義、2018年 5月 30日開催） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 これまで投稿者は博士後期課程の院生に限ったが、今後前期課程

による投稿の推進を検討する必要がある。 

 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 研究指導教員が限られており、学部ゼミから直接大学院の研究指

導につながる体制が十分でない。 

 

1-1-2 広報活動を積極的に進める必要がある。  
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2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 外部の大学院ガイドにおいて社会科学研究科総合政策学専攻の特

集として２ページ掲載した。 

 

1-2-2 2017 年度から前期課程において 9 月入学制度ができたことを、

大学院入試説明会でアピールした。 

 

1-2-3 2017 年度から 9 月入学制度を設け、総合政策学専攻前期課程で

１名の入学があった。そのため、2017 年度総合政策学専攻の前

期課程入学者数は 4月入学を含め 5名となった。 

 

1-2-4 総合政策学専攻において、学部と共催の講演会を行い、大学院の

活動をＰＲした。 

 

1-2-5 2017 年度には、研究科のウエブページの改善作業に取り組ん

だ。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2017 年度博士前期課程入学者数は 4 月入学 4 名、9 月入学 1 名。

従って、若干の定員割れとなっている。 

 

1-3-2 大学院へ進学した後の就職難の懸念を払しょくするため、国際地

域文化研究科と共同で大学院生のためのキャリアセミナーを新た

に開催し、学部学生が参加した。 

 

1-3-3 ３つのポリシーについて検証し、アドミッションポリシーの改正

を行った。 

 

1-3-4 戦略的な広報活動として、研究科のＷＥＢページ作成ワーキング

を立ち上げ、ＷＥＢページの専攻の内容を検討した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 2017 年度 9 月入学のための審査において、総合政策学専攻で２

名の志願者があった。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 専攻の戦略的広報活動として、2018 年度に WEB ページを公開す

る。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 
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1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 外国人留学生の受け入れは維持しているが、社会人を含めての日

本人受け入れの改善策を考える必要がある。 

 

3-1-2 後期課程の志願者が 0名であった。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 後期課程の研究指導教員、研究指導補助教員の充実を図り、志願

者を受け入れられる研究テーマの幅を広げる。 

 

3-2-2 前期課程に在籍する学生のうち、後期課程進学についてＰＲす

る。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2017年度ビジネス研究科自己点検・評価報告書 

 

ビジネス研究科長 石垣智徳 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 将来に向けてのアドバイザリー・ボード企業から評価され、2017

年度も何らかの話し合いをすることを確認できた。 

経営学部 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 経営学会が中心になって経営学部 50 周年記念事業の計画を進め

ている。ビジネス専攻のアドバイザリー・ボードの企業メンバー

にパネル討論に協力要請を予定している。 

経営学部 

経営学会 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 ビジネス専攻は ABEST21 に Kaizen Report を提出し、10 月 11 日

に実地調査を受けた。学生募集停止決定後も教育の質の改善に取

り組んでいると評価された。 

 

1-3-2 ビジネス専攻は、在学生がいなくなったため 2017 年度末を持っ

てビジネス専攻は廃止となった。今後のビジネス専攻同窓会や修

了生への対応および彼らとのネットワーク維持のために、経営学

部内にビジネス専攻同窓会修了生対応委員（2 名）を設けてもら

った。 

経営学部 

1-3-3 経営学専攻は募集停止している。2017 年度は博士前期課程 1

名、博士後期課程 1 名の計 2 名が在籍していたが、博士前期課程

1名が退学手続きを取った博士前期課程は廃止となった。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   
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３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 ビジネス専攻は 2017 年度末をもってビジネス専攻が廃止となっ

たので、経営学部にアドバイリー・ボードを引き継いでもらうか

どうかを決める必要がある。 

経営学部 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 経営学部が 50 周年記念事業への協力をアドバイザリーボードメ

ンバーに依頼する予定であるが、その際にメンバーの方々と慎重

に調整を進めてほしい。 

経営学部 

 

≪教員・教員組織≫ 

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

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1   

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 科研費の申請者数については 4名から 6名に増加した。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 
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1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1   

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 新たな学生募集を行わないため、さらに新しい取り組みを実施す

ることはできない。改善すべき事項は特にない。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1   

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 FD 活動として、経営学部、経営学専攻、ビジネス専攻の共催

で、外部講師を招き講演会を実施した（2017 年 11 月 8 日開催、

「アクティブラーニングの背後にあるものと実践」講師：安藤史

江（ビジネス研究科教授）川北眞紀子（経営学部教授））。さら

に、ビジネス専攻では各学期の「学生による授業評価」の結果を

踏まえて「振り返り」FD研修会を今年度も各期行った。 

 

1-3-2 研究科長と専攻主任から構成されるビジネス研究科教員評価委員

会でビジネス専攻専任教員の教育研究業績のレビューを実施して

いる。 

 

1-3-3 ビジネス専攻では、年度始めに前年度競争的外部資金に応募しな

かった教員から 5 万円を個人研究費から差し引き、競争的外部資

金を獲得した教員に対して 5 万円を加算する個人研究費の傾斜配

分を行い、外部資金の獲得を奨励している。 

 

1-3-4 ビジネス研究科と経営学部では専任教員全員の前年度の教育研究

業績一覧を年度の第 1 号『南山経営研究』に掲載し、教育研究に

対する開示ならびに各教員の意欲をかきたてている。 

 

1-3-5 2017 年度の在籍者 2 名は、とも休学であった。また、2017 年度

をもってビジネス研究科経営学専攻博士前期課程が廃止された。 
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２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1   

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2017 年度には 2 年次の実践科目を初めて 3 つのコースに分けて

開講するため、これに具体的に対応していく必要がある。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 ビジネス専攻の実践科目が 3 コースになったが、選択がなかった

ために産官学連携プロジェクトは実施されなかった。また、研究

指導 I/II で 1 年を通して、研究を行うコースは 2 名の受講者が

あり、これまで以上に研究に時間を費やすことができた。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 ビジネス専攻は ABEST21 に Kaizen Report を提出し、10 月 11 日

に実地調査を受け、学生募集停止決定後も教育の質の改善に取り

組んでいると評価された。 
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1-3-2 昨年度末退職した専任教員の担当科目については、非常勤講師の

追加や専門が近い教員が担当するなどして、適切に開講を維持し

た。 

 

1-3-3 経営学専攻は 2017 年度は在籍者 2 名とも休学であったので、教

育内容の提供に関する記載事項はない。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1   

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2017 年度は在学生が 2 年生のみとなるため、各科目の受講生が

減少することが見込まれる。少人数に対応した教育を実現する必

要がある。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 ビジネス専攻では、各科目の受講者数が減少し、多様な意見を引

き出すディスカッションは難しくなったが、各教員が受講者の水
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準や要望に細かく対応することができるようになった。 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 ビジネス専攻の全科目を対象にして、「学生による授業評価」を

実施している。回収率は 100％であった。報告書は冊子にまとめ

られ、各学期に「振り返り」FD 研修会を開催し、各教科での取

り組みを教員間で共有している。 

 

1-3-2 経営学専攻は 2017 年度は在籍者 2 名とも休学であったので、教

育内容・方法等に関する記載事項はない。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 ビジネス専攻では、学生による授業評価における教育の質の総合

評価（5 段階）の平均が前年度より上昇した（春学期：4.56→

4.89、秋学期：4.65→4.92）。（根拠資料：ビジネス研究科委員会

資料） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1   

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

336



2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 ビジネス専攻では、実践科目を担当する教員で話し合いを行い、

春学期の研究指導 I/II の中間報告はプロジェクト研究の報告会

と同時開催した。秋学期の最終報告は最終試験時にプレゼンの時

間を設けた。研究指導 I/II から 3 月の課題研究報告会（優秀研

究のみ）で報告してもらった。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2 年次生 13 名全員が修了し、在学生がいなくなったので 2017 年

度末を持ってビジネス専攻は廃止となった。 

 

1-3-2 博士前期課程在籍者は、2017 年度休学であったが、勤務の都合

上履修継続が困難となり、2017 年度をもって退学した。これに

より経営学専攻博士前期課程は 2017 年度をもって廃止となっ

た。また、博士後期課程在籍者 1 名も休学であったので、記載事

項はない。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 ビジネス専攻の同窓会の年次総会が 3 月 3 日に開催され、上場企

業の社長に就任した修了生と出版社を起業した修了生がそれぞれ

近況報告をおこなった。（根拠資料：ビジネス研究科委員会資

料） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 経営学専攻は 2018 年度から、在籍者は博士後期課程 1 名とな

る。当該学生は 2018 年度も休学する（1 年 6 ヶ月履修済）が、

2019 年度から復学予定であるので、2020 年度修了に向けて体制

を調整する。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1   
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≪学生の受け入れ≫ 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1   

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 募集を停止している。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1   

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2017年度ビジネス研究科経営学専攻自己点検・評価報告書 

 

経営学専攻主任 安田 忍 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1   

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 ビジネス研究科経営学専攻は募集停止している。2017 年度は博

士前期課程 1 名、博士後期課程 1 名の計 2 名が在籍しているが、

両名とも都合により 2017 年度は休学であった。募集停止のた

め、理念・目的の適切性について見直すことは予定していない。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1   

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。今後、理念・目的の適切性について検証し、見直すこ

とは予定していない。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1   
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≪教員・教員組織≫ 

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

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1   

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 ビジネス研究科経営学専攻は社会科学研究科経営学専攻と教員が

重なるので、社会科学研究科経営学専攻として方策を講じてい

る。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1   

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 ビジネス研究科経営学専攻としては特になし。ビジネス研究科経

営学専攻所属教員は、社会科学研究科経営学専攻所属と重複して

いる。したがって、教員資質の向上については、社会科学研究科

経営学専攻の事項として検討していく。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1   
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≪教育内容・方法・成果≫ 

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

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1   

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2017 年度の在籍者 2 名は、とも休学であった。また、2017 年度

をもってビジネス研究科経営学専攻博士前期課程が廃止された。

博士後期課程の在学生 1 名については、研究指導科目の履修を残

すだけなので、これまでの学位授与方針および教育課程の編成・

実施方針に従って指導していく。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1   

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。ビジネス研究科経営学専攻として 3 つのポリシーの検

証・見直しは予定していない。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1   
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≪教育内容・方法・成果≫ 

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

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1   

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2017 年度は在籍者 2 名とも休学であったので、教育内容の提供

に関する記載事項はない。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1   

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1   

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 
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1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1   

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2017 年度は在籍者 2 名とも休学であったので、教育内容・方法

の改善に関する記載事項はない。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1   

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 博士後期課程在籍者 1 名は都合により 2018 年度も休学のため、

2018 年度においては特になし。2019 年度から復学予定であるの

で、2018 年度は 2020 年度修了に向けてメール等で連絡をとるな

ど、指導方法を工夫する。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1   

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 
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1-1-1 残留している在学生 2 名はともに社会人学生である。今後も仕事

との両立を図り在籍期間内に学位を取得できるよう支援する必要

がある。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2 名とも、それぞれの事情により。2017 年度は休学であった。適

宜連絡をとるなどしているが、研究については進展に乏しい状況

であった。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 博士前期課程在籍者は、2017 年度休学であったが、勤務の都合

上履修継続が困難となり、2017 年度をもって退学した。これに

よりビジネス研究科経営学専攻博士前期課程は 2017 年度をもっ

て廃止となった。また、博士後期課程在籍者 1 名も休学であった

ので、記載事項はない。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1   

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2018 年度から、在籍者は博士後期課程 1 名となる。当該学生は

2018 年度も休学する（1 年 6 ヶ月履修済）が、2019 年度から復

学予定であるので、2020 年度修了に向けて支援体制を整えた

い。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1   
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≪学生の受け入れ≫ 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1   

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 ビジネス研究科経営学専攻は博士前期課程、博士後期課程ともに

募集停止している。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1   

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 ビジネス研究科経営学専攻は募集停止のため、改善事項は特にな

し。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1   

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2017年度ビジネス研究科ビジネス専攻自己点検・評価報告書 

 

ビジネス専攻主任 湯本 祐司 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2016 年度に引き続き、今後のアドバイザリー・ボードについて

さらに具体的な検討を進める必要がある。 

経営学部 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 経営学会が中心になって経営学部 50 周年記念事業の計画を進め

ており、アドバイザリー・ボードの企業メンバーの方々にパネル

討論に協力してもらうことを計画している。具体的な依頼は

2018年度に入って行う予定である。 

経営学部 

経営学会 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 前年度 ABEST21 による経営分野専門職大学院認証評価を受審し、

理念・目的の適切性についての定期的検証を含む認証基準に適合

することが認定された。認定機関は 2016 年 4 月 1 日から 2021 年

3 月 31 日である。今年度は ABEST21 に Kaizen Report を提出

し、10 月 11 日に実地調査を受け、学生募集停止決定後も教育の

質の改善に着実に取り組んでいると評価された。 

 

1-3-2 学生の満足度調査の一環として、専攻の教育研究上の目的の認知

度を調査しているが、8 割を超える学生が「よく知っている」

「ある程度知っている」と回答しており、浸透度はかなり高い。 

 

1-3-3 在学生がいなくなるため 2017 年度末を持ってビジネス専攻は廃

止となったが、今後のビジネス専攻同窓会や修了生への対応およ

び彼らとのネットワーク維持のために、経営学部内にビジネス専

攻同窓会修了生対応委員（2名）を設けてもらった。 

経営学部 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策 ※ 
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(もしあれば) 

2-2-1 該当なし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2017 年度末をもってビジネス専攻が廃止となったので、経営学

部がアドバイリー・ボードを引き継いていくのかどうかを決める

必要がある。 

経営学部 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 経営学部が 50 周年記念事業への協力をアドバイザリーボードメ

ンバーに依頼する予定であるが、その際にメンバーの方々と相談

を進めていってほしい。 

経営学部 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

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

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 残された期間を考えると、新たな取組みを実施することは難し

い。改善すべき事項は特にない。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 FD 活動として、経営学部、経営学専攻、ビジネス専攻の共催

で、外部講師を招き FD に関する講演会を実施した（2017 年 11

月 8 日開催、「アクティブラーニングの背後にあるものと実践」

講師：安藤史江（ビジネス研究科教授）川北眞紀子（経営学部教

授））。加えて、ビジネス専攻では各学期の「学生による授業評

価」の結果を踏まえて行う「振り返り」FD 研修会を毎年実施し

てきたが、今年度も学期ごとに行った。 

 

1-3-2 毎年、教員の資質向上を図るため、「ビジネス研究科における教

員評価の基準と運営体制に係る内規」が定める基準（直近 5 年間
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に 3 編以上の教育研究業績をあげること）に照らして、研究科長

と専攻主任から構成されるビジネス研究科教員評価委員会がビジ

ネス専攻専任教員の教育研究業績のレビューを実施している。 

1-3-3 ビジネス専攻では、年度始めに前年度競争的外部資金に応募しな

かった教員から 5 万円を個人研究費から差し引き、競争的外部資

金を獲得した教員に対して 5 万円を加算する個人研究費の傾斜配

分を行い、外部資金の獲得を奨励している。 

 

1-3-4 ビジネス研究科と経営学部では専任教員全員の前年度の教育研究

業績一覧（社会的活動も含む）を毎年度『南山経営研究』の第 1

号に掲載し、教育研究に対する意欲を増進させている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 特になし。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当なし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2017年度末を持って専攻は廃止となった。特になし。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし  

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 新たな学生募集を行わないため、さらに新しい取り組みを実施す

ることはできない。改善すべき事項は特にない。 
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2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし。  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 前年度 ABEST21 による経営分野専門職大学院認証評価を受審し、

教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切

性についての定期的検証を含む認証基準に適合することが認定さ

れた。今年度は ABEST21 に Kaizen Report を提出し、10 月 11 日

に実地調査を受け、学生募集停止決定後も教育の質の改善に着実

に取り組んでいると評価された。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 特になし。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当なし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2017年度末を持って専攻は廃止となった。特になし。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし  

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2017 年度には 2 年次の実践科目を初めて 3 つのコースに分けて

開講するため、これに具体的に対応していく必要がある。 
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2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 3 つのコースのうち、産官学連携プロジェクトのコースを希望す

る学生がいなかったので、履修者 13 名のうち、これまでと同様

のコースに 11 名、研究指導のコースに 2 名登録した。担当教員

間で話し合い、以下のとおり進めていった。研究指導のコースに

ついては 2 名の教員が指導学生を 1 名ずつ担当する丁寧な指導体

制をとった。中間報告会・最終報告会は、両コース合同で開催

し、実践科目担当の 8 名の全教員から学生がコメントを受けられ

るようにした。結果、全ての学生が実践科目の単位を修得するこ

とができた。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 昨年度末退職した専任教員の担当していた科目については、非常

勤講師等を手当てして、適切に開講を維持した。 

 

1-3-2 学習目標「広い視野に立ち、論理的に考え抜き、やり遂げるマネ

ジメント能力を身につける」を達成するために実践科目を開講し

ている。2016 年度からのカリキュラム改正により、2 年次に 1 年

を通して個人の研究テーマを探求する研究指導のコースが開設さ

れ、2名の学生が登録した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 特になし。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当なし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2017年度末を持って専攻は廃止となった。特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし  
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≪教育内容・方法・成果≫ 

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

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2017 年度は在学生が 2 年生のみとなるため、各科目の受講生が

減少することが見込まれる。少人数に対応した教育を実現する必

要がある。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 各科目の受講者数が減少し、多様な意見を引き出すディスカッシ

ョンは難しくなったが、各教員が受講者の水準や要望に細かく対

応することができるようになった。また、学期ごとに行う「振り

返り」FD 研修会で各教員の取り組みの共有を図った。授業評価

の結果はかなりの程度改善がみられた。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 ビジネス専攻の全科目を対象にして、「学生による授業評価」を

実施している。回収率はほぼ 100％である。担当教員はこの評価

結果を踏まえ、各担当科目について「自己点検・評価報告書」を

作成している。この報告書には、昨年度からの改善点と今後に向

けた改善点を記入し、各科目の改善に取り組んでいる。報告書は

冊子にまとめられ、各学期に「振り返り」FD 研修会を開催し、

各教科での取り組みを教員間で共有している。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 ビジネス専攻では、学生による授業評価における教育の質の総合

評価（5 段階）の平均が前年度より上昇した（春学期：4.56→

4.89、秋学期：4.65→4.92）。評価の向上は継続的な傾向であ

る。今年度は特に在学生が 2 年次生のみであるため 5 名未満の少

人数履修者のクラスがほとんどとなったことと無関係ではない

が、本年度がたぶん最後のクラスとなるにもかかわらず、昨年度

の自己点検評価を活かして教員が授業改善に真摯に取り組んだこ

とによるところも少なからずあると考える。 

根拠資料：ビジネス研究科ビジネス専攻「学生による授業評価」

自己点検・評価報告書（2017年度春学期および秋学期） 
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2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 2017年度末を持って専攻は廃止となった。特になし。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし。  

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 新たに開講される実践科目「研究指導Ⅰ及びⅡ」について、研究

成果の報告会をどのように開催するか検討する必要がある。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 実践科目を担当する教員で話し合いを行い、次の通り実施した。

春学期の中間報告はプロジェクト研究の報告会と同時開催した。

秋学期の最終報告は最終試験時にプレゼンの時間を設けた。さら

に、優秀研究については 3 月の課題研究報告会の際に報告しても

らった。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2 年次生 13 名全員が修了し、在学生がいなくなったので 2017 年

度末を持ってビジネス専攻は廃止となった。 

 

1-3-2 プロジェクト研究、産官学連携プロジェクト、課題研究など実践

科目の成果を、毎年度プロジェクト研究要旨集として冊子にまと

めている。 

 

1-3-3 ビジネス専攻では、学生に年度始めに学習計画書、年度末に自己

点検評価報告書を提出させている。これによって学生の学習目標

が明確になり、修了生の満足度の高さにも少なからず影響してい

ると考えられる。最終試験日に実施している学生満足度調査（ア
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ンケート）の総合満足度の項目（5 段階評価）では 13 名の学生

のうち 4 名が「5.非常に満足」、残りの 9 名が「4. 満足」とい

う、前年度並みの高い水準であった。 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 ビジネス専攻の同窓会の年次総会が 3 月 3 日に開催され、上場企

業の社長に就任した修了生と出版社を起業した修了生がそれぞれ

近況報告をおこなった。 

根拠資料：平成 30年南山大学ビジネススクール同窓会総会次第 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし。  

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 2017 年度も新たな学生募集は行わない。改善すべき事項はな

い。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 該当なし  
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3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学生の募集を停止している。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 特になし。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 該当なし。  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 該当なし。  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2017年度法務研究科自己点検・評価報告書 

 

法務研究科長 榊原 秀訓 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 授業評価の分析だけではなく、担当教員との面談を学期毎に行

い、研究科委員会に報告することが確実にできるように制度を見

直す。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 授業評価の分析は継続して行っているが、そもそも科目の履修者

数が減少し、数値での評価がなされる科目が減少したことから、

面談の必要性もなくなった。他方で、数値での評価がなされる科

目が減少したことから、数値での評価は行わなくても、自由記載

はできるようにした。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 入学ガイダンスの中で、法務研究科（法科大学院）設置の趣旨の

抜粋を配布し、理念・目的の説明をより丁寧に説明するようにし

た。 

 

1-3-2 年度最初の研究科委員会で、法務研究科（法科大学院）設置の趣

旨の抜粋を配布し、理念・目的の説明を確認することにした。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 理念・目的の検証について、年度末に「理念・目的及び教育目標

検証会」を行い、検証を行うとともに、次年度の課題を確認し、

研究科委員会において、報告し、教員で成果を共有している。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 理念・目的の検証や次年度の課題を確認について、この自己点

検・評価の作業と連動させて、より実効的なものにしていく。 
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３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 適性試験が廃止され、組織に関する法規制や文科省の考え方が変

化し、他方で、法学研究科設置申請などによる拘束がかかってい

る中で、法学部との連携のあり方を模索していくことが必要とな

っている。 

 

3-1-2 同様に、他の法科大学院との連携のあり方を模索していくことが

必要となっている。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 本年度は認証評価もあり、法学部と法務研究科の連携のために、

工程表を作成し協議の場を設けて、検討を行っていく。 

 

3-2-2 本年度は認証評価もあり、他の法科大学院との連携のあり方や外

部の有識者の意見を聞く機会について、研究科長・専攻主任を中

心に早急に検討を行っていく。 

 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

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

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 基礎学力の不足やモチベーションの低下により、春学期の終了と

ともに休学や退学に至る法学未修者の割合が、増加傾向にあると

思われる。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2016 年度に開設した「憲法基礎研究」、「刑法基礎研究」および

「民法基礎研究」(各 2 単位)に加え、2017 年度より、基礎教育

充実・モチベーションの向上という目標のために「法情報調査」

および「リーガルライティング」（各１単位）を開設したが、標

準コース（法学未修コース）新入生 6 名中、2 年次に進級できた

学生が 2 名にすぎなかったことから、上記の目標は達成すること

ができなかったと評価せざるを得ない。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 教員の教育能力向上のため、全開講科目（ただし、受講登録者 4  
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名以下の科目を除く）について「学生による授業評価」を春学期

および秋学期に実施したが、2017 年度から Web 入力による授業

評価を行うことにしたほか、在学生の減少に対応し、かつ広く学

生の意見を聞くため、受講登録者 4 名以下の科目についても Web

入力による自由記述を認めることにした。また、例年どおり、す

べての開講科目について、担当教員に対し、上記の授業評価アン

ケートの集計結果をおよび自由記述を踏まえた「自己点検・評価

報告書」の作成・提出を求め、同報告書は、研究科委員会に報告

されるとともに、法科大学院図書室に備え置かれ、学生の閲覧に

も供している。また、自由記述の原本は、法科大学院事務室に保

管することによって、研究科長、専攻主任および自己点検・評価

委員会幹事が、授業に関する学生の意見を直接閲覧し、組織的に

対応できるようにしている。 

1-3-2 教員の教育能力向上の一環として、2017 年 10 月の 1 ヵ月間、

「教員による授業参観」を実施し（20 科目中 16 科目実施、実施

率 80 パーセント）、各教員が、関心のある科目を参観して授業の

感想等を科目担当教員に提出し、当該科目担当者が、その感想等

に基づく「授業参観記録」を作成し、同参観記録を研究科委員会

に報告することによって、教員相互が授業方法・内容について知

見を広めた。また、従来から定期的に FD 研修会を行っている

が、2017 年度は、「法科大学院と法学部の連携について」（2018

年 3 月 10 日、FD 委員会主催）というテーマの FD 研修会を開催

し、法科大学院の現状と問題把握に努めた。 

 

1-3-3 教員の研究能力向上のため、『南山法学』の年 4 回発行、南山学

会および法学会主催の研究会をそれぞれ年 2 回開催している。ま

た、「法学部・法務研究科『教員評価』に関する内規」に基づ

き、3 年に 1 回、教員の教育・研究・社会活動等の報告書を作

成・発行し、各教員に対し、教育・研究活動等について定期的な

自己点検・評価を促している。（次回の発行は 2018 年度の予定）。

（参照：『2015 年度南山大学法学部・法務研究科教員報告書』）

なお、平成 30 年度科研費（2017 年 11 月応募）の申請件数は 3

件（昨年度は 5件）、採択は 0件（昨年度は 1件）であった。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 「学生による授業評価」のアンケートの結果は、春学期 14 科目

の全体平均値が 4.36、秋学期 10 科目の全体平均値 4.77 であ

り、教員の教育能力は、学生からは全般的に高く評価されている

と思われる。（参照：法務研究科「学生による授業評価」2017 年

度春学期集計結果、法務研究科「学生による授業評価」2017 年

度秋学期集計結果） 

 

2-1-2 標準コース 2 年次生（既修コース 1 年次生）4 名全員が 3 年次に

進級し、同 3 年次生（既修コース 2 年次生）7 名全員が修了した
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ことは、教員の教育指導の一定成果の現れであると評価すること

ができる。 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 教員各自が、日々の授業等において学生の学力・意識を把握し、

学生との間の意思疎通に努める必要がある。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 標準コース新入生の基礎学力の充実とモチベーションの向上。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 新入生の基礎学力向上のために設けられた「法情報調査」、「リー

ガルライティング」および 3 つの「基礎研究」科目の授業方法・

内容についてより一層の工夫を行う必要がある。 

 

3-2-2 法学部との連携や広報活動等により、法曹志望の強い意思を有す

る学生の入学を確保する必要がある。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 名古屋大学との連携につき、さらなる具体化を図る必要がある。  

1-1-2 教育目標、教育課程につき、研究科委員会、法科大学院学生向け

ガイダンス等の機会に、あらためて周知・徹底を図る必要があ

る。 

 

1-1-3 学位授与方針につき、厳格な成績評価のあり方、進級要件などに

関して現状を踏まえた議論を行う必要がある。 

 

1-1-4 教育課程の編成につき、学年ごとおよび領域ごとの科目配置の適

切性・変更の必要性、未修 3 年次（既修 2 年次）配当科目のあり

方に関して現状を踏まえた検討を行う必要がある。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された ※ 
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か) 

1-2-1 名古屋大学との就職・キャリア支援に関する新たな連携として、

在学生および修了生を対象に、「組織内弁護士によるセミナー」

（日程：2017 年 9 月 2 日、場所：名古屋大学）、「裁判所業務説

明会」（日程：2017年 9月 14日、場所南山大学）を開催した。 

 

1-2-2 年度初めの研究科委員会において法務研究科の理念・目的を再確

認するとともに、法科大学院学生向けには「在学生履修ガイダン

ス」（日程：2017 年 9 月 5 日）において、専攻主任より、法務研

究科設置の趣旨、カリキュラムポリシーおよびディプロマポリシ

ーについて説明し、周知した。 

 

1-2-3 各学期の PORTA への成績登録前に、科目担当者全員が参加して

「成績意見交換会」を行い、各学期の全科目について成績評価の

適正確保と、各学生の勉学状況に関する認識の共有を図った。 

 

1-2-4 現行の教育課程の編成に即した時間割編成を行うことはできた

が、現行の教育課程のあり方については、「理念・目的及び教育

目標検証会」において課題を共有するにとどまり、改善に向けた

具体的検討には至らなかった。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 名古屋大学法科大学院において、特別講義「決算書の読み方」

（日程:2017 年 8 月 28、31 日）が本法科大学院にも開かれた形

で行われ、本法科大学院からも 1年次の学生が受講した。 

 

1-3-2 名城大学との教育連携について、名城大学提供科目のうち 3 科目

に本学から履修者があり（内訳：「企業法務（契約実務）」4 名、

「企業法務（特許戦略）」2 名、「企業法務（意匠・商標および外

国知的財産戦略）」2 名）、また、南山大学提供科目のうち「少年

法」には名城大学からの履修者 1 名があり、在学生が少ない現状

においても学生の履修が活発に行われた。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 名古屋大学との教育連携については、「知的財産権法 A」(名古屋

大学提供科目)には本学から 3 名、「地方自治法」（南山大学提供

科目）には名古屋大学から 2 名の履修者がそれぞれあった（「知

的財産権法 A」および「地方自治法」の履修登録者名簿を参

照）。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 
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2-2-1 名古屋大学との連携について、教育連携の拡大に加え、非法曹の

進路（行政庁や企業法務部等）に進む場合も含めた就職・キャリ

ア支援に係る連携についても一層活発なものにする方向で、先方

との協議を進める。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 名古屋大学との単位互換科目については双方の履修者数が減る傾

向があり、名城大学との教育連携については同大学の募集停止に

伴い 2019 年度以降は継続困難となる見通しであり、他大学との

教育連携がいずれも縮小しつつある。 

 

3-1-2 教育の理念・目的、教育課程について、ひき続き周知していく必

要がある。 

 

3-1-3 入学者数減少による各科目履修者数の少人数化が進む中で、現行

の成績評価基準のみでは、成績評価の適正を確保しづらい状況が

あり、少人数の場合の成績評価基準を検討する必要がある。 

 

3-1-4 2016、2017 年度のカリキュラム改正により、未修 1 年次配当科

目が充実した反面、未修 2 年次（既修 1 年次）配当科目の相対的

比重が大きくなったことから、未修 3 年次（既修 2 年次）も含め

た各年次の配当科目のバランスを点検する必要がある。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 名古屋大学との単位互換科目の拡大について先方との協議を進め

るとともに、名城大学のみならず他大学も含めた新たな連携の可

能性について、学部教育との連携も意識しつつ、検討を進める必

要がある。これらの検討課題は教学上の事項であるため、教務小

委員会委員と専攻主任との間で方針案を協議し、研究科委員会の

議を経て、先方との交渉に当たる。 

 

3-2-2 名古屋大学との教育連携、および就職・キャリア支援に関する連

携について、より一層活発なものとする方向での検討と協議を進

める必要がある。教育連携については教務小委員会委員と専攻主

任で、就職・キャリア支援については就職支援担当と専攻主任

で、方針案を協議し、研究科委員会の議を経て、先方との交渉に

当たる。 

 

3-2-3 教育理念・目標、教育課程につき、2018 年度新入生ガイダンス

において周知する。 

 

3-2-4 研究科内で成績評価のあり方を定めてきた「定期試験・中間テス

ト等の採点評価に関する確認事項」の項目を点検し、少人数の授

業科目にも適用しうる内容となるよう、教務小委員会において見

直しに向けた検討を行う。 
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≪教育内容・方法・成果≫ 

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

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 基本科目として「基礎研究（憲法・民法・刑法）」（選択必修）を

新設し未修者教育の充実を図り、また、学生の学習状況を考慮し

て（入試科目の設定とも連動させつつ）2016 年度より民事訴訟

法Ⅰ・Ⅱの開講時期を 2 年次春に移動したが、教育課程に相応し

い教育内容が提供されているか、現状をふまえながらあらためて

点検を行う必要がある。 

 

1-1-2 授業科目・医療と法につき、2017 年度は不開講としたが、今後

の扱いについて検討する必要がある。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2017 年度に開催した「理念・目的及び教育目標検証会」におい

て、「基礎研究」の教育内容・効果の検証を行い、さらなる充実

を図る必要性や、カリキュラム配置について検証を行う必要性に

ついて、それぞれ課題の認識は共有されたが、その具体的検討に

着手するには至らなかった。 

 

1-2-2 「医療と法」について、適切な担当教員を得られず、2018 年度

も不開講とする状態が続いた。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 法学未修者教育充実の観点から、Web 上での自学自習システムで

ある「基礎力確認テスト」、「授業理解度テスト」を授業運営に採

り入れることにより、基礎学力向上に取り組んだ。 

 

1-3-2 2017 年度不開講であった「企業法務（会社法務）」につき、2018

年度は新たな非常勤講師が得られ、開講できる運びとなった。 

 

1-3-3 これまで非常勤講師による開講が続いてきた「経済法」につい

て、2017年度から法学部専任教員が兼任する形で開講できた。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 Web 上での自学自習システムについて、2017 年 4 月から 10 月ま

での間に未修 1 年次生の 11 名中 10 名が「基礎力確認テスト」を

利用し、このうち複数名が 1000 問以上のテストに取り組む等、

法学未修者による利用が進んだ（根拠資料：株式会社 TKC 提供
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「平成 29 年度基礎力確認テスト利用統計資料(コアカリキュラム

準拠の肢別問題演習」）。 

2-1-2 2017 年度不開講であった「企業法務（会社法務）」について、

2018 年度非常勤講師として本研究科出身弁護士である堤真吾氏

への委嘱が実現し、2018 年度秋学期から開講予定となった。堤

氏は、2017 年度まで本研究科のアドバイザー弁護士として、学

生への指導実績もある。このような講師委嘱が実現したことによ

り、在学生のモチベーション向上等の一層の教育効果が期待でき

る。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 Web 上での自学自習システムの利用頻度が低い学生に利用を促す

等、日頃から科目担当教員や指導教員が学修上の課題を抱える学

生の把握と情報共有に努め、適時に助言を与えるよう努める。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 新設された「基礎研究」、「リーガルライティング」、「法情報調

査」について、教育内容の点検・検証ができていない。 

 

3-1-2 現行のカリキュラム編成について、各年次の学修進度に合わせた

科目配置となっているか、点検・検証ができていない。 

 

3-1-3 2年連続で「医療と法」が、不開講となっている。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 2016、2017 年度のカリキュラム改正による未修 1 年次教育の内

容と効果を検証するため、FDのための会議を開催する。 

 

3-2-2 2016、2017 年度のカリキュラム改正による各年次の配当科目の

バランスや教育内容の現状を検証するため、各科目担当教員間で

の点検を行うとともに、FDのための会議を開催する。 

 

3-2-3 「医療と法」の今後のあり方について、研究科委員会で検討する

必要がある。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 
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1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 アドバイザー制度の制度としての充実を図るとともに、学生が実

際に利用しやすいものとする必要がある。 

 

1-1-2 「少人数」での「演習」につき、自己点検を継続する必要があ

る。 

 

1-1-3 GPA 制度の有効性と単位無効化制度の実態を検証する必要があ

る。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 アドバイザーによる「一般相談」と「ケーススタディ」の年間実

施予定をラーニングシラバスで周知し、また、新入生には入学時

ガイダンスで周知し、学生の利用を促すことができた。 

 

1-2-2 少人数の演習科目の実施方法については、問題の共有はされてい

るが、検討の機会を持つことができなかった。 

 

1-2-3 単位無効化制度については、2017 年度に成績不振の未修 1 年次

生が増加したために活発に利用され役割を果たしているが、GPA

制度の有効性については検討の機会を持つことができなかった。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 休学中の学生、授業欠席回数の多い学生、成績不振学生、進路変

更希望学生等の気になる学生について、研究科委員会で情報共有

し、対応が必要と思われる学生への指導を随時実施した。 

 

1-3-2 新たに講義を担当する兼任教員が多い年度であったことから、年

度初めの研究科委員会において、教務運用要領を改訂した上で、

その内容を全教員に周知した。 

 

1-3-3 在学生の学修方法の自己点検を促すため、本研究科修了生である

先輩弁護士を講師に迎え、法科大学院での学び方についてガイダ

ンスの機会を設けた。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 授業欠席回数が多い等の気になる学生について情報共有し、対応

が必要と思われる学生について迅速に指導教員による指導へとつ

なげることができるよう、毎回の研究科委員会において「学生情

報について」の議題を設け、情報共有が図られた。 
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2-1-2 新任の科目担当者に教務運用要領が周知され、授業運営の基本方

針の組織的共有がなされた（2017 年度第 1 回研究科委員会

（2017年 4月 12日開催）アナウンス事項〔参考資料 1〕）。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 2018 年度には新任の専任教員が着任予定であり、年度初めの研

究科委員会において教務運用要領の一層の周知が必要である。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 アドバイザー制度の利用を促す情報提供は随時行われたが、「一

般相談」について、利用者０名である場合がしばしば生じた。 

 

3-1-2 少人数の演習科目について、検証ができていない。  

3-1-3 一つの科目分野に複数の担当教員がいる場合に、各講義科目・演

習科目における授業や試験の内容調整等の連携が、十分でない。 

 

3-1-4 GPA制度の有効性について、検証ができていない。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 アドバイザー制度の利用状況を随時に把握し、学生への利用をさ

らに呼びかけるとともに、アドバイザー弁護士からの助言も得

て、より有意義な学生の教育支援の制度となるよう検討する。 

 

3-2-2 少人数の演習科目の運営方法について、教員相互の授業参観を促

すとともに FDの機会も利用しつつ、検討を進める。 

 

3-2-3 一つの科目分野に複数の担当教員がいる場合に、各講義科目・演

習科目における授業内容や試験の出題方針を調整する等、各科目

分野における教育方法・内容がより適切なものとなるよう教員間

での情報共有と調整を図る。 

 

3-2-4 GPA制度の有効性について、教務小委員会を中心に、検討する。  

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 短答式試験の合格者数を増やす必要がある。  
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1-1-2 最終合格率を高める必要がある。  

1-1-3 学生の学修状況に応じた指導を行う必要がある。  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 司法試験短答式試験合格者数について、2017 年度は受験者 48 名

中 27 名が合格し（合格率 56.3％）、2016 年度よりも改善した

（2016年度は受験者 54名中 26名が合格〔合格率 48.1％〕）。 

 

1-2-2 司法試験最終合格率について、2017 年度は 8.3％であり、2016

年度合格率よりも大きく改善した（2016年度合格率は 3.9％）。 

 

1-2-3 成績不振学生や授業欠席回数の多い学生については、研究科委員

会で随時に情報共有し、指導教員による指導が適時に行える体制

である。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2017 年 3 月に実施された共通到達度確認試験試行試験の結果が

明らかとなり、これを受験した本研究科未修 1 年次生・未修 2 年

次生・既修 2 年次生のいずれについても、本研究科在学生の各科

目の平均点が全国平均点を上回った。 

 

1-3-2 未修 3 年次生および既修 2 年次生の全員が修了要件を満たし、修

了年次生全員が修了した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 司法試験短答式合格者数が前年度よりも増え、司法試験最終合格

者数・合格率とともに約 2 倍の数値に上昇した(2017 年度：合格

者数 4 名・合格率 8.33％、2016 年度：合格者数 2 名・合格率

3.70％。）。 

 

2-1-2 結果が明らかにされた 2017 年 3 月の共通到達度確認試験試行試

験において、これを受験した本研究科在学生の得点の平均点が、

いずれの試験科目も全国平均を上回った（2017 年度第 2 回研究

科委員会（2017 年 4 月 26 日開催）報告資料 3「第 3 回共通到達

度確認試験施行試験結果」）。 

 

2-1-3 修了年次生全員が修了要件を満たし、2018年 3月に修了した。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策 ※ 
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(もしあれば) 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 短答式試験および最終試験の合格者数を、増やす。  

3-1-2 未修 1年次生の進級率を、向上させる。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 Web 上の自学自習システム「基礎力確認テスト」等の利用、模擬

試験の受験を勧めるとともに、特に未修 3 年次生（既修 2 年次

生）にはアドバイザーの「ケーススタディ」の利用を勧める。 

 

3-2-2 未修 1 年次生について、学修上の課題を抱える学生の情報を研究

科委員会で共有し、科目担当教員や指導教員が適時に指導する。 

 

3-2-3 行政機関や企業での法科大学院修了生の採用が進んでいる現状を

踏まえ、学生の学修状況や希望を勘案しつつ、非法曹の就職・キ

ャリア支援のための進路相談の機会を増やす。 

 

3-2-4 就職・キャリア支援の体制を強化するため、法科大学院修了生の

進路の把握に努める。 

 

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 入学者の定員充足率について 5 割を確保できておらず、志願者

数・受験者数・合格者数についてのより一層の改善が必要であ

る。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2018 年度入学者の定員充足率は 30％（2017 年度 35％）、志願者

数 35 名（同 46 名）、受験者数 20 名（同 26 名）、合格者数 13 名

（同 17 名）、入学者数 6 名（同 7 名）と、いずれも改善は見られ

なかった。 
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3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 合格者に対する入学者の割合（歩留まり率）は約 47％（昨年度

約 41％、一昨年度 45％）であった。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 1－3－1で挙げたように、歩留まり率は若干改善されている。  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 引き続き、少人数教育を生かした丁寧な指導方針をアピールして

いくことに努めたい。 

 

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 入学者の定員充足率、志願者数・受験者数・合格者数の改善に向

けたより一層の改善が必要である。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 ①学部からの法科大学院進学者を増やすために、法科大学院進学

希望者を対象としたコース設置など、学部との連携強化を深め

る。 

②法科大学院を持たない近隣の法学系学部・学科を有する大学へ

の入試説明会を今後も企画していく。 

③法科大学院進学希望者を掘り起こすために、ＨＰで修了生の活

動などの情報発信を行う。 

④2018 年度に実施する 2019 年度入試から、適性試験の受験を不

要とし、より受験しやすい環境とした。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2017年度総合政策研究科自己点検・評価報告書 

 

総合政策研究科長 石川 良文 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 特になし  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 改組した社会科学研究科総合政策学専攻において３つのポリシー

についてその適切性を検証し、追記等一部修正した。 

 

1-3-2 改組した社会科学研究科において自己点検・評価委員会を開催

し、意見交換を行った。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 特になし  
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≪教員・教員組織≫ 

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

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 改組した社会科学研究科総合政策学専攻において学部と共催のＦ

Ｄ講演会を開催した。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 研究指導教員・副指導教員体制を継続した。  

1-3-2 研究指導教員は、研究指導計画を提出することとしており、教員

の資質の向上、維持に努めている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 特になし  
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≪教育内容・方法・成果≫ 

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

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 特になし  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 改組した社会科学研究科においてディプロマポリシー及びカリキ

ュラムポリシーの修正の必要性を検討し、改正を行った。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 特になし  

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

１．現状の説明［箇条書き］ 
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1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 特になし  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 複数指導体制と研究指導計画書及び報告書により教育内容を確認

している。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 特になし  

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

371



 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 特になし  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 「大学院生による授業評価」を行い、研究科委員会で報告した。  

1-3-2 主指導教員が研究指導計画書を提出し、副指導教員が研究指導報

告書を提出することによって教育内容・方法の検証と改善を行っ

ている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 特になし  

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された ※ 
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か) 

1-2-1 特になし  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 改組した社会科学研究科総合政策学専攻の学生と総合政策研究科

修了生による４編の紀要が発行できた。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 特になし  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 特になし  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 特になし  

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 特になし  
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3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 募集を停止したため該当する内容はない  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 募集を停止したため該当する内容はない  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1 募集を停止したため該当する内容はない  

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 募集を停止したため該当する内容はない  

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 募集を停止したため該当する内容はない  

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2017年度理工学研究科（数理情報研究科）自己点検・評価報告書 

 

理工学研究科長 阿草 清滋 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 全学的なポリシーの見直しが進められているが、その方針に合わ

せて対応する。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 前期課程の３つのポリシー(各専攻の分も含む)は、全学の方針に

したがって見直した。 

 

1-2-2 後期課程の３つのポリシー(各専攻の分も含む)は、完成年度の関

係で、2016 年度に対応をスタートしていなかったが、１年遅れ

で対応を始め、全学的な表現の統一にあわせて見直したものを、

執行部に提出した。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2017 年度から研究科の外部評価委員会を、理工学部の外部評価

委員会に合わせて年 2 回開催することとした。今後は研究科の理

念・目的の適切性について外部の視点から継続的に意見を聴取す

る。 

 

1-3-2 本研究科（博士前期課程）修了生の主な就職先は、情報通信・ソ

フトウェア関連企業、サービス業、製造業などで、多くはそれぞ

れが身に付けた専門知識や技術を活用する技術者として採用され

ている。研究科のポリシーに沿った人材育成が行われている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 博士前期課程で輩出する人材の就職先として想定される、情報通

信・ソフトウェア関連企業、サービス業，製造業への求職者につ

いては、ほぼ全員が、専門技術職として就職することができた。

博士後期課程の修了者（社会人学生以外）については当該専門分

野の研究職に就くことができた。これは，本研究科の目的・理念

に沿った修了者を輩出できていることを示している．（根拠資

料：2017 年度学部別進路状況，2017 年度理工学部・理工学研究

科就職先リスト（キャリア支援室）） 
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2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 後期課程の３つのポリシーの見直しが完了していないので、これ

を継続する。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 全学の方針の決定を待ち、それに対応する。 執行部 

自己点検・

評価委員会 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

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

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 研究活動が低いと思われる教員には指導している。  

1-1-2 研究費獲得の支援策を検討している。数件の科研申請書のドラフ

トにコメントを与えた。教員間で互いに申請書をレビユーするよ

うな仕組みを検討する。受託研究や共同研究の拡大には大学とし

て組織的な支援の方策が必要である。 

 

1-1-3 全教員、特に教授が博士後期課程の研究指導教員の認定を受ける

努力が必要である。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 理工学部と連携し、対象教員に対しては個別の働きかけを行っ

た。 

 

1-2-2 理工学部と連携し、科研費の研究計画調書の作成にあたり、レビ

ューを行った。この取り組みは、学部・研究科レベルでの制度化

には至っていない。 
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1-2-3 新たに１名の教授に博士後期課程の研究指導教員を委嘱した。新

たに１名の准教授に博士前期課程の研究指導教員を委嘱した。

2017 年 9 月 1 日付理工学部に新任用された教授について、博士

前期課程の研究指導教員と博士後期課程の研究指導補助教員を委

嘱した。 

 

1-2-4 理工学部と連携し、FD・自己点検報告会を 1回開催した。  

1-2-5 理工学部と連携し、FD講演会を 1回開催した。  

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 本研究科の関連研究分野における研究指導教員の評価基準等の調

査に基づき、「理工学研究科における研究指導教員の評価基準に

係る内規」を制定し、2017 年 12 月 1 日から施行した。研究指導

教員の適格性の評価については、この内規に基づいて行うことと

したが、研究科教員の職位に対する適格性については、「理工学

部における教員評価の基準と実施体制に係る内規」等によりしか

るべき評価が行われていることが前提となっている。 

理工学研究科教員の科研費等外部資金への申請状況は 92％（近

く退職予定など、事情のある教員は除く）に上り、ほぼ全員が競

争的外部資金への応募を行った。（根拠資料：教研事務室（内部

資料）科研費等応募状況（理工学部・理工学研究科）） 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1   

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 研究費獲得の支援策について発展させる必要がある。  

3-1-2 「理工学研究科における研究指導教員の評価基準に係る内規」に

ついて振り返り、改訂の必要があるか検討する必要がある。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 
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3-2-1 科研費や競争的資金の申請書の相互レビューについては、引き続

き行う予定である。必要に応じて外部の有識者からのコメントを

受ける仕組みについて検討する。 

 

3-2-2 職位に対する適格性の評価も併せ、効果的かつ厳密な評価を行う

ことのできる運用体制について検討する。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1   

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1   

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 博士後期課程の完成年度を迎え、研究科長，専攻主任，研究科

FD 委員等からなる理工学部・研究科自己点検・評価委員会に

て、各専攻を含め、研究科博士後期課程の三つのポリシーを見直

し、修正案を作成した。作成した修正案を研究科委員会にて承認

した。（根拠資料：2017 年度理工学研究科第 9 回研究科委員会審

議資料６「研究科・専攻の 3つのポリシーの修正案について」） 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 ３名の学生（理工学研究科博士後期課程、数理情報研究科博士後

期課程）に対して博士の学位を授与したが、前年度に引き続き、

学位授与に関する評価内規は問題なく運用できている。 

（根拠資料：2017 年度理工学研究科第 12 回研究科委員会審議資

料１「博士学位論文提出資格審査について」、第 15 回研究科委員

会審議資料３「博士後期課程修了判定について」） 

 

2-1-2 理工学部では JABEE 認定の枠組みに基づいて教育課程の編成・適

切性について評価・検討を行っているが、研究科においてもその

機会を活用し、学部の教育課程との連続性や整合性について必要

な検討を行っている。 

（根拠資料：2017 年度理工学部・研究科外部評価委員会資料お
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よび議事録、2017 年度理工学部・理工学研究科 FD 講演会および

FD・自己点検報告会資料） 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1   

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1   

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 FD を適切に行っており、また、学生の授業評価、学生との懇談

会からも、特段の改善すべき事項は見当たらない。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 前年度に適切に行われたと評価したものと同様の方法で、引き続

き、FD活動を適切に行っている。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 教育内容に係る設問に対する知識レベルを学生が自己評価し回答

させる形式の授業評価アンケートを研究科の懇談会・達成度評価

委員が主導して継続的に行い、点検を行っている。 

 

1-3-2 研究科における教育内容や学生生活等についての意見を聴取する

ために、学生との懇談会を研究科の懇談会・達成度評価委員が主

導して 1回開催した。 
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２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1   

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1   

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1   

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 FD を適切に行い、JABEE による教育組織認定も受けている。特段

の改善すべき事項はない。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 前年度に引き続き、FD を適切に行うとともに、学部での JABEE

認証に準じた教育課程の改善を行っている。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 理工学部と連携し、FD・自己点検報告会を 1 回開催した。学部に

おける「学生による授業評価」の質問項目に関する分析結果を、

研究科においても共有した。 

 

1-3-2 授業評価アンケートを行った結果をもとに、担当教員が授業改善  
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方策について継続的に検討を行っている。 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 理工学部と連携して実施した FD 講演会および FD・自己点検報告

会での情報交換を通じ、研究科の教育内容改善にも資する議論が

行われた。（根拠資料：2017年度理工学部 FD活動報告） 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1   

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1   

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学生の研究能力涵養に関しては、学生は国際会議発表等を含め、

研究成果を外部発表しており、高度技術者教育は一定の効果を見

ており、特段改善すべき点はない。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 前年度に引き続き、学生は国際会議発表等を含め、研究成果を外

部発表した（延べ 40 名，40 件）。中には学会において論文賞を

受賞するものもおり、高度技術者教育は一定の効果を見ている。

（根拠資料：本学公式 Web サイト News&Topics（2018 年 3 月 13

日付）「本学大学院理工学研究科の学生が、第 45 回日本オペレー
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ションズ・リサーチ学会中部支部研究発表会で学生論文賞最優秀

賞を受賞」，同 2017 年 9 月 6 日付「本学大学院ソフトウェア工学

専攻の 2 名の大学院生が情報処理学会ソフトウェアエンジニアリ

ングシンポジウム 2017（SES2017）で学生奨励発表賞を受賞」） 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1   

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1   

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2—2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1   

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1   

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公

正かつ適切に実施されているが、受け入れ学生数の増加を図る必

要がある。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 
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1-2-1 大学院推薦制度の適切な運用、大学院進学に対する指導教員から

の積極的な推奨などを通じ、受け入れ学生数の増加を試みた。

2018 年度入学者については、博士前期課程 42 名（2017 年度比 8

名増）、博士後期課程 2名（2017年度と同数）となった。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 理工学部学生に対し、大学院で学ぶことの面白さや、大学院を修

了することで自己のキャリア形成上どのようなメリットがあるか

を、学部での指導教員を通じて周知している。 

 

1-3-2 理工学部学生の保証人に対し大学院での学びの価値を理解しても

らうために、大学院進学を推奨する内容の文書を成績表送付の際

に同封している。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1   

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 理工学部との協力のもとで、引き続き受入学生数の増加を図る必

要がある。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 理工学部学生やその保証人に対し、大学院で学ぶことの面白さや

やりがい、キャリア形成上のメリットをより積極的にアピールす

る。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2017年度システム数理専攻自己点検・評価報告書 

 

システム数理専攻主任 白石 高章 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 全学的なポリシーの見直しが進められているが、その方針に合わ

せて対応する。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 前期課程の３つのポリシーは、全学の方針にしたがって，見直し

た。 

 

1-2-2 後期課程の３つのポリシーは、完成年度の関係で、2016 年度に

対応をスタートしていなかったが、１年遅れで対応を始め、全学

的な表現の統一にあわせて見直したものを、執行部に提出した。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2017 年度から研究科の外部評価委員会を、理工学部の外部評価

委員会に合わせて年 2 回開催することとした。今後は研究科の理

念・目的の適切性について外部の視点から継続的に意見を聴取す

る。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 本専攻の理念と目標を web で公開し、その明確化を図っている

(根拠資料 ：本学 web ページ大学院専攻案内 専攻の紹介)。 

 

2-1-2 大学院生の進路の把握を、教員をとおして行っている(根拠資

料：2017 年度指導学生進路先調査票(年 2 回キャリア支援室に提

出)。 

 

2-1-3 修了生の就職先は，情報関連，製造業，教員，公務員など業種に

富んでいて，理念・目的と整合している。 （根拠資料：2017 年

度学部別進路状況，2017 年度理工学部・理工学研究科就職先リ

スト（キャリア支援室）） 
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2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 後期課程の３つのポリシーの見直しが完了していないので、これ

を継続する。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 全学の方針の決定を待ち、それに対応する。 執行部 

自己点検・

評価委員会 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

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

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1   

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学部と連携し、教員の研究活動の活発化を図っている。  

1-3-3 理工学部と連携し、FD・自己点検報告会を 1回開催した。  

1-3-4 理工学部と連携し、FD講演会を 1回開催した。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1   
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2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 研究費獲得の支援策について発展させる必要がある。  

3-1-2 「理工学研究科における研究指導教員の評価基準に係る内規」に

ついて振り返り、改訂の必要があるか検討する必要がある。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 職位に対する適格性の評価も併せ、効果的かつ厳密な評価を行う

ことのできる運用体制について検討する。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1   

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 博士後期課程の完成年度を迎え、博士後期課程の三つのポリシー

を見直し、修正した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 学位授与に関しては客観的な評価が可能となるよう「学位論文審

査基準」を定め、その運用に問題がないことを確認している。 
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2-1-2 大学院生懇談会における学生からの意見に対し、検証を行ってい

る(根拠資料：2018 年度第 1 回自己点検・評価委員会報告資料 1

『2017 年度「大学院生による授業評価」実施結果報告書理工学

研究科』)。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1   

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1   

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1   

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 後期課程において、クォーター制移行に伴ったカリキュラムを検

討し履修要項の改正、学則の改正を行った。根拠資料：2018 年

度履修要項、南山大学大学院学則 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 
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2-1-1 研究科として組織的に修士論文の審査をしている (根拠資料：

2017年度第 15回理工学研究科委員会審議事項 2資料)。 

 

2-1-2 前期課程１年次からの副指導教員制を導入した。論文指導を複数

の教員が行うことで多角的な指導と審査の透明性向上ができてい

る(根拠資料：2018 年度第 1 回理工学研究科委員会 W 審議資料

2)。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1   

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1   

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1   

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学位論文の審査を複数教員で行い、その内容を検証している。  

1-3-2 理工学部と連携し、FD・自己点検報告会を 1 回開催した。学部に

おける「学生による授業評価」の質問項目に関する分析結果を、

研究科においても共有した。 
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1-3-3 授業評価アンケートを行った結果をもとに、担当教員が授業改善

方策について継続的に検討している。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 理工学部と連携して実施した FD 講演会および FD・自己点検報告

会での情報交換を通じ、研究科の教育内容改善にも資する議論が

行われた（根拠資料：2017年度理工学部 FD活動報告）。 

 

2-1-2 大学院生懇談会における学生からの意見から、検証している(根

拠資料：2018 年度第 1 回自己点検・評価委員会報告資料 1『2017

年度「大学院生による授業評価」実施結果報告書理工学研究

科』)。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1   

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1   

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1   
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3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学生の研究能力涵養に関しては、学生は学会発表等を含め、研究

成果を外部発表しており、高度技術者教育は一定の効果を見てい

る。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 授業達成度評価の報告書によれば、理解度が上がった旨報告され

ている(根拠資料：2018 年度第 1 回自己点検・評価委員会報告資

料 1『2017 年度「大学院生による授業評価」実施結果報告書理工

学研究科』) 。 

 

2-1-2 修士論文および最終試験では、目標に沿った成果を確認できた

(根拠資料：学位論文審査報告書)。 

 

2-1-3 修了生の進路状況から，目標に沿った成果を確認できる(根拠資

料 2017 年度就職者データ（大学院）)。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1   

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1   

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  
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2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1   

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2017 年度は前期課程 7 名、後期課程 0 名であったが、2018 年度

は前期課程 16名、後期課程 0名であった。 

 

1-3-2 アドミッション・ポリシーは web で公開している。  

1-3-3 入学者選抜の科目は入試要項作成時に、合格基準は各入学試験の

判定までに見直している。  

 

1-3-4 大学院委員会で手続き者数等を報告し、定員に対する割合を検証

している(2018年度第 1回理工学研究科委員会 W報告資料 2)。 

 

1-3-5 前期課程の 9月入学の募集を開始した。受験生はいなかった。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1   

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1   

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1   

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2017年度ソフトウェア工学専攻自己点検・評価報告書 

 

ソフトウェア工学専攻主任 佐々木 克巳 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 全学的なポリシーの見直しが進められているが、その方針に合わ

せて対応する。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 前期課程の３つのポリシーは、全学の方針にしたがって，見直し

た。 

 

1-2-2 後期課程の３つのポリシーは、完成年度の関係で、2016 年度に

対応をスタートしていなかったが、１年遅れで対応を始め、全学

的な表現の統一にあわせて見直したものを、執行部に提出した。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2017 年度から研究科の外部評価委員会を、理工学部の外部評価

委員会に合わせて年 2 回開催することとした。今後は研究科の理

念・目的の適切性について外部の視点から継続的に意見を聴取す

る。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 本専攻の理念と目標を web で公開し、その明確化を図っている

(根拠資料 ：本学 web ページ大学院専攻案内 専攻の紹介)。 

 

2-1-2 大学院生の進路の把握を、指導教員をとおして行っている(根拠

資料：2017 年度指導学生進路先調査票(年 2 回キャリア支援室に

提出)。 

 

2-1-3 修了生の就職先は、ソフトウェア関連の企業が多く、理念・目的

と整合していると考える。 （根拠資料：2017 年度学部別進路状

況，2017 年度理工学部・理工学研究科就職先リスト（キャリア

支援室）） 
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2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 後期課程の３つのポリシーの見直しが完了していないので、これ

を継続する。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 全学の方針の決定を待ち、それに対応する。 執行部 

自己点検・

評価委員会 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

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

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 全教員、特に教授が博士後期課程の研究指導教員の認定を受ける

努力が必要である。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 理工学研究科の内規『南山大学大学院理工学研究科における研究

指導教員の評価基準に係る内規』を全学で認めてもらい、それに

基づきソフトウェア工学専攻では１名が、博士後期課程の研究指

導教員の認定を受けた。根拠資料：2018年 3月 10日評議会記録 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学部と連携し、教員の研究活動に関し、個人評価を行い、研究活

動の活発化を図っている。 

 

1-3-2 学部と連携し、研究費獲得の支援策として、科研申請書のれびゅ

ーを行った。 

 

1-3-3 理工学部と連携し、FD・自己点検報告会を 1回開催した。  
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1-3-4 理工学部と連携し、FD講演会を 1回開催した。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1   

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 研究費獲得の支援策について発展させる必要がある。  

3-1-2 「理工学研究科における研究指導教員の評価基準に係る内規」に

ついて振り返り、改訂の必要があるか検討する必要がある。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 科研費や競争的資金の申請書の相互レビューについては、引き続

き行う予定である。必要に応じて外部の有識者からのコメントを

受ける仕組みについて検討する。 

 

3-2-2 職位に対する適格性の評価も併せ、効果的かつ厳密な評価を行う

ことのできる運用体制について検討する。 

 

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1   
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3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 博士後期課程の完成年度を迎え、博士後期課程の三つのポリシー

を見直し、修正した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 学位授与に関しては客観的な評価が可能となるよう内規を定め、

その運用に問題がないことを確認している(根拠資料: 2017 年度

大学院履修要項 p.133)。 

 

2-1-2 JABEE の枠組みで学部の見直しを行う際に、専攻についても必要

な議論をしている（根拠資料: 2017 年度第 1 回，第 2 回外部評

価委員会議事録)。 

 

2-1-3 大学院生懇談会における学生からの意見に対し、検証を行ってい

る(根拠資料：2018 年度第 1 回自己点検・評価委員会報告資料 1

『2017 年度「大学院生による授業評価」実施結果報告書理工学

研究科』)。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1   

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1   

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  
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2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1   

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 後期課程において、クォーター制移行に伴ったカリキュラムを検

討し履修要項の改正、学則の改正を行った。根拠資料：2018 年

度履修要項、南山大学大学院学則 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 研究科全体で組織的に修士論文の審査をしている (根拠資料：

2017年度第 15回理工学研究科委員会審議事項 2資料)。 

 

2-1-2 前期課程１年次からの副指導教員制を導入した。論文指導を複数

の教員が行うことで多角的な指導と審査の透明性向上ができてい

る(根拠資料：2018 年度第 1 回理工学研究科委員会 W 審議資料

2)。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1   

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1   

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 
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1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1   

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学位論文の審査を複数教員で厳格に行い、その内容を毎年検証し

ている。 

 

1-3-2 理工学部と連携し、FD・自己点検報告会を 1 回開催した。学部に

おける「学生による授業評価」の質問項目に関する分析結果を、

研究科においても共有した。 

 

1-3-3 授業評価アンケートを行った結果をもとに、担当教員が授業改善

方策について継続的に検討を行っている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 理工学部と連携して実施した FD 講演会および FD・自己点検報告

会での情報交換を通じ、研究科の教育内容改善にも資する議論が

行われた（根拠資料：2017年度理工学部 FD活動報告）。 

 

2-1-2 大学院生懇談会における学生からの意見から、検証を行っている

(根拠資料：2018 年度第 1 回自己点検・評価委員会報告資料 1

『2017 年度「大学院生による授業評価」実施結果報告書理工学

研究科』)。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1   

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 
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3-2-1   

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1   

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学生の研究能力涵養に関しては、学生は国際会議発表等を含め、

研究成果を外部発表しており、高度技術者教育は一定の効果を見

ている。（根拠資料: 南山大学 Webページ News & Topics 

2017.09.06 本学大学院ソフトウェア工学専攻の 2 名の大学院生

が情報処理学会 ソフトウェアエンジニアリングシンポジウム

2017（SES2017）で学生奨励発表賞を受賞(http://www.nanzan-

u.ac.jp/Menu/news/2017/170905_jusyo.html)) 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 授業達成度評価の報告書によれば、理解度が上がった旨報告され

ている(根拠資料：2018 年度第 1 回自己点検・評価委員会報告資

料 1『2017 年度「大学院生による授業評価」実施結果報告書理工

学研究科』) 。 

 

2-1-2 修士論文および最終試験では、目標に沿った成果を確認できた

(根拠資料：学位論文審査報告書)。 

 

2-1-3 修了生の就職先は、製造業ならびに通信関連の企業が多く、理

念・目的と整合し、目標に沿った成果を確認できた(根拠資料 

2017 年度就職者データ（大学院）)。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 
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2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1   

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1   

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1   

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2016 年度の入学者は、前期課程 6 名、後期課程 0 名、2017 年度

は前期課程 13 名、後期課程 2 名であったが、2018 年度は前期課

程 13名、後期課程 2名であった。 

 

1-3-2 アドミッション・ポリシーは web で公開している。  

1-3-3 入学者選抜の科目は入試要項作成時に、合格基準は各入学試験の

判定までに見直している。  

 

1-3-4 大学院委員会で手続き者数等を報告し、定員に対する割合を検証

している(2018年度第 1回理工学研究科委員会 W報告資料 2)。 

 

1-3-5 前期課程の 9月入学の募集を開始した。受験生はいなかった。  

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 
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2-1-1   

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 理工学部との協力のもとで、引き続き受入学生数の増加を図る必

要がある。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 理工学部学生やその保証人に対し、大学院で学ぶことの面白さや

やりがい、キャリア形成上のメリットをより積極的にアピールす

る。 

 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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2017年度機械電子制御工学専攻自己点検・評価報告書 

 

機械電子制御工学専攻主任 奥村 康行 

 

≪理念・目的≫ 

・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 全学的なポリシーの見直しが進められているが、その方針に合わ

せて対応する。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 前期課程の３つのポリシーは、全学の方針にしたがって研究科を

主体として見直した。 

 

1-2-2 後期課程の３つのポリシーは、完成年度の関係で、2016 年度に

対応をスタートしていなかったが、１年遅れで対応を始め、全学

的な表現の統一にあわせて研究科を主体として見直したものを、

執行部に提出した。 

 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 2017 年度から開催されている研究科の外部評価委員会におい

て、専攻の理念・目的の適切性について外部の視点から継続的に

意見を聴取する。 

 

1-3-2 修了生の就職先は、製造業ならびに通信関連の企業が多く、在学

中に身に付けた専門知識や技術を活用する技術者として採用され

ている。専攻の理念・目的に沿った人材育成が行われている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 博士前期課程で輩出する人材の就職先として想定される、情報通

信関連企業、製造業への求職者については、ほぼ全員が、専門技

術職として就職することができた。これは，研究科を主体として

定めた専攻の目的・理念に沿った修了者を輩出できていることを

示している。（根拠資料：2017 年度学部別進路状況，2017 年度理

工学部・理工学研究科就職先リスト（キャリア支援室）） 
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2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 後期課程の３つのポリシーの見直しが完了していないので、これ

を研究科を主体として継続する。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 全学の方針の決定を待ち、研究科を中心にそれに対応する。 執行部 

自己点検・

評価委員会 

 

 

≪教員・教員組織≫ 

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

を講じているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1   

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 新たに１名の准教授に博士前期課程の研究指導教員を委嘱した。

2017 年 9 月 1 日付理工学部に新任用された教授について、博士

前期課程の研究指導教員と博士後期課程の研究指導補助教員を委

嘱した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1   
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2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1   

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1   

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1   

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 博士後期課程の完成年度を迎え、博士後期課程の三つのポリシー

を研究科を主体として見直し、修正した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1   

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 
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2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1   

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1   

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 FD を適切に行っており、学生の授業評価ならびに学生との懇談

会からも、特段の改善すべき事項は見当たらない。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 前年度に引き続き、教授会で報告したとおり FD 活動を適切に行

っている。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 教育内容に係る設問に対する知識レベルを学生が自己評価し回答

させる形式の授業評価アンケートを継続的に行い、研究科で点検

を行っている。 

 

1-3-2 研究科における教育内容や学生生活等についての意見を聴取する

ために、学生との懇談会を 1回開催した。 

 

1-3-3 安全な実験を行うために、機械電子制御工学科と共同で安全講習

会を１回開催した。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 研究科全体で組織的に修士論文の審査をしている (根拠資料：

2017年度第 15回理工学研究科委員会 W審議資料 2)。 
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2-1-2 前期課程１年次からの副指導教員制により、複数の教員からの多

角的な指導と審査の透明性向上が図られている(根拠資料：2017

年度第 1回理工学研究科委員会 W審議資料 3)。 

 

2-1-3 国際化推進事業の一環で学生を海外の大学に一定期間派遣し、現

地の学生との討論を通じて専門知識とプレゼンテーション能力の

向上を図った(根拠資料：2017 年度第 16 回理工学研究科委員会 W

審議資料 7)。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 教授会・研究科委員会で報告したとおり FD を適切に行ってお

り、学生の授業評価ならびに学生との懇談会からも、特段の改善

すべき事項は見当たらない。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1   

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

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

結びつけているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1   

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 授業評価アンケートを行った結果をもとに、担当教員が授業改善

方策について継続的に検討を行っている。 
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1-3-2 修士論文の審査を複数教員で厳格に行い、その内容を毎年検証し

ている。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 2013 年度から授業達成度評価を行っている。研究科として 4～7

科目程度を対象とし、授業期間の最初と最後に、その授業の内容

に関するキーワードの理解度を学生に答えてもらい、その達成度

を検証した。担当者の報告書からは理解度が上がった旨報告され

ている(根拠資料：授業達成度評価報告書(2018 年度第 1 回研究

科委員会 W報告資料 4))。 

 

2-1-2 大学院生懇談会における学生からの意見から、検証を行っている

(根拠資料：2017年度第 8回理工学研究科委員会 W報告資料 2)。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1   

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1   

 

 

≪教育内容・方法・成果≫ 

D.教育目標に沿った成果が上がっているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 

1-1-1 特になし  

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1   
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3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 学生の研究能力涵養に関し、教員業績に記述されているとおり国

際会議での発表や論文投稿など研究成果の外部発表を学生と共同

で行っており、一定の高度技術者教育の成果をあげている。 

 

1-3-2 国際化推進事業の一環で学生を海外の大学に一定期間派遣し、国

際交流が図られた。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1 授業達成度評価の報告書によれば，理解度が上がった旨報告され

ている(根拠資料：2018年度第 1回研究科委員会 W報告資料 4)． 

 

2-1-2 修士論文および最終試験では，目標に沿った成果を確認できた

(根拠資料：学位論文審査報告書)． 

 

2-1-3 修了生の就職先は，製造業ならびに通信関連の企業が多く，理

念・目的と整合し，目標に沿った成果を確認できた(根拠資料 

2017 年度就職者データ（大学院）)． 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1   

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1   

 

 

≪学生の受け入れ≫ 

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

ているかについて、定期的に検証を行っているか。 

１．現状の説明［箇条書き］ 

1．前年度「《点検・評価》改善すべき事項」として示された事項 ※ 
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1-1-1 学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公

正かつ適切に実施されているが、入学者数は定員には達していな

い。志願する学生数の増加を図る必要がある。 

 

 

 

2．現状（2017年度）の説明(上記 1.の事項についてどの程度改善された

か) 

※ 

1-2-1 2018 年度入学者については、博士前期課程 16 名（2017 年度比 2

名増）、博士後期課程 0 名（2017 年度と変わらず）となった。学

生並びに保護者に対し、大学院進学の意義を継続的に伝えてい

く。 

 

 

3．現状（2017年度）の説明(上記以外の事項について) ※ 

1-3-1 理工学部学生に対し、大学院で学ぶことの面白さや、大学院を修

了することで自己のキャリア形成上どのようなメリットがあるか

を、学部での指導教員を通じて周知している。 

 

1-3-2 理工学部学生の保証人に対し大学院での学びの価値を理解しても

らうために、大学院進学を推奨する内容の文書を成績表送付の際

に同封している。 

 

 

２．効果が上がっている事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》効果が上がっている事項 注）内容を裏付ける客観的根拠を

記述してください 
※ 

2-1-1   

 

 

2.《2018年度に向けた方策》更にこれらの効果を伸長させるための方策

(もしあれば) 

※ 

2-2-1   

 

３．改善すべき事項［箇条書き］ 

1.《点検・評価》改善すべき事項 ※ 

3-1-1 理工学部との協力のもとで、引き続き受入学生数の増加を図る必

要がある。 

 

 

 

2.《2018年度に向けた方策》改善方策 ※ 

3-2-1 大学院で学ぶことの面白さ、価値など各指導教員を通じて周知さ

せる。また、１－２年次の学生にも説明会などを通じて、大学院
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進学の意義を訴える。 

※「他組織・大学全体にかかわる事項」の場合は具体的な組織名称を記入してください。 

 

以上 
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