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はじめに 
 

追手門学院は、1888 年大阪偕行社附属小学校として発足した。創設者高島靹之助（1844-1916）

は、将来の日本発展の原動力となる人材は小学校時代から育成すべきとし、小学校を設立した。

さらに、高島はドイツ・フランスに武官として派遣された経験から語学や国際化、女子教育な

どにも早くからその意味を理解していたこともあり、当初は幼稚園、尋常小学校、高等小学校、

裁縫小学校、英語学校設置の計画もあったとされる。そして、追手門学院は、その後、片桐武

一郎が大正と戦前の昭和の時代を進取で、堅実な考えのもと、自主性を重んじた教育を掲げ、

さらに戦後の学院の立て直しに尽力した八束周吉は個性を重んじ、個我（自律：自主と自覚、

自律と実践、自由と責任）と社会我（友愛：社会正義、協同奉仕、社会理想）の全き一つの完

成を目指した教育方針のもと、戦後の学院を再生し、小学校を母体として中学・高校を大手前

と茨木の地に設置してきた。建学の精神である「独立自彊・社会有為」は、脈々と今日まで受

け継がれてきているのである。私学は、建学の精神がすべてのよりどころである。 

追手門学院大学は、追手門学院創立 80 周年記念事業の一つとして経済学部（経済学科）、文

学部（心理・社会学科、東洋史学科、イギリス・アメリカ語学文学科）２学部４学科からなる

大学として 1966 年に設立された。大学の設置に関わった初代学長の天野利武は、創設者高島、

片桐、八束ら先人の志操をよく理解し、時代に適応するとともに、時代を先取りした形で追手

門学院の歴史と伝統の自負を持って大学を創設し、地域社会、国家および国際社会において、

指導的役割を果たしうる人材の養成を、その教育理念・教育方針としてきた。爾来、以下の様

な人材養成目的を掲げてきた。 

１．確固たる個性をもち、自他の人格を尊重し、節度をわきまえ、社会の秩序と平安を乱す有

形無形の暴力を排除する、勇気ある民主的人物。 

２．美的、倫理的価値に対し、鋭敏で健康な感受性をもち、真に自由な精神と強い意志をもっ

た責任感のある人物。 

３．豊かな一般教養を身につけ、深く高い知識と思考力をもって、人文、社会ならびに自然の

諸科学の正しい発展に寄与できる人物。 

４．日本の歴史、文化および芸術に対する深い造詣と、母語に見識をもつ豊かな表現力のある

人物。 

５．国際的視野と国際的社会性、および地球的観点をもち、人類の繁栄に寄与し、社会に貢献

することのできる人物。 

 

1966 年に茨木の地に創設された追手門学院大学は、開学当初は経済学部経済学科と文学部心

理・社会学科、東洋史学科、イギリス・アメリカ語学文学科という２学部４学科からなる大学

であったが、その後 1970 年には文学部の心理・社会学科を心理学科、社会学科と学科増設をし、

東洋史学科を東洋文化学科と改めた。1971 年に経済学部に経営学科を新設し、1995 年に経営学

部と人間学部（心理学科、社会学科）を創設し、1998 年には経済学部に国際経済学科を新設し、

文学部の東洋文化学科をアジア文化学科へ、またイギリス・アメリカ語学文学科を英語文化学

科へと改称した。1999 年には経営学部に国際経営学科を創設した。2005 年には経済学部国際経

済学科をヒューマンエコノミー学科へ、また経営学部の国際経営学科をマーケティング学科と

改組した。2006 年に人間学部の２学科から心理学部心理学科と、社会学部社会学科を創設し、
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2007 年には文学部を国際教養学部（アジア学科、英語コミュニケーション学科）へと改組して

きた。このような、改組の結果、学部では経済学部（経済学科、ヒューマンエコノミー学科）、

経営学部（経営学科、マーケティング学科）、心理学部（心理学科）、社会学部（社会学科）、国

際教養学部（アジア文化学科、英語コミュニケーション学科）の５学部８学科、また大学院で

は経済学研究科、経営学研究科、心理学研究科、文学研究科の４研究科を擁するまでに発展し

てきている。 

ところで、大学を取り巻く状況は急激に変化してきている。 

第一に、少子化の影響のもと、志願者に対する入学可能者数の割合は大学・短期大学合わせ

て 92％に達しているというように、文字通り大学が全入時代へ突入しているということである。

したがって、地方の大学では定員割れが目立ち、近畿圏でも３割以上の大学が定員割れを起こ

しているという状況であり、学生から選ばれる時代の大学として、大変厳しい状況である。 

第二は、文部科学省の施策である。大学、短期大学への進学率が 55％を超えているというよ

うに同年齢の半数以上が高等教育を受けるというマーチン・トロウのいうユニバーサル段階に

入っていることや知識基盤社会に対応するための人材の育成の必要性など大学を取り巻く環境

の変化を受けて、中央教育審議会は大学の機能分化を図る必要性を提言し、さらに大学教育の

質の向上を図る必要性から学士課程教育の基本的な見直しと点検の必要性も提言している。ま

た、大学教育は公的性質を強く持っていることから、ステークホルダーに対してだけではなく、

広く社会に対しても説明責任を持つことから、第三者評価などを通して、自己点検や自己評価

を絶えず行い（PDCA サイクル）、受け入れている学生に対してより質の高い教育を提供するこ

とが求められている。補助金などの資金も、これまで以上に競争的な獲得が必要となってきて

いる。そして、競争的資金の獲得には、文部科学省の施策を何処まで履行しているかが審査の

対象にもなってきている。 

第三は、学生の現状である。大学生の実態として、学力低下、学習意欲低下、無目標を特徴

とする学生が大学生の現状として言われることがある。このように、大学を取り巻く状況と大

学教育を担うという立場から、学士教育の品質を保ち、実際学士力を身につけるような教育の

システムを持っていることが問われている。 

先に述べたように、私学の教育のよりどころは建学の精神である。このことに関して、学院

創設 120 周年の記念の年に向け、教育構想委員会において建学の精神や教育理念、人材養成目

標を議論し、その成果を追手門学院開闢以来初めて３度に渡り学院の理念と歴史のシンポジウ

ムとして開催し、建学の精神を再確認し、教育理念を統一することができた。 

さらに、学院創立 120 周年を期して、学院と各校園の中長期の目標を策定した。さらに大学

においては、開学以来初めて大学および各学部、各研究科の将来計画の説明会が全学的に行わ

れた。また、教育内容の検討をするために、これまで機能していなかったカリキュラム改革委

員会を再開させた。また、FD 活動を活性化するために、これまでは各学部で行われていた FD

活動を全学的に行うために全学 FD 委員会を設置した。また、学院と大学の意志決定の機構につ

いても新たな機構にかえることで、会議を減少させるとともに、より実質的に機能的な組織と

するようにした。大学における中長期の課題では、大学として最低限備えていなければならな

い機能を充実させることも重要なことであることが指摘された。すべては、教育内容、方法に

関して本学の独自の基準である追手門スタンダードを確立することである。そのためには、教

育の目的、目指す知識、能力などの追手門の学士力の明確化、教育内容の点検、カリキュラム

の点検、学習支援のあり方の点検などを行う必要がある。具体的には、（１）追手門スタンダー
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ドとして総合教養教育の確立、（２）各学部の追手門スタンダードとしての専門基礎教育の確立、

（３）キャリア教育の確立、（４）総合教養教育、専門基礎教育、専門基礎教育の有機的関連づ

け、（５）少人数授業（演習）の充実、（６）体験型授業の充実、（７）学習支援システムの充実、

（８）外国語学習の充実、（９）FD 制度の確立、（10）情報教育の充実、（11）初年次教育の充

実、（12）国際交流の促進、（13）学生支援の改革、（14）外国人留学生の支援の充実、（15）地

域社会への貢献、（16）学生の活用、（17）課外活動の活性化推進、（18）人権啓発、（19）マナ

ー向上の推進、（20）入試制度の見直しと改善、（21）広報活動の強化、（22）就職の強化、（23）

就職支援体制等の充実を図らなければならないことが指摘された。課題は山積である。このよ

うな充実を図るとともに、学生に対して十分な教学支援、学生生活支援、キャリア支援などを

保証することができるようにしなければならないこともあわせて指摘された。 

私学としての追手門学院大学は建学の精神に則り、教育の一端を担い、目的とする人材を養

成すべく教育に邁進してきた。私学と言えども、教育という公共の機能を果たしており、公的

で、大きな責任もまた担っている。実際、本学で学んだ卒業生はやがて社会の一員として生き

ていくこととなるからである。そうだとすると、この社会的責任は、本学直接のステークホル

ダーだけではなく、広く社会に対しても責任を果たす必要がある。そのためには、常に自信の

教育内容について点検と評価、それに改善が必要となる。自らこのようなことができることこ

そが、公的な教育を担う資格があると考えられる。しかしながら、自ら点検、評価をし、改善

をするということは容易なことではない。 

ここに、大学基準協会の評価に参加し、相互評価の機会を持つことの意味があると考えられ

る。本学では、大学基準協会の評価に関しては、2001 年の加盟申請に対して、2005 年の改善報

告を行っている。2001 年度の加盟申請時にも、教室の狭隘、図書館の開館時間、特定学部での

推薦入試の入学者の割合が大きいこと、専任教員数などの指摘を受け、2005 年において、改善

したことを報告している。今回は追手門学院大学にとって事実上初めての評価となる。大学で

は、全学自己評価委員会において数年前から準備を重ねてきた。そのための体制作りも行って

きた。学部や部署によっては毎年あるいは隔年で自己評価を行ってきたところもある。勿論、

基本は自己評価であるので、本来の大学評価を受ける目的は自己評価能力を大学が高めること

で、自分で自分をチェックし、評価し、改善する仕組みを作り、履行することである。そのこ

とが、結局大学が付託されている責任を果たすことにつながるからである。今回の大学評価を

受けるための準備で以前より大学という組織としてその能力が高まったかどうかが、今回の評

価に反映されるものと考えられる。 
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１．理念・目的 
 
（１）大学の理念・目的 
（理念・目的等） 
��：大学の理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の��性 
�現���� 
１．追手門学院の��と建学の精神 

追手門学院は 1888 年大阪偕行社附属小学校として発足した。当時創設者高島靹之助

（1844-1916）は、「国家有為の人物の育成」を目指して、将来の日本発展の原動力となる人材

は小学校時代から育成すべきである、という高邁な思想をもって設立したのである。 

ここで言う国家有為の人物とは、決して偏狭な国枠主義者ではなく、我々が属する民族・社

会・組織に対して何か新しいものを創造し、その発展に大きく貢献しうる人材を意味している。 

高島鞆之助は、小学校開校時の校是として、専ら児童身体を鍛錬し、忠君愛国の精神を涵養

し、質実剛健の志操および独立自彊の心性を陶冶し、他日君国のために貢献すべき人材を養成

せんことを期すとしている。さらに、当初計画では幼稚園、尋常小学校、高等小学校、裁縫小

学校、英語学校設置の計画もあったとされ、ドイツ・フランスに武官として派遣された経験か

ら語学や国際化、女子教育などにも早くからその意味を理解していた。 

この偕行社附属小学校の創設以来今日まで 121 年、この間には第二次大戦の敗北と偕行社の

解散、これに伴う小学校廃絶の危機、革命的な学制改革等々未曾有の変革の波に翻弄されなが

らも、この建学の精神は脈々と受け継がれ、現在の教育理念形成の礎石となっている。 

現在は「幼稚園から博士まで」の総合学園として発展し、教職員、学生、生徒等総数は約１

万名にも達している。 

ところで、追手門学院の教育理念は、幼稚園から大学までの各校園においてはそれぞれの教

育対象者の教育段階に応じて若干の表記の違いがあった。そこで、学院創立 120 周年の記念の

年に向けて学院の教育構想委員会で議論を重ね、「独立自彊・社会有為～自由と調和の人間教育

を目指して～」を学院の統一の教育理念とすることとなった。ところで、自彊とは古代中国の

易経の「自彊不息」にみられる言葉で、君子も自ら努め励み、怠ることはないという意味だと

される。本学では、社会や人に役に立つように自立的に判断し、それを自ら努め励むことがで

きる人物が、人材養成の目標となっている。戦前、戦中、戦後の学院の教育を担った八束周吉

は、本学院の建学の精神である独立自彊・社会有為を個我（自律：自主と自覚、自律と実践、

自由と責任）と社会我（友愛：社会正義、協同奉仕、社会理想）の全き一つの完成と的確に表

現している。 

２．追手門学院大学の教育理念・教育方針 

追手門学院大学は、1966 年に追手門学院創立 80 周年記念事業の一つとして経済学部、文学

部２学部からなる大学として設立された。現在は数次にわたる学部・大学院の拡充・改組を経

て、学部では経済学部、経営学部、心理学部、社会学部、国際教養学部の５学部８学科、また

大学院では経済学、経営学、心理学、文学の４研究科を擁するまでに発展してきている。 

大学の教育理念・教育方針は、上述の学院の教育理念を受け、学院全体の理念を基礎に置き

つつ、大学独自で培われてきた「実践重視」の学風、およびグローバル化・情報化のなかで一

段と高まる「開かれた大学」への社会的要請を考慮して、次のように規定している。 
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 教育理念 

  「独立自彊・社会有為～自由と調和の人間教育を目指して～」 

 教育方針 

 追手門学院は、幼稚園から大学・大学院までの総合学園として、以下に挙げる人物の養成を

目標とし、地域社会、国家および国際社会において、指導的役割を果たしうる人間の創造を、

その教育理念・教育方針としてきた。 

１．確固たる個性をもち、自他の人格を尊重し、節度をわきまえ、社会の秩序と平安を乱す

有形無形の暴力を排除する、勇気ある民主的人物。 

２．美的、倫理的価値に対し、鋭敏で健康な感受性をもち、真に自由な精神と強い意志をも

った責任感のある人物。 

３．豊かな一般教養を身につけ、深く高い知識と思考力をもって、人文、社会ならびに自然

の諸科学の正しい発展に寄与できる人物。  

４．日本の歴史、文化および芸術に対する深い造詣と、母語に見識をもつ豊かな表現力のあ

る人物。 

５．国際的視野と国際的社会性、および地球的観点をもち、人類の繁栄に寄与し、社会に貢

献することのできる人物。 

である。 

なお、上記の教育理念と教育方針は、学則に記載している。 

この内容については、大学の人材養成目的という観点から見て適切なものと判断できる。 

ただ、建学の精神による人材育成目的に対応した科目だけを具体化すると大学教育にとって

は極めて不十分なカリキュラムとなろう。これは大学の設置に関わる条件を満たすことで、一

般的な大学教育の理念や教育方針に見合う教育内容は整備するようにしている点で補われてい

る。問題は、建学の精神と関係する独自の科目が配置されているか、あるいは教育は単独の科

目でなされるわけではないので、どのような科目群でそのような建学の精神を育成するのかと

いう点を明確にすることである。 

�点�・評価（��と問題点）］ 

私学の教育のよりどころは、建学の精神である。創立 120 周年を期に学院の教育理念を統一

した形で、建学の精神を再確認し、再設定できたことは大変意味のあることだと考えられる。

そして、これを受けて大学も建学の精神に則り、教育方針を明記した。以上のことは、学院に

とって、また大学にとって今後の教育内容を考える上では大変意味のあることであったと評価

できる。 

しかし、このことは追手門学院大学の独自の教育理念の具体化された教育内容の構築に向け

て、出発点に立ったに過ぎないとも言える。今後、なすべきことは多い。 

したがって、いくつかの問題点があることも事実である。主たる問題点を挙げると、以下の

ようである。 

１ 建学の精神が、大学の教育の目標に対してどこまで意味づけられ、具体化されているか、 

２ 教職員、あるいは学生が建学の精神を同じ意味で共有しているか、 

３ 大学のあらゆる施策が建学の精神に結びつけられ、意味づけられているか、 

等が問題点として挙げられる。 

特に問題なのは、第１番目の点である。例えば、建学の精神である独立自彊には、自立や自

律を含むが、自立や自律はどの大学においても教育理念や目標となしうるし、実際なされてい
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る。このような点では、本学だけのものではない。だとすると、本学の自立や自律は本学の建

学の精神からはどのようにほかの大学とは異なる形で意味づけられるかが問題となる。それこ

そが、本学の建学の精神に則った教育目標となると考えられる。これまで、本学の特色として

実践されてきた教育は、ゼミを中心とした少人数教育、実践的あるいは体験型授業の重視であ

った。しかし、建学の精神に則った具体的教育の実践に関して、まだ十分になされているわけ

ではない。言い換えると、本学の大学としてのユニークな教育内容、あるいは教育の独自性が

十分にまだ発揮されていないと言える。この原因の一つは、建学の精神が十分に咀嚼され、そ

れを具体化していないからと考えられる。 

［改�方�（将来の改�・改�に向けた方�）］ 

以上のように、問題は建学の精神に基づいた追手門学院大学独自の教育プログラムの確立に

あると言える。その条件として、建学の精神が学院構成員、あるいは大学構成員間で十分に共

有されていないこと、さらにそこから具体的な追手門学院大学独自の教育内容の確立がはから

れていないことに原因があると考えられる。 

そこで、この問題の解決に向けて、いくつかの方途が考えられる。 

１ 一つは、建学の精神を学院において実質的に統一化することである。この点に関しては、

120 周年記念事業として教育構想委員会と記念誌編纂委員会の合同で、学院内の全校園の教職

員を対象に「学院の歴史と教育理念」のシンポジウムを 2007 年、2008 年、2009 年と３回行っ

てきている。第一回の「学院の歴史と教育理念」シンポジウムでは、過去においてこれまで各

校園で大切にしてきた教育理念や教育内容を披露し合うことが行われ、各校園における教育理

念の共通性や差異が明確になった。さらに、第二回のシンポジウムでは各校園で現在どの様な

教育内容に力を入れているかを披露し合い、統一された教育理念との関係、距離を明確にして

きた。そして、第３回目のシンポジウムでは将来どの様な教育内容を目指すかということで、

統一理念の具体化における整合性や統一性について考えることとなった。このシンポジウムに

おいて、有史以来始めて学院の各校園の教職員が一堂に会して教育内容について議論を行うこ

とができた。これを継続させて、学院の教育理念の具体化と共通化を図るとともに、各校園で

受け入れている幼児、児童、生徒、学生の発達段階に合わせた教育プログラムの確立を行い、

それぞれの校園の独自性と連続性をはかることを目指している。 

２ 何よりも大学内においても大学構成員の建学の精神の共有化が必要となる。そのためには、

自校教育の実施が必要だと考えられる。本学の共通科目群の UI 科目に自校教育に関する科目を

設置することが求められる。自校教育は、学生のためと考えられがちであるが、自校教育に多

くの教職員が関わることで建学の精神の共有化にもつながり、またその深化にも関わり、ひい

ては具体的な教育プログラムの構築の基礎となるものだと考えられる。 

３ 本学は改組を行い、学部によってはまだ完成年度には至っていない。しかし、学部数が増

え、大綱化以来本学においては語学を含めた教養教育の整備が問題となってきている。このよ

うな一般教育の整備については大学としての明確な教育方針がなければならない。そして、そ

の立ち返るところは建学の精神であることから、建学の精神を生かした本学独自の教育内容、

あるいは教育の方法も含めた教育プログラムの検討が求められる。このことが、本学独自の教

育プログラムの構築への第一歩となるとともに、本当の意味での建学の精神に基づいたカリキ

ュラムの構築へと結びついてゆくものと考えられる。 

 

必��大学の理念・目的・教育目標�の周�の方法とその有�性 
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�現�の説明］ 
大学の教育理念・教育方針を周知させるために、次のような手立てを講じている。 

社会に対してまた受験生と高校の教員、保護者、あるいは卒業生など関係する方々に対して

は、大学の教育理念・教育方針をホームページ上に掲載して周知を図るようにしている。また、

中央棟内部の壁面にも建学の精神が掲示されている。 

また、本学志望の受験生や関係の方々には、学外に配布される「大学案内」に大学の教育理

念・教育方針を掲載して周知を図るようにしている。 

在学生に対しては、毎年学生に配布される各学部の履修要項（2009 年版参照）、兼任講師用

の冊子（2009 年版参照）、新入生に配布される「STUDENTS’ LIFE GUIDE――学生生活の手引き

――」に掲載している。 

教職員に対しては、学内にはこれら刊行物を発行する毎に教員および職員に配布または回覧

している。このほかにも、学院で作成している「学院要覧」にも掲載し、大学の教職員のみな

らず、学院の教職員にも配布されているので、教育方針は学内外に向けて明示していると言え

る。 

�点�・評価（��と問題点）］�改善方策（��の改善・改�に向けた方策）］ 
教育理念・方針の周知については、主として上記のような方法ではかっている。基本的な手

立てを用いて、周知すべき対象者に教育理念・方針の開示を行っているという点では、評価は

できる。 

しかし、このような手立てで関係の方々に周知がなされているかというと、問題点もある。

第一点は、教育理念・方針を明示することと周知することに乖離がある。ホームページ上に掲

載していても、みてもらえなくては周知ができない。あるいは、学生や教職員への配布物に掲

載していても、それを読んでもらわなければ周知はできない。したがって、本学の理念・目的

等の周知の方法に関しては、明示は他大学並みには行っていると評価できる。しかし、周知や

理解ということまで踏み込んだ有効性に関しては、問題点が残る。 

第二の問題点は、周知すべき対象者に対して、同じ文言による教育理念・方針の周知法を行

っている点である。伝えるべき対象者によって、解説内容については適切な表現にかえる必要

があると考えられる。 

教育理念・方針の周知の目的は、関係者や社会に対して本学の教育理念・方針を広く理解し

てもらうことである。それが徹底しているかと言えば、かならずしもそうではない。 

改善策としては、 

１ 対象者に応じた建学の精神の解説や説明を、対象者に適した媒体で行う。 

２ 学内の学生への周知は、持ち運びのできる小さな大学の配布物（スクールバス時刻表、

学生用手帳、あるいはその他学生用のパンフレットなど）に印刷するとともに、基本的に

は『追手門学院学』のような自校教育を行う必要がある。 

３ 大学のあらゆる施策が建学の精神に結びつけられていることを前提に、施策には建学の

精神のどこが反映されているかを明示して提示する。 

４ 建学の精神に結びついた教職員の活動に対して賞を制定することなどを通して、建学の

精神の共有化をはかる。 

５ FD 活動や学内各種イベントを通じても理念・方針の浸透をはかるようにする。 

などが考えられる。 
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（２）学部の理念・目的 
ａ．経済学部 
（理念・目的�） 
���学部の理念・目的・教育目標とそれに�う人材養成�の目的の��� 
�現��明� 

経済学部は、1966 年に大学が設立されると同時に、経済学科１学科のみの学部として発足し

た。1971 年に経営学科が増設され、それが 1995 年に経営学部として独立した後、1998 年に国

際経済学科が増設された。さらに 2005 年に国際経済学科がヒューマンエコノミー学科に改組さ

れ、現在は経済学科とヒューマンエコノミー学科の２学科体制となっている。 

「独立自彊・社会有為」という大学の教育理念のもと、経済学部では、２学科の目的を経済

学部規程のなかに明記している。経済学科は、「経済学の理論、政策、歴史の各領域に係る幅広

い学識の涵養を図り、経済分析力と問題解決能力を有する人材を育成することを目的」とし、

ヒューマンエコノミー学科は、「経済学とそれに関連する生活経済、環境経済、比較経済社会の

各領域に係る幅広い学識の涵養を図り、経済分析力と構想力を有する人材を育成することを目

的」としている。 

経済社会はこれまでも絶えず変化してきたし、今後はさらにダイナミックに変貌を遂げてい

くであろう。日本経済だけを取り上げても、高度経済成長の時代から低成長へと移り、国際化・

グローバル化の波にのみこまれ、さらには少子・高齢化の進行、経済的な格差の拡大、地球環

境問題の深刻化といった難問に直面している。このような激動する経済社会においては、経済

学を主体的に学び、経済社会に対する理解を深め、そのことを通じて経済分析力・問題解決能

力・構想力を培った人材が求められ、そしてそういった人材こそが社会の各分野において活躍

するであろう。 

このような視点から、経済学部の教育目標は、以下のような資質をもった学生を育て、さま

ざまな分野で社会に貢献することのできる卒業生として社会に送り出すことである。 

（１）経済学の基本的な科目を学ぶことによって経済分析力を身につけ、論理的な思考ができ

ること。 

（２）経済学の応用的な科目を学ぶことによって、問題解決能力あるいは構想力を培い、社会

の各分野でその能力を実践できること。 

（３）卒業後も経済社会の事象に興味をもち、生涯にわたって学ぶ姿勢を保ち続けること。 

�点�・��（長�と問題点）� 
経済学部においては、経済学科は発足当初から現在まで基幹的な学科として存在してきたが、

経営学科の増設と改組・分離、国際経済学科の増設とヒューマンエコノミー学科への改組を行

ってきた。これは時代の要請に積極的に応えようとし、努力してきたことの表れである。日本

経済の国際化・グローバル化という言葉が一般的に使われるようになったことから、国際経済

学科を発足させた。また、少子・高齢化や経済格差、環境問題などが問題視されだしたときに、

人間と経済の関係をもう一度見直すという意味で、他大学に例をみないヒューマンエコノミー

学科を発足させた。このように経済社会の変化に遅れることなく、教育の内容を絶えず見直し、

さらにそれをカリキュラムに反映させていることが経済学部の特徴である。ただ、ヒューマン

エコノミー学科については、その内容が若干曖昧で、経済学科との違いをはっきりと打ち出せ

ていないことが問題点として残っている。しかしながら、言うまでもなく経済問題にはさまざ

まな側面があり、それらが相互に関連しあっている。そのような経済問題を考えるうえで、学
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科によって履修可能な科目が異なっていることは、決して望ましいことではない。このような

観点から、現在では、各学科の基幹的な科目の構成に特徴をもたせつつ、多くの科目がいずれ

の学科でも履修できるように、カリキュラムの見直しを絶えず行ってきた。 

�改�方策（��の改�・改�に向けた方策）� 
学生各自が、学習の目的を意識しながら、確かな経済分析力を身につけ、問題解決能力と構

想力を培うことができるよう、ゆるやかな履修モデルを構築した。この履修モデルは、経済学

科においては「経済分析」、「政策」、「国際」の３コース、ヒューマンエコノミー学科において

は「生活」、「環境」、「比較経済」の３コースがそれぞれ提示されている。各コースにおいて、

必修科目はもちろん、基幹的な科目と応用的な科目がバランスよく配置されている。 

 
必��学部の理念・目的・教育目標等の周知の方法とその��性 
�現�説明� 

経済学部の理念・目的・教育目標など、学部が目指している方向性を周知させる方法につい

ては、その対象が誰であるのかということと密接に関係している。その対象者は、２つのグル

ープに分けることができる。第１のグループは、当然のことであるが、経済学部の入学生であ

る。この入学生については、さらに２つのグループに分けることができる。１つは、指定校推

薦入試や AO 入試などにより年内に入学が決定する入学予定者であり、いま１つは、一般入試、

公募制推薦入試、論文入試、大学入試センター試験利用入試などにより入学が決定する入学生

である。第２のグループは、経済学部への入学を希望する受験生である。 

大学のホームページでは経済学部の紹介もなされており、これは学部の目指す方向性を周知

させる方法として２つのグループに共通するものである。第１グループの経済学部の入学生に

対しては、春学期の授業が始まる前のオリエンテーションにおいて、学科ごとのオリエンテー

ションと新入生演習（全員が履修し、クラスが指定されている）ごとのオリエンテーションを

実施し、経済学部の特徴とその目指す方向性について説明を行っている。また、経済学部の入

学者のうち年内に入学が決定している入学予定者に対しては、例年１月にプリエントランスの

行事を全学的に実施し、そこでも経済学部の説明を行っている。第２グループである受験生に

対しては、オープンキャンパスや出張授業、特設講義などの場で、経済学部の紹介を行ってい

る。また、経済学部の学生向けに実施する講演会を一般市民に開放したり、公開講座を行うこ

とによって、積極的に経済学部の目指すところを広く周知するよう努めている。 

オリエンテーションやオープンキャンパス、出張授業などで経済学部の紹介を行う際には、

『経済知力をみがく』や『経済学部白書』を用いている。これらは、経済学部が発行し、改訂

を重ねている冊子である。『経済知力をみがく』は、経済問題がいかに身近な問題であるかを知

ってもらうことに力点をおき、啓蒙活動の意味を込めて編集したものである。『経済学部白書』

は、もともとは経済学部の専任教員が、経済学部の学生向けに、自己紹介と経済学の学び方、

あるいは推薦図書などを書いた冊子である。これらを用いることによって、経済学部の内容や、

教員が経済学や経済問題に対してどのような考え方をもっているかを、より具体的に説明する

ことができる。 

�点�・��（��と問題点）� 

学部の理念・目的・教育目標等を周知させる場としては、４月のオリエンテーションが中心

である。そこで、共通科目と学科科目から成るカリキュラム全体の説明から始まり、学科科目

についてはさらに詳しい説明が行われる。経済学部では、経済学科・ヒューマンエコノミー学
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科のいずれにおいても、学科科目を必修・選択 A・選択 B に分けており、これは各学科におけ

る基幹科目と応用科目を示している。すなわち、カリキュラムそのものが学部の理念・目的・

教育目標を具体的に表わしたものとなっており、その意味でオリエンテーションは周知の方法

として有効である。ただ、必修科目以外の科目については、オリエンテーションにおいて履修

するように学生を誘導してはいるが、強制することはできない。必修科目を少なくしているの

は、「独立自彊」の精神から、学生の自主性・主体性を尊重したいと考えているからである。現

在のところ、大きな問題点はない。 

�改善方策（��の改善・改�に�けた方策）� 

現在のところ、特に具体的な改善策を検討すべきほどの問題点はない。 
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ｂ．経営学部 
（理念・目的等） 
���学部の理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の��� 
�現���� 

経営学部は、1971 年に経済学部に経営学科として設置され、1995 年に経済学部から改組独立

した。当初は経営学科１学科でスタートしたが、1999 年に国際経営学科を増設し、以来、2004

年までの間は、経営学科・国際経営学科の両学科で構成されていた。しかしながら、近年、社

会・経済の急速な国際化・情報化に加えて、市場構造の変化や技術革新の加速化などの現象を

背景に、健全な労働観と経営マインドを保つ自律的社会有為な人材を育成するという社会的要

請が増大してきており、演習やインターンシップなどを重視する参画型教育が求められるよう

になった。そこで、このような要請に対応すべく、2005 年に国際経営学科を発展的に改組転換

し、新たにマーケティング学科を設置した。 

経営学部は、本学の教育理念「独立自彊・社会有為～自由と調和の人間教育をめざして～」

に基づき、「豊かな教養を培ったうえに、経営学の教育を通して、企業・組織を分析し、その組

織体の所期の目的を達成するために、自律的かつ柔軟に思考し行動できる人材を育成する」こ

とを教育理念とする。また「経営学科では特に経営、会計、ビジネス法分野を、また、マーケ

ティング学科では国際、情報、起業、ビジネス心理分野を専門分野として重点的に学ばせるこ

とにより、専門知識を有した社会で有為な人材を育成して、広く社会の発展に寄与する」こと

を経営学部の教育目標とする（経営学部規程第２条）。 

上述したように、現在の経営学部は経営学科とマーケティング学科の２学科で構成されてい

る。経営学科は、比較的伝統的な学問分野である「経営学」、「会計学」および「法学」の何れ

かをより深く学習するメジャー（主専攻）で構成されている。また、マーケティング学科は比

較的新しい分野に挑戦する「国際マーケティング」、「情報マーケティング」、「起業マーケティ

ング」の３つのメジャーに加えて、2008 年度から開設した「ビジネス心理」メジャーで構成さ

れているが、「緩やかなメジャー制」を採用しており、どちらの学科に属していても他方の学科

のメジャーに属することも、また他方の学科の学科科目も広く履修可能としており、多様な学

生の要望に応える体制を確立している。また、４年間一貫したカリキュラムを編成し、１年次

から専門教育科目を履修できるようにするとともに、１年次配当の学部・学科基盤科目、２年

次配当の基幹科目、３・４年次配当の展開・応用科目に区分して基礎科目から展開・応用科目

を体系的に履修していく方式を採用している。さらに、２年次より基礎演習、３年次の発展演

習、さらに４年次の卒業演習と、比較的少人数によるゼミナールでの専門教育を重視するとと

もに、経営学部独自の「特色ある教育」の一環として、多彩な参画型教育を、本学専任教員に

加えて、ベンチャー起業での成功者、コンサルタント、公認会計士などの多くの実務家を特別

講師や兼任講師として招いて実施している。なお、これらの活動が評価され、2007 度の現代 GP

に「地域と連携した起業家的人材の育成」として採択された。 

�点�・評価（�所と問�点）� 
経営学部が開設された 1995 年以来、1999 年の国際経営学科の増設、2005 年の「国際経営学

科」から「マーケティング学科」への改組転換、さらには 2008 年のマーケティング学科への「ビ

ジネス心理」メジャー増設と、それに伴う翌年 2009 年の 30 名の定員増等を好機として、常に

変革を実施してきた。また、1999 年度からインターンシップを導入したが、現在は全学的なプ

ログラムとして推進している。その他「特色ある教育」の一環として、多彩な実践的教育、参
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画型教育を展開していることは「先進的」であると自負している。今後はこれら多彩な実践的

教育、参画型教育と理論教育との連携を深める諸策についてさらに検討・実施していくことが

重要であると考えている。 

�改善方策（将来の改善・改革に�けた方策）� 
「点検・評価」でも述べたように、経営学部では時代・社会の要請に臨機応変に対応すべく

努力を重ねてきているが、さらなる改善のためには継続的にカリキュラムの運用を点検し、定

期的な改革を検討する必要がある。その一環として、2008 年度にマーケティング学科が完成年

度を迎えるのを契機として、2009 年度からの経営学部のカリキュラムの見直しを 2007 年度に

行った。また、その後の中長期的な改善策についても引き続き検討を開始している（2008 年７

月３日の大学執行部との懇談会で配布した「経営学部中長期計画―中間報告―」や 2009 年３月

10 日および４月９日の「FD 懇談会議事メモ」を参照）。中長期的な改善策検討のための委員会

は、特に経営学部として立ち上げていないが、大学執行部との懇談会を随時開催すると共に、

経営学部での将来計画に関する「懇談会」やインターネット利用技術を活用した「仮想会議」

で議論を深めていく。特に仮想会議は、2008 年度以降一定の成果を上げつつある。 

経営学部では「実践型教育・参画型教育」を積極的に取り入れてきたし、これからも重点的

に取り組んでいくつもりである。それは、「実践型教育・参画型教育」が学びの動機付けに非常

に有効であるとの認識に基づく。この機能を強化するため、実践教育・参画型教育に積極的に

参加し、優れた活動を行った学生に対する顕彰制度を検討中である。また、関連して、動機付

前後の座学との効率的連携については、今後も継続的な検討を要するが、2009 年度は実験的試

みとして、学科科目「マーケティングインターンシップ１・２」は一定以上の課外活動を行っ

た学生のみ受講可能としている。今後とも随時開催している FD 懇談会等で議論を深めたい。 

 

必��学部の理念・目的・教育目標等の周知の方法とその有効性 

�現�説明��点検・評価（長�と��点）��改善方策（将来の改善・改革に�けた方策）� 
経営学部は、開設以来、経営学の教育と研究を通じて、本学の教育理念を具現化することを

使命としてきたが、それを学部の教育理念として明文化することなく「暗黙の了解事項」とし

てきた。しかし、大学を取り巻く環境や社会情勢の変化、それに伴う経営学部のアイデンティ

ティ確立の必要性に鑑み、経営学部の将来構想を持続的に確立することを目指して、2007 年度

から再び教授会、FD 懇談会などで検討を開始している。その学部将来計画とも関連して、2008

年度に経営学部規程（第２条）として教育理念・目的を明示した。 

それを受け、2008 年度から、入試広報資料として主に受験生やその保護者に配付される大学

発行の「学科ガイド」や、学部入学生に毎年配布する学部発行の「経営学ガイド」の冒頭に、

「経営学部の理念・目的・教育目標」を提示し、その目標を達成すべく教育カリキュラムを公

表している。また、オープンキャンパス時に学部の説明資料として、経営学部の理念・目的・

教育目標等に関する資料を配付したり、学部独自のホームページに掲載したりして、受験生や

広く社会に開示・周知を図り始めたところである。今後も、周知に関する努力をさらに深め、

その方法の有効性を測定し、改善を図る方法を探っていくことが必要である。 
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ｃ．心理学部 

（理念・目的�） 
必��学部の理念・目的・教育目標とそれに�う人材養成�の目的の��性 
�現��明� 

心理学部は、追手門学院の教育理念である「独立自彊・社会有為―自由と調和の人間教育を

めざして―」という基盤の上にたち、建学以来掲げてきた学生個人の個性に応じた教育を行う

べく、2006 年に人間学部から分離・独立した。新学部設立の趣旨は、社会・経済の急速な国際

化、情報化に加えて経済の成長期から停滞期への変動による価値の転換、環境や人権の問題な

ど社会的価値の変化が顕著になり、経済的豊かさから人の心の豊かさへの価値の転換が見られ

るようになり、そのために心の専門家を必要とする社会になってきた。そこで社会の新たなる

要請に対応して、従来からの教育研究の成果を基盤にしてより一層の充実・強化を図ることが

必要となり、心理学部心理学科に改組された。 

心理学部の理念と目的は、本学の「心理学部規程」第２条に明記されている通りである。心

理学科では、「幅広い教養的基礎のうえに、認知・脳科学系心理学、生涯発達・生涯教育系心理

学、臨床系心理学、および社会・犯罪系心理学にわたる心理学の基礎知識を学ばせるとともに、

専門領域として、人の心のケアと福祉に関わるメンタルケア、人の生涯の発達と教育のサポー

トに関わるチャイルドサポート、または企業に就職して種々の仕事に役立てるビジネスリサー

チの各メジャーのいずれかを重点的に学ばせ、心理学の知識および方法を様々な職業に生かし、

自己実現を目指す豊かな人間性を持つ人材の育成を目的とする。」ことである。 

心理学科の教育目標は「履修要項」に記されている通りである。すなわち、①心理科学の優

れた知識を生成するという心理学の成果と、②社会的現実を踏まえた豊富な科目を設けること

で社会において応用の革新を目指すとともに、それを研究者、学生および社会に普及し、学術

や文化の創造と教育の発展に貢献することを目指している。具体的には、心理学部は、科学的

に厳密な方法を使って人間行動を理解するための優れた方法と教育を提供することを目指して

いる。さらに教員との人格的なふれあいを基礎として、一人ひとりの学生の個性を生かし、豊

かな人間性や創造性をもつ学生を育成する教育を進めていくことである。心理学はそもそも非

常に広い範囲をもつ学問分野であることから、主要な心理学の領域をバランスよくカバーし、

それぞれの分野の知的産物について高品質な情報を提供しようとする。そして多くの隣接領域

の学問との連携のうえで基礎的知識を理解しやすい形で、さまざまなニーズをもつ学生に対し

て提供することを目的とする。加えて、単に心理学を学ぶだけでなく、生きるという視点から

自分の生き方に必要な心理学を十分に学ぶことができるという新しい発想に立って心理学の教

育を行いそれを保証するカリキュラムの構成している。改組のときに学部においてはさまざま

な教育・研究面の充実を図った。 

その一つは、家庭、学校、地域社会との連携の強化を目指し、心理的な問題を解決すること

を通じて社会への貢献をするために追手門学院大学地域支援心理研究センターを設立したこと

である（平成 16 年度文部科学省私立大学オープン・リサーチ・センター整備事業に選定された）。

さらに大学院においては 2008 年度に文学研究科から心理学研究科に分離独立して、2008 年か

ら財団法人日本臨床心理士資格認定協会による臨床心理士１種指定校に認定されて心理臨床の

専門家の養成を引き続き行うとともに、社会の要請に応じて入学定員を 15 人から 25 人に増員

し、学校心理士、臨床発達心理士などの資格取得のために教育および施設の充実を図ってきた。

またこれらの再編成の際に教員数を４名増員することによりさらに広い心理学の領域のカバー
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を行っている。 

�点�・評価（長�と問題点）� 
心理学部心理学科は 2006 年度で創立 40 年を迎え心理学科としては日本でも有数の長い歴史

を有している。心理学科の理念と教育目標をより健全に具体化していくためには、適正教員数

が最低限保証されていなければならない。心理学は実証科学的な学問であり、演習や実習形式

の体験に基づく教育が必要であり、学生の多様なニーズに応えるために少人数による教育を行

うために 50 領域以上の非常に多くの科目を用意したカリキュラムを提供しているため、教員は

教育に非常に多くの時間とエネルギーをとられているのが現状である。特に学部学生数からみ

ると教員１人に対する学生数は 40 名余であり非常に多いといわざるを得ない。また、現在の教

育・研究においてはコンピューターを使用しての教育形態が普及しており多くの授業でコンピ

ューターを使用しての授業が行われている。しかし現状では学生数に対してコンピューターの

数は不足している。さらに現在心理学部の実験室、演習室の充実を図っており、2008 年には学

生の自学自習用の設備の充実を図ったが、スペースが非常に狭少であり、実際に自学自習をす

るためには学生が混雑しているのが現状である。 

以上のように、心理学部の理念と目的は現代社会の要請に十分に応えうるものであり、「建学

の精神である独立自彊・社会有為－自由と調和の人間教育をめざして－」や文部科学省の提唱

している「21 世紀型の市民」の育成という理念とも合致しているが、いくつもの解決されるべ

き問題点も含んでいる。しかし、基本的には現在の教育理念・目標はこれからも継承されるべ

きものとして評価される。また、心理学科の「教育目標」も 21 世紀の社会的ニーズに対応した

ものであり、全体的には適切なものと判断する。 

���方�（��の��・��に向けた方�）� 
心理学科では、学生個人の多様なニーズに応えるために体験を単に知識の伝達だけでなくて、

演習や実習の形態での体験、特に現場体験を通した地域への積極的参加（現場におけるインタ

ーンシップ）や社会の種々の現場で活躍している卒業生の協力を得て「職業人としての体験」

を直接聞くことなどを教育課程に組み込むことによって実学に根ざした、しかもより一層の専

門性を目指すための基礎教育の充実を図り、心理学専門の資格取得者の輩出をはかっている。

一方、心理学部の教育課題は、ますます進行する高齢化・少子化のニーズに対応しつつ、社会

のなかに頻発する複雑で深刻な心理的な問題に向き合う力を持った専門職の養成にある。さら

には、高度の知識を持った生活人の養成は現代社会で最も必要な教育であるが、そのためには

具体的には把握することができにくい日常生活における実践力を養う教育、特に少人数での教

育が必要とされる実習と演習の一層の充実をはかるために、専任教員数の増加を積極的にはた

らきかけていくことが必要である｡特に、現代社会の要請に応えるために教育心理学、発達心理

学、認知心理学、社会心理学の分野の教員の採用をすることにより学部教育の充実を行う必要

がある。それに伴い、現在３メジャーで構成されている学科カリキュラムのメジャー数を増加

することも必要であると言える。あわせて、古い機器をより現代にマッチした設備・備品にか

えて整備すること、および学生数に見合うだけの数を整えることにより、さらに加えて心理学

専用の教育スペースの拡大をすることにより、教育目標の達成を図るべきである。 

 

必��学部の理念・目的・教育目標�の周知の方�とその有�性 
�現状��� 

学部の理念と教育目標を周知させるための対象は、教授会構成員、学生、学生の父母、受験
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生、高校教員、就職先企業等、広範囲である。 

心理学部教授会および学内においては、学院創設 120 周年を機にして学部の理念や教育目標

を明文化して周知すべく努めてきた。2008 年 11 月７日の学院創立記念式典において、学院長

が発表した学院 21 世紀ビジョンのなかで学院の理念と共に学長から大学の教育目標が発表さ

れたが、その作成のプロセスにおいて心理学部教授会でも全学院部局長会の議事報告において

学部長から「大学における理念・教育目標」と同時に「心理学部の理念・目的」の制定を紹介

し、教授会構成員がそれらを常に意識し共有していくことの重要性を訴えた。さらに、大学構

成員には書面で「学院 21 世紀ビジョン」が配布され、心理学部の「ビジョン」を求めつつ、そ

れを土台にしてカリキュラム改革を行うことの必要性を学部教員に向けて口頭で報告した。教

授会構成員のみならず新任教員採用時においても、大学の理念である「独立自彊・社会有為」

に基づく教育の重要性の認識を促している。 

次に、新入学生に対しては、入学式後のオリエンテーションにおいて、学部長、学科長が学

部の理念・教育目標や、心理学部に期待される学生像などを語るよう努めている。また、入学

後に配布される『履修要項』等に基づき、オリエンテーションに全教員が出席して、それぞれ

の研究対象や教育観などを語る場を設けている。さらには、初年度教育である新入生演習にお

いても大学生活への導入の一貫として心理学科のガイダンスを徹底するようにしており、その

時にも自主・自由・自立の精神については新入生全員に周知するように図っている。 

学部所属教員がほぼ全員所員となっている「追手門学院大学地域支援心理研究センター」が

学内に設けられており、その主催による公開講演会や各種研修会活動を通して、心理学部の理

念・目的・教育目標等を周知させることも行われている。また、心理学部独自で作成している

ホームページおよび心理学部紀要、心理学科発行の心理学論集も、周知のための重要な媒体と

して機能している。 

受験生に対しては、６月から９月にかけて５回開催されている「オープンキャンパス」にお

いて、学部教員全員、大学院生全員と一部学部学生が参加して、心理学部の紹介に努めている。

また「高校生向け出張授業・模擬授業」にも心理学部の全教員が多数回参加しており、その際

にも心理学部の教育目標・カリキュラム等の紹介をパンフレットの配布および口頭で行ってい

る。このほか、大学案内、学科ガイドを通しての広報に対しても積極的に協力している。 

学外向けの主な教育活動としては、大学および地方会場で年１回開催される教育懇談会にお

いて、学内では学部教員全員が参加し地方会場には学部選出の教務委員が参加して学生の保護

者への対応にあたっており、また紙媒体としては『大学案内 学科ガイドブック』がある。大学

のＷeb サイトには各学科のホームページが開設されている。2009 年度からは、学部独自のリー

フレットを作成して、学外者に対する学部の理念・教育目標の周知の役割を果たすとともに入

試広報の役割を担っている。 

さらには、学部同窓会を 2006 年から年一回開催しており卒業生との連携も図っている。 

���・評価（長所と���）� 
教授会、学部主催の談話会、新入生オリエンテーション、オープンキャンパスの機会を通し

ての心理学部の理念・目的・教育目標の周知徹底は、学内的には現状でも十分であると考える。

また、心理学部のなかでも特に「心理現場でのインターンシップ」の実習の場である教育研究

所、小学校・中学校等の学校現場、会社、社会福祉施設等においては、将来予想される就職先

等として緊密な連携が保たれており、学外に向けた学生の保護者や卒業生および就職先企業等

に対する周知活動は、なされていると評価することができる。 
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�改善方策（��の改善・改�に向けた方策）� 
学外向けの周知方法については大学共通のものに加えて学科独自にホームページを開設して

いる。しかしそれ以外に 2009 年度に作成したリーフレットに加えて学部独自のパンフレットの

作成など独自の方策を策定してはいるが未だ講じるまでには至っていない。これに対する改善

方策としては、全学的活動として設けられている教育懇談会などの場を通じて、そこへの出席

の機会を有効活用するなどして、学部の理念および教育目標の周知に今後とも努めたい。さら

には学部同窓会もいまだ十分な組織化がなされているとは言い難い状況であり、今後きちんと

した規約を制定して組織化する必要がある。同窓生は大学創立 40 有余年の間に 2,000 名を超え

ており、これら卒業生の力の結束も大学の教育にとって大きな資源であり、さらには広報にも

大きな力となりうるものである。しかし現状では十分に活かし切れているとは言い難く、今後

の課題である。また、高校教員への働きかけを意図して、入試委員会から毎年要請のある高校

生向け特別授業への心理学部教員のより多数回の参加を、今後も積極的に促していくことが必

要である。 
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ｄ．社会学部 
（理念・目的�） 
必��学部の理念・目的・教育目標とそれに�う人材養成�の目的の��性 
�現状�明� 

社会学部の前身は、1966 年の大学開設時に設置された文学部心理・社会学科である。同学科

は、1970 年に文学部社会学科に改編され、さらに 1995 年には文学部から独立し、心理学科と

ともに人間学部に再編された。人間学部の基本理念は、「社会学、心理学を中心としながら、哲

学的人間学や教育学的人間観を統合した、トータルな人間像の把握」という、「統合的かつ実証

科学的な人間学（Humanics）」を目指すところにあった。このような基本理念を反映したカリキ

ュラムのもとに、「幅広く奥行き深く人間をみつめ、自立的・健康的に生きる感性と教養を涵養

するとともに、心理臨床・教育臨床・社会福祉などの実践活動に寄与する専門的人材を育成す

ること」が人間学部の教育目標であった（『人間学部設置申請書』、1993 年）。 

この人間学部社会学科の教育研究の成果を基盤にして、その後生じた、国際化・情報化・高

齢化・都市化の急速な進行、倫理・道徳の動揺やライフスタイルや価値観の多様化、子どもか

ら高齢者に至るライフステージにおいて直面する問題・課題の複雑化など、現代日本における

新たな状況や問題に対応すべく、2006 年に、「独立自彊・社会有為―自由と調和の人間教育を

めざして―」という学院の教育理念に基づき、人間学部社会学科を発展的に解消し、社会学部

社会学科を設置した。 

社会学部は、『社会学部設置申請書』に記載した内容を踏まえ、「社会学部規程」第２条にお

いて、「基礎的教養としての社会学、社会福祉学的知見を理解し、社会学的なものの見方ができ、

社会福祉マインドをもった、人間性豊かな自立した市民、職業人を育成すること」を学部の理

念・目的として定めている。この理念・目的を達成するために、「文化社会学、社会人間学、お

よび社会福祉学の専門分野別に３コースを設け」、社会および人間に関わる幅広い知見の学修を、

講義系科目、実習・体験型科目、演習系科目などを通して進めることを教育目標としている。 

社会学部の人材養成目的は、「社会学部規程」第２条において、「人間社会に対する優しさと

厳しさをあわせ持つ健全な人間社会の構成員として活躍する人材の育成を目的とする」と規定

されている。 

�点検・評価（��と問題点）� 
2009 年度末に完成年度を迎える社会学部は、いまだ卒業生を出していないが、社会学部の理

念・目的そのものは、現時点では妥当であると評価している。また社会学部は、学部構成員の

協力のもと、上述の教育理念・目的を実現するためのカリキュラムを通して、実効性のある取

り組みを進めてきたと自負している。ただし、卒業生が出た時点で、再度、学部の理念・目的・

教育目標を点検・評価する必要があると考えている。 

�改�方�（��の改�・改�に向けた方�）� 
社会福祉士養成課程は、2009 年度の法改正「社会福祉に関する科目を定める省令（平成 20

年文部科学省令・厚生労働省令第３号）」により、カリキュラム改正が必要となったが、必要な

カリキュラム改正はすでに実施した。ただし、この法改正により、コース間の開設科目数のバ

ランスが崩れるだけでなく、学生の履修上の問題や時間割編成上の問題などが生じてきており、

2011 年度からのカリキュラム改編に向けて、現在、社会福祉士養成課程の廃止や、学修目標を

明確にするために導入した履修モデルである３コース制の見直しなどを検討しているところで

ある。 
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���学部の理念・目的・教育目標等の周知の方法とその有効� 
�現�説明］ 

学部の理念・目的・教育目標を周知させる対象は、教授会構成員、在学生、在学生の保証人、

受験生、高校教員、就職先企業等、広範囲の利害関係者である。 

社会学部の理念・目的・教育目標は、教授会構成員以外に対しては、『大学案内』『学部・学

科ガイド』などの紙媒体や、大学のホームページなどの電子媒体を用いて、幅広く周知してい

る。特に、学生に対しては、『履修要項』や年度初めおよび秋学期に行う学年ごとのオリエンテ

ーション等を通して周知している。また保護者に対しては、教育懇談会などの機会を利用して

学部教員が説明している。 

また受験生やその保護者に対しては、2005 年度以降、オープンキャンパスにおいて、社会学

部の理念・目的・教育目標を、各コースや社会学部社会学科の特徴であるゼミの紹介とともに

周知してきた。オープンキャンパスでは、学科専任教員だけでなく現役学生がこれらの内容を

詳細に説明する努力を行ってきた。また学科専任教員が高校訪問した際には、これらの内容を

詳細に説明する努力を行ってきた。 

�点�・評価（��と問題点）］ 
周知の方法はおおむね妥当であるし、一定程度有効であると評価している。しかし、学期初

めのオリエンテーションでは履修方法に重点が置かれるために、在学生に対する周知が本当に

徹底しているかどうかについては若干不安もある。とは言え、受験生および保護者に対する、

在学生のオープンキャンパスでの説明や応答を聞いているかぎり、在学生は社会学部の理念・

目的・教育目標を十分理解していると判断できるので、現時点では、特に問題点はないと考え

ている。 

�改善方�（��の改善・改�に�けた方�）］ 
特に改善すべき点はないが、在学生に対しては、オリエンテーションだけでなく、初年次導

入教育として開講されている「新入生演習」などを通してさらに周知をはかりたい。 
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�．国際教養学部（旧文学部含む） 
（理念・目的�） 
���学部の理念・目的・教育目�とそれに�う人材養成�の目的の適切性 
１．学部全体 

�現状�明� 
追手門学院大学は、「独立自彊」として集約される学院全体の教育理念を継承して、「自主・

自由・自立の精神の涵養」を教育理念・方針としている。 

国際教養学部は、2007 年４月に文学部を改組して発足し、現在２学科（アジア学科、英語コ

ミュニケーション学科）を有している。その人材養成の目的を以下のように学部規程に明示し

ている。これは当該学部・学科の設置の趣旨を踏まえたものである。 

第２条（学部・学科の目的） 

国際教養学部は、現代社会の理解に役立つ情報文化と 21 世紀の国際社会に広く通用する国際

語学を中心に教育を行い、生活基盤としての基礎教養文化（コモン・リベラル・アーツ）のう

えに、より多様化し複雑化する社会や文化に対する的確な理解と適切な情報選択の能力を涵養

し、もって現代に通用する生きた教養を備えた社会有為の人材の育成を目的とする。 

 

これらを基盤として、学科では、以下のような人材の養成を目的としている。 

 

２．アジア学科 

�現状�明� 

１．中国語やアジア諸地域でコミュニケーションが可能な英語の実践力を有し、その他のア

ジア諸言語についても一定の知識をもつ人材の育成 

２．アジア諸地域に関する基礎知識のうえにフィールドワークなどの体験的・主体的学習を

通じて、日本を含むアジア諸地域の社会と文化に深い理解を持ち、日本はもとより国際社

会の多方面で活躍する教養人の育成 

�点�・�価（��と��点）� 

旧文学部アジア文化学科は、旧来の文献による教育・研究に、現地体験を加えたかたちで、

アジアの諸地域の諸地域の文化について一定の理解と共感をもつ学生を養成してきた。アジア

学科はこの成果を踏まえたうえで、社会の変化にあわせて、現代社会の要求によりよく答えら

れる人材を養成することを企図して作られた。例えば、中国の日本との関係の深さや国際的な

地位の重要性から、中国語教育を重点化したことなどがこれにあたる。アジアの視点からもの

を見ることのできる人を養成する学部や学科はどの大学にもあるわけではない。そのなかで、

本学のアジア学科で行われてきた教育と研究は、内容・質ともにその価値を十分社会に主張で

きるものである。しかし、大学に、社会の変化を見極めつつ、それに巻きこまれず正しく現状

を把握することが求められるとするならば、現在のアジア学科は、時代の趨勢に多少押し流さ

れすぎているところがないとは言えない。この背景には、アジア学科が本学のなかでとくに受

験生が集りにくく（競争率が低い）、入試で志願者を確保するという目先のことがらに注意が集

中しやすいことがある。このことは、また教育研究の目的が見失われやすいことにもつながっ

ている。 

アジア学科の教員は、それぞれの専門分野・専門とする地域の歴史の理解と、それに立脚し

た現状把握を得意とし、それがほかの学部・学科とアジア学科を分かつ大きな特徴のひとつで
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もあるのだが、現在のアジア学科のカリキュラムやそれを支える目的は、それらを十全に生か

しきれないものになっている。これについては、「８．教員組織」の部分でも詳述する。 

���方�（��の��・��に向けた方�）� 
人文科学の分野では、教員の研究をどのように現実の社会につなげていくかが常に問題とな

る。教育の目的として、「語学」や「同時代」を標榜すれば、話はわかりやすくなる。しかし、

これらの目的は、アジア学科の教育と研究において最大の効果をあげるに適当なものだろうか。

いったん設定された目的は当然重視されるべきであるが、それと並行してて、このことを個々

の教員が、そして学科の会議の場でも、常に問い、話し合いをつづけなくてはならないし、学

科外や、大学の外の人々の考えをきく機会を設けることも必要である。 

 

３．英語コミュニケーション学科 

�現��明����・�価（��と問題�）� 

１．21 世紀の国際社会に広く通用する英語コミュニケーション能力を備えた人材の育成 

２．国際社会に対応する表現力、行動力、判断力をかね備えた教養人の育成 

 

グローバルな情報化社会において、世界の共通語となっている英語を用いてコミュニケーシ

ョンができる人材が求められている。コミュニケーションが人間の双方向の活動であることを

考えると、確かな日本語力に裏打ちされた英語力に加え、自ら情報を発信する能力も必要とな

る。そのためには、自ら行動し、英語を取り巻く文化・社会に触れながら、自分とは異なる様々

な価値観を受け止め、理解し、それを自分の価値判断に照らして自分の言葉で表現する能力が

必要になる。確実な語学力とそれを支える幅広い教養を身につけることによって、国際社会が

求める人材の養成が可能になると考える。英語コミュニケーション学科においては、本学の学

生に高い英語運用能力を養成すると共に、異なる社会・文化に対して柔軟に対応しながら、国

際社会を生き抜ける教養を持った国際人を養成すべく、これらの教育目標を設定している。こ

れは大学全体の「自主・自由・自立の精神の涵養」の具現化でもある。これらの教育目標のも

と、本学科で学生に修得させる能力として以下の３つを掲げている。 

１．第二言語として英語のスキルの習得を目指すには、第一言語である日本語の基礎固めも

重要である。「日本語ワークショップ」などの科目を通して、日本語能力のブラッシュアッ

プを行う。それを基盤に基礎的英語力の強化を、１、２年次開講の「専修英語群」の科目

を通して図る。 

２．キャリア形成を目標にした、より実践的な英語力を、英語の資格取得に特化した「実践

英語群」の科目を通して養成する。 

３．国際社会へ向けて発信していくために、自己の専門性（英語教育、言語情報、英語学、

文化）を明確にし、海外への留学および仕事で英語が使える職業人として活躍できるコミ

ュニケーション能力を養成する。 

���方�（��の��・��に向けた方�）� 
21 世紀のグローバル社会が進展するなか、国際社会に広く通用する人材が社会に求められて

いる。国際教養学部英語コミュニケーション学科では、このような基本認識に基づき、実践的

な英語コミュニケーション能力、および国際社会に対応する表現力・行動力・判断力を備えた

教養人の育成を目指し、教育の質の向上に取り組んできた。しかしながら昨今の学生の英語を

学ぶ意識は多様化し、英語の習熟度レベルでも様々な学生が入学してくるようになり、教育方
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法等の変革が必要となってきた。このような現状を鑑み、本学科では入学時にプレイスメント

テストを行い、１年次必修英語科目において、習熟度別クラスを編成し多様な学力を有する学

生に対応してきた。ただ一斉授業では成果に限界があるため、多様な学生個々の志向やレベル

に合わせた自学自習を奨励しており、自習教材の定期的な小テストの導入により自学自習の習

慣づけも行っている。さらに従来型の対面授業だけでなく、コンピュータを用いた自学自習型

学習の導入にも新たに取り組み始めた。こうした取り組みに伴い、一定の成果はみられるもの

の、学習成果をより確実に伸ばしていくためには学生の自立学習を動機づけ、適切なアドバイ

ス等を行える学習支援が必要であると考える。 

 
必��学部の理念・目的・教育目標等の周知の�法とその有�� 
１．学部全体 

�現状の説明����・��（��と���）� 

本学部は、学部教育の柱として、１）現代社会の理解に役立つ基礎情報文化、２）21 世紀の

国際社会に広く通用する国際語学、を教育目標として掲げている。このような教育理念・目標

を周知させるにあたっては、大学、学部の刊行物やホームページにおいて明確に記している。 

また、新入生に対しても、初年次教育の一つとして開講されている「新入生演習」や入学時

ガイダンスにおいて周知している。これらは両学科において共通に行っている。 

 
２．アジア学科 
�現状説明� 

大学案内などの冊子や学科独自のポスター、さらに独自の HP などによって、アジア学科の人

材養成の目的についても、広く公開されるようになっている。また、対社会では、公開講座・

講演会など受験生の枠をこえた広報の機会もふえ、周知の機会は以前より増加している。在学

生に対して、入学後、アジア学科の人材養成の目的を説明する機会は、とくに設けられていな

い。在学生以外の学内の人々である他学部・他学科の教員や職員、そして保護者など学生の保

証人に、アジア学科の理念・目的・教育目標等を周知する機会もあまりない。 

���・��（��と���）� 
対高校生については、この５年間に、本学全体で、高校あるいは高校生向けの広報が大幅に

増加し、アジア学科の理念・目的・教育目標等も、前述のメディアなどによって広く知られる

ようになり、それをよく理解したうえで入学する学生も増えている。在学生に対して、アジア

学科の理念・目的・教育目標等を説明する機会はとくに設けられていないが、在学生は、２年

生必修の「アジア論」をはじめ、さまざまな授業をとおして、アジア学科の理念・目的・教育

目標等を理解することが、人により程度の差はあるが、できている。 

とは言え、前述したように、アジア学科は名称から一定の教学内容をイメージしにくく、そ

れが、学科外の人々（教員と在学生以外）にとって、わかりにくいものになっていることは否

めない。アジア学科の理念・目的・教育目標等を、学科内で常に再確認つつ、学科外の人たち

に広く知ってもらう必要がある。 

�改���（�来の改�・改革に向けた��）� 
アジア学科については、その目的を、まず、教員がよく意識すること、そして不適当なとこ

ろがあれば、話し合って改めることが必要である。在校生には、年度はじめのオリエンテーシ

ョンや授業において周知する。学外に向けては、大学で作成している広報用のパンフレットを
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使い、高校を訪問して説明したり、出張講義にでかけて説明したりする。 

 

�．英語コミュニケーション学科 

［現�説明］ 
教育目標の周知については、「学科ガイド」や大学ホームページにおいて必要な情報が公開さ

れている。また新入生に対しては入学時ガイダンス、２年次生以降は学期初めのオリエンテー

ションにおいて、履修相談を通じで周知をはかっている。 

［点�・��（��と問�点）］ 

しかしながら、学部の理念については、学科ごとに十分な説明がされているとは言い難い。

むしろ、履修モデルを通した教育目標の周知や、卒業後に目指すキャリア像などに重点が置か

れている。具体的な内容は学生に分かりやすく提示はされているが、それが学部の理念とどの

ように関わっているのかが分かりづらい。学科独自にそのような教育ができる科目はないが、

大学共通に設置されている「新入生演習」などを通して、行う必要がある。 

［改善��（��の改善・改�に向けた��）］ 

英語コミュニケーション学科は、その名前が示す通り、国際社会において英語をツールとし

て活躍できる人材を目指しているわけであるが、他大学との違いを明確に発信するには、大学

の理念や教育目標との関連性を明確に外へ向けて説明する必要がある。そのためにはホームペ

ージの学科ページに記載することがまず考えられる。さらに、現在行われている学科独自の催

しなども、理念と教育目標を学生に意識させるような視点を取り入れることは可能である。さ

らに現在行われている１年生対象の「新入生演習」の授業も、同様の観点から改善が可能であ

る。 
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（�）大学院研究科の理念・目的 
ａ.経済学研究科 

（理念・目的�） 

必��研究科の理念・目的・教育目標とそれに�う人材養成�の目的の適�性 

�現状��� 

本研究科の理念・目的・教育目標、人材養成の目的は、追手門学院大学大学院学則第４条２

項（１）に定められているように、「経済学について幅広くかつ深い学識の涵養を行い、経済学

における高い研究能力と卓抜した専門能力を有する人材を養成するとともに、経済学における

研究者または高度専門職業人として、国際的に通用する専門知識および能力を備えた人材を養

成することを目的とする。あわせて、経済学の分野において創造的・独創的な研究を推進し、

先駆的な情報を発信するとともに、経済学の高度な専門的知識の深奥を極め、かつ関連する専

門領域を横断した学際性を備えた人材を養成すること」を目的としている。 

経済学研究科は、当時、国際的に重要な地位と責務を有する現代日本において、経済界で指

導的役割を果たす人材は、グローバルな視野に立って思考する能力とより高度の専門知識を備

えることが不可欠であるとの認識から、このような社会的ニーズを充たすことを目的に、近代

経済学の思想的立場に立つ豊富な教授陣の指導のもと、現実への適応力と多面的な応用力を有

する有為な人材を育成すべく、1979 年度に、経済学専攻修士課程として出発した。 

その後、1984 年度に経営学専攻を開設し、2006 年度に経営学研究科として独立するまでは、

２つの専攻を有する研究科として運営されてきた。その間、情報化・国際化など国内外経済の

変化は著しく、経済のみならず、政治、社会、文化などあらゆる面で変革が求められるように

なった時代の変化を背景に、より高度の専門教育を行い、一層幅広い、かつ深化された専門知

識の習得や研究能力の養成を通して、創造性・柔軟性・先見性を備えた人材を育成することを

目指して、従来の修士課程に加えて 2000 年度に、博士後期課程を開設した。それに対応して従

来の修士課程を博士前期課程と名称変更し、現在に至っている。 

�点�・��（��と問題点）� 

経済学研究科創設以来、上述の基本理念・目的のもとに、研究者を目指す者（大学および短

大、専門学校の教員）、高度の専門知識をもって専門的職能を必要とする仕事に就こうとする者

（公認会計士、税理士、公務員、実業家など）を育成してきた。多くの有為な人材が学界およ

び社会の各分野において活発な活動を展開しており、とくに税理士資格を得て活躍している修

了生を多く輩出していることは、本研究科の成果の一部として特筆できると考えられる。さら

に 2007 年度に第１号の課程博士（経済学）の授与者が誕生し、続く 2008 年度には２名の大学

院生が、博士（経済学）の学位を取得しており、本研究科における教育上の成果と考えること

ができる。 

その一方で近年は、大学院進学希望者が減少し、入学定員を充足できない状態が続いている

ことは本研究科の問題点として指摘する必要がある。自国で専門的職業に就くために高度の専

門知識の習得を目指す外国人留学生が大半を占める状況にある。研究科としては、仕事に就き

ながら、あるいは転職の目的から、または退職後に高度の知識の習得や資格の取得を希望する

人々の二一ズ、すなわち社会人教育の需要の増大、生涯教育の推進にも応える必要性があると

考え、その取り組みを開始しているところである。 

���方�（�来の��・�革に�けた方�）� 

学生層の多様化によりよく対応するためには、一層精緻な専門化を進める一方で、各専門分
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野を横断する学際的研究を進展させる必要がある。そのうえ、現代社会における問題状況、人々

の関心・意識を反映させることが必要であると考え、①学部における経済学の学習を基礎とし

て、社会で通用する分析力・応用力を身に付け、専門研究の基礎を学ぶコース、②社会人、公

務員、NPO・ボランティアなどの活動を行っている人たちが、実践的経験の理論的基礎を学ぶコ

ース、③税理士や教職など、資格取得に向けて学習するコース、の３つのコースを設定し、研

究内容を明示化するとともに、大学院に関する理解を深めるための説明会を開催したところで

ある。 

 

必��研究科の理念・目的・教�目�等の周知の方法とその有�� 

�現状説明� 

研究科の理念・目的等については、学則、ホームページ、大学院の入学案内などに掲載して

いる。とくに研究科に関する案内・紹介に関しては、大学院用のパンフレットを作成して随時、

配布している。 

�点�・��（��と問題点）� 

研究科独自のパンフレットの作成・配布は、大学院に関心のある人々には有益な情報源と思

われるが、ひろく関心を持ってもらうための方策はかならずしも十分とは言えない状況にある。

大学ホームページにおける大学院関連の情報については、さらに充実化を図る必要があると思

われる。また、学部におけるオープンキャンパスや入試説明会においても、大学院に関する説

明会など、頻繁に情報を提供する機会を設けるなど、周知の方法については改善すべき点があ

ると考える。 

�改善方策（��の改善・改�に向けた方策）� 

経済学研究科におけるコース設定と各コースの研究内容・課題を明示化するとともに、それ

をわかりやすく説明するホームページのコンテンツの改善、研究科に関する独自の資料・パン

フレットの作成とともに、様々な機会を通じてひろく配布し、在学生を中心に説明会を開催す

るなど、大学院の内容をひろく知らしめる活動を強化することが今後の課題である。 
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ｂ．経営学研究科 
（理念・目的�） 
必��研究科の理念・目的・教育目標とそれに�う人材�成�の目的の��性 
�現���� 

本研究科の理念・目的は「追手門学院大学大学院学則」に定められているように、経営に係

わる多面的な諸問題を対象に、研究・情報発信を行い、広い視野と専門分野に関する深い見識

をかね備えた、研究者・高度職業人を育成することを目的としている。加えて、複雑化する社

会や企業・組織の現実の課題を常に踏まえ、地域社会に根ざした知の交流の場を作り上げ、社

会のニーズに応えると共に、国際的に通用する社会有為の人材を育成することを目的としてい

る。 

経営学研究科の系譜をたどれば、1985 年度に経済学研究科のなかに経営学専攻として修士課

程が設立されている。その後 10 年余の着実な教育研究活動の実績と教授陣容の整備拡充を踏ま

えて、1999 年度に博士後期課程を開設し同時に従来の修士課程を博士前期課程と名称変更した。

企業活動の国際化・情報化、産業の成熟化、高齢化、価値観の多様化などの経営環境の変化に

よる経営職能の高度化・複雑化を踏まえ、2006 年度に、独立の経営学研究科としてスタートし

ている。専門分野は時代の要請に応えながら充実してきている。 

�点検・評価（��と問題点）� 
前述の基本理念・目的のもとに、博士前期課程では主として高度専門職業人（税理士、公認

会計士）ならびに研究職を目指す者の育成に努めてきた。経営学専攻を卒業した多くの有意な

人材が、産業界・学会の各分野において専門知識を生かした活発な活動を展開している。また、

博士前期課程では、中国を中心としたアジアからの留学生を積極的に受け入れてきた。卒業生

は、本国あるいは日本において専門知識を生かして各界で活躍しており、経営学専攻の指導の

成果として評価しうるものである。しかしながら経営学専攻入学者の多くは、資格取得上の利

点から、税理士などの特定の資格取得希望者か、または外国人留学生に偏っているのが現実で、

経営学専攻として社会人の再教育、生涯学習などの幅広い社会的需要を取り込むことが求めら

れている。また、税理士資格についても制度変更により大学院進学のメリットが薄れており、

人材育成の新しい柱を立てる必要がある。外国人留学生については学費の減免幅が縮小（実質

値上げ）されたことが原因で 2009 年度は博士前期課程が定員割れとなった。また博士後期課程

は完成年度を迎えているがいまだ学位取得者を出していないことも問題である。 

����策（将来の��・��に�けた�策）� 
授業料実質値上げによる博士前期課程受験者が急減した 2008 年夏以降、研究科内で大学院の

将来計画について議論が進められた。その結果、今後２～３年の中期目標と必要な施策を定め

た。１月に研究科内で意思統一をはかり３月の大学院委員会に提案を行っている。その要旨は

以下の通りである。 

（１）社会人マーケットを開拓する。今までの研究者の育成の目標に加え、実務家教育に注力

する。 

（２）経営者・専門家などのすぐれた人材を博士後期課程学生として取り入れる。博士前期課

程への社会人の受け入れは、学舎の立地条件や教員の負荷を考えて、限定的とする。 

（３）民間より受託研究員と研究費を受け入れ、研究を活性化する。そのための規定を作る。

研究の推進にあたってはプロジェクト制を検討する。 

（４）大学院教育の新しい柱を確立し FD を強化する。制度変更により力を失った会計分野の再
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建策をも検討する。 

（５）留学生マーケットについては、学費の減免幅をもとに戻すことを大学にお願いすると共

に、受け入れ戦略や留学生に適した FD 改革については今後の研究課題とする。 

（６）博士前期課程への日本人学生の入学を促進する。 

（７）博士前期課程・後期課程の入学定員をかくほする。 

（８）2009 年度には課程博士を出し、その後の論文博士への道を拓く。 

（９）上記の目標を達成するための広報戦略・連携戦略を立案・実行する。独自のパンフレッ

トも作る。 

（10）上記の目標を達成するための諸制度の変更については経営層に提案・お願いをする。長

期履修制度、短縮制度、TA、RA 制度、院特任制度、入試部などの協力 

 

現在、この方針に基づいて進めている。 

 

必��研究科の理念・目的・教育目標�の周知の方法とその有効性 
�現��明���検・��（長�と�題�）� 

経営学研究科の理念・目的・教育目標などは大学院学則に規定し、大学のホームページに載

せるとともに、大学院パンフレットにも載せ広く内外に周知を図っている。また経営学研究科

独自に作成した社会人を対象としたパンフレットにおいても具体的な形で周知を図るなど社会

一般の人々に対しても明らかにする努力を払っている。本年度は外国人留学生（タイ人）がホ

ームページをみて前期課程に応募、入学するなどの効果が現れている。しかし、これらの周知

の方法がどれほど有効であるかの科学的な検証は充分行われていない。時代の変化を視野に入

れてホームページなどによる周知により力を入れてゆくとともに、これらの周知の有効性につ

いても把握しフィードバックしてゆく必要がある。 

�改�方策（��の改�・改革に�けた方策）� 
大学院をより開かれたものにするために、研究科のガイドや、オープンキャンパス、ホーム

ページなど、機会を捉えてより積極的に情報発信を行いたい。
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ｃ．心理学研究科 
（理念・目的�） 
必��研究科の理念・目的・教育目標とそれに�う人材養成�の目的の�切� 
�現���� 
１．心理学研究科の�� 

心理学研究科の前身である文学研究科は、1973 年４月に心理学専攻修士課程を開設したのを

皮切りに、その後社会学専攻、中国文化専攻、英文学専攻が順次設置され、４専攻による大学

院修士課程に至ることとなった。開学当初、心理学専攻の収容定員は 10 人であった。1999 年

に心理学専攻のなかに臨床心理学コースと人間行動学コースを設け、臨床心理学コースは、2000

年に財団法人日本臨床心理士資格認定協会より臨床心理士養成第２種指定校として認定を受け

た。この頃より、豊かな社会のなかで見落とされがちな心の健康について、社会の関心も高ま

りつつあり、それらを受けて 2001 年４月には収容定員を 20 人に増員した。2004 年４月には、

文部科学省私立大学学術研究高度化推進事業であるオープン・リサーチ・センター整備事業に

選定されて、「追手門学院大学地域支援心理研究センター」が設立され、同センターに附属機関

として「心のクリニック」を開設し、高度に訓練された心理臨床の専門家の養成を行うことと

なった。2005 年４月には定員を 30 人に増員し、臨床心理学コースは、2006 年４月から、財団

法人日本臨床心理士資格認定協会より臨床心理士養成第１種指定校として認定を受けた。その

後、広く社会へ貢献することを目指し、より高度な心理学の専門的知識を持った専門家を養成

するために、心理学専攻を充実させる必要があると判断し、2008 年度に文学研究科心理学専攻

から分離独立して、新たに心理学研究科心理学専攻を設けた。これによって、2006 年度に開設

された心理学部の基礎教育のうえに、より高度な心理学の専門教育を遂行できるようになり、

学部教育との継続を重視した６年一貫教育を実質的に保証することができるようになった。 

２．心理学研究科の理念・目的 

心理学研究科では、大学の教育理念である「独立自彊・社会有為～自由と調和の人間教育を

目指して～」をもとに、心理学の専門知識をもちそれによって社会に貢献できる人材を養成す

ることを目的としている。心理学研究科の人材養成目的は、大学院学則第４条２項（３）に記

載されており、以下の通りである。 

「心理学専攻は、心理学の専門資格を有し心理職に就き活躍できる高度専門職業人の養成、

知識基盤社会を支える高度な心理学の専門的知識を有する教養人の養成、および将来は研究者

となるための人材を養成することを目的とする。」 

この目的を達成するために、新たに設立した心理学研究科では、幅広い心理学の領域を備え

た大学院修士課程を目指して「臨床心理学コース」「生涯発達・生涯教育心理学コース」「社会・

環境・犯罪心理学コース」の３コースを設けた。臨床心理学コースでは財団法人日本臨床心理

士資格認定協会が認定する臨床心理士、ほかの２つのコースでは、臨床発達心理士認定運営機

構が認定する臨床発達心理士と、「学校心理士」認定運営機構が認定する学校心理士の受験資格

が得られるようなカリキュラムを整えた。心の問題は多様であり、現代社会の要請に応えるた

めには、臨床心理学にとどまらず幅広い心理学の知識を有した専門家が必要とされると考えた

からである。いずれのコースでも、実社会に通じる心理学の高品質で高度な専門教育を実施す

ることを目標としている。以下具体的に教育目標を述べる。 

臨床心理学コースは、日本臨床心理士資格認定協会第１種指定校として認定を受けている。

心理臨床の専門的知識と技能を用いて心理的問題に関わり援助するための高度専門職養成と、
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臨床心理学の研究者養成を目的としている。生涯発達・生涯教育心理学コースでは、高度な心

理学的専門知識をもとに臨床発達心理士、学校心理士の資格を取得し、社会のなかで訓練され

た専門職業人として活躍することを目指すとともに、知識基盤社会を支えるために専門的な発

達心理学や教育心理学の知識を持った教養人の養成、および研究者の育成を目的としている。

社会・環境・犯罪心理学コースでは、知識基盤社会を支える高度な心理学の専門的知識を持っ

た教養人の養成をすること、企業や社会のなかで人が快適に過ごせるような環境作りを目指せ

るような知識や技能をもった人材の養成、および研究者の養成を目指している。 

�点検・評価（��と問題点）� 
心理学の専門知識を持って社会に貢献できる人物を養成する際に、多様な現場や社会状況を

鑑みて、３つのコースを用意した。どのコースを選択しても専門の資格取得が可能である。大

学の理念である「社会有為」を実現するために、資格を取得して高度専門職に就く人材から、

高度な心理学の知識を持った教養人の育成まで、幅広い人材養成を目指していることは評価で

きる。またひとつの領域に偏らず、３コースを設置して幅広い心理学について学べることは、

心理学的な問題が多様化している現在の状況を考えると適切である。この結果３コース制にし

たことによって、文学研究科心理学専攻のときには、臨床心理学コースに受験者が偏っていた

が、心理学研究科になってからは臨床心理学以外のコースにも受験者の目が向けられるように

なり受験者が増加した。しかし、いずれのコースも現在のところは修士課程だけなので、より

高度で専門的な知識や技能を有し研究者や指導者として活躍できるような人材養成を目指すた

めには、博士課程の早急な設置が望まれる。 

�����（��の��・��に向けた��）� 
博士課程に関しては、2011 年度設置を目指して現在準備中である。 

 
必��研究科の理念・目的・教育目標�の周知の��とその有�� 
�現状��� 

大学院の広報は、全研究科が掲載されている大学院パンフレット、大学院心理学研究科のホ

ームページが主なものである。研究科の理念・人材養成の目的は、いずれにも載せており、広

く内外に周知をはかっている。また、大学案内にも大学院の紹介を入れている。その他には、

予備校主催の「大学院臨床心理フェア」に担当教員が毎年参加し、参加した学生に、本学の教

育について広報している。いずれも、教育目標などを記した資料を用意して、周知をはかって

いる。またインターネットでは、民間会社が運営する大学院ネットに毎年人材養成目的や教育

内容を掲載している。また臨床心理士養成大学院に関するホームページにも登録し、興味のあ

る人にはすぐに本学へのアクセスができるようにしている。人材養成の目的については、大学

院学則第４条２項（３）に記載している。 

�点検・評価（��と問題点）� 
大学のオープンキャンパスに参加した生徒のなかに、大学院についての質問をする生徒が

時々いる。学部のオープンキャンパスと同時に大学院のオープンキャンパスを行い、その場で

も研究科の教育目標や人材養成目的を知らせていくことを検討すべきであろう。近年、他大学

の研究科から、ポスターや研究科独自のパンフレットが送付されてくることもある。本学でも

ポスターや研究科独自のパンフレットの作製を検討する必要がある。 

また、広報は外部に向けてすることが多いが、募集戦略の観点からも、内部の学部学生たち

に大学院の様子を知らせ、その教育目標を周知させていくことも必要である。心理学部の学生
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たちは、専門職を目指して早い時期から大学院進学を考えていることも多いが、今までは特に

本学大学院についての説明会は行ってこなかった。学部学生たちに大学院教育の目標や現状を

知らせていくことによって、大学院受験を考える機会を増やすのは大事なことである。 

�����（�来の��・��に�けた��）� 
上記の問題点を受け、学部学生たちに大学院の広報をする手段として、2009 年度は４月の学

部オリエンテーションの折に、大学院の説明をする時間を取った。大学院の人材養成目的や教

育内容を書いた資料を全学年のオリエンテーションで配布し説明をした。さらに詳しい説明会

として 2009 年５月６日に、全学年の希望者の学生を対象に大学院説明会を行い 60 余名を超え

る参加者を得た。ここでも研究科の教育目標や教育内容を知らせ、周知を図った。 

研究科独自のパンフレットやポスター作製については、来年度から行うこととして 2010 年度

予算に項目を盛り込んだ。 

オープンキャンパスについては、2009 年度には大学院質問コーナーを設けたが、特に資料等

は用意しなかった。2010 年度からポスターやパンフレットを作製することによって、オープン

キャンパスでもさらに充実した資料が広く配布でき、教育目標等も周知させることができる。 

また作製したポスターやパンフレットは、大学院の予備校に持っていき、そこで本研究科の

教育目標や内容を知らせることも検討中である。
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�．文学研究科 
（理念・目的等） 

この項目については、研究科全体および専攻別で述べる。 
必��研究科の理念・目的・教育目標とそれに�う人材養成等の目的の��性 
１．研究科全体 
［現状説明］ 

本学文学研究科は社会学専攻、中国文化専攻、英文学専攻の３専攻から成る。文学研究科は

本学創設７年目の 1973 年にまず心理学専攻が開設され、その後 1975 年に社会学専攻、1978 年

に中国文化専攻、1984 年に英文学専攻がそれぞれ開設された。この４専攻体制は、当時の文学

部における心理、社会、東洋文化、イギリス・アメリカ語学文学の４学科編成に対応するかた

ちで存続したが、2008 年に心理学専攻が心理学研究科として独立したことにより、現在の構成

になった。現在、一研究科に複数の専攻が併存する体制は本学では文学研究科のみであるが、

上に述べたように本研究科には一専攻から出発し逐次専攻が増設された経緯があり、各専攻を

統括する文学研究科全体としての理念・目的・教育目標等は、当初から明確にされることなく

現在に至っている。心理学一専攻からスタートした文学研究科開設時の設置目的が大学院、心

理学専攻それぞれの設置目的と重なることについては、1972 年 11 月提出の『追手門学院大学

大学院設置認可申請書』一、設置要項、「目的または理由」（pp.１-２）の「…心理学科も既に

七ヶ年の齢を経て年毎に充実の度を加え、三百有余の卒業生を世に送り出した。卒業生の社会

で活躍する中で、より深い専門技術と見識をもった指導的人材養成の必要性が自覚され、又社

会のそれを要求する声が高まりつつある。此処において本学では、心理学科の研究機能を、教

授組織及び研究設備の両面より検討し、両三年に亙って大学院心理学専攻設置のための準備を

重ね、その設置基準に添い得るとの結論に達したものである。（中略）大学院設置科目は矢張り

基礎的であると共に高い教授能力を整えることが必要である。而してこれと平行して特色を発

揮し得る選択諸科目によって学生と社会の要求に応じ得る用意が必要であり、これによって有

能な専門指導者を世に送り出すことができる。大学院設置の他の一半の目的も此処にある。」と

いった文面から窺い知られる通りである。 

［点検・評価（長�と問題点）］ 
［現状説明］に述べた、学部の４学科編成に対応する文学研究科の４専攻体制は、修士課程

と学部教育課程の有機的関連という観点から一定の整合性を有していたが、1995 年に文学部の

心理、社会両学科が人間学部の２学科として分離し、2006 年には人間学部が心理、社会の２学

部に、2007 年には文学部が国際教養学部にそれぞれ改組されるなかで、その整合性は失われた。

大学院のレベルでは心理学専攻が分離して３専攻体制となったが、学部・大学院組織間の整合

という点で文学研究科は現在再編過程にある。今後さらに、社会、国際教養２学部の開設に対

応する再編を進める必要があり、文学研究科自体の理念・目的・教育目標等の設定は、研究科

自体の再編の問題と併行して取り組まねばならない検討課題である。 

［改善方策（将来の改善・改�に向けた方策）］ 
文学研究科では、心理学専攻が分離したのちの組織の再編に向けて検討が開始され、2007 年

秋の文学研究科 FD 懇談会では、文学研究科の現状と各専攻のかかえる様々な問題点、研究科の

再編と活性化に向けての方策などが話し合われた。また本学には、学長、副学長、各研究科長、

各専攻もしくはその各課程から選出された教授１名を構成員とする大学院委員会が、大学院教

育の充実に向けて、大学院の将来計画、大学院の理念・目的、大学院の自己点検・評価と改善
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策等の重要事項を論議する場として設定されており、文学研究科では 2008 年、その教育研究上

の目的について、委員会での要請をうけるかたちで、各専攻のレベルで人材養成の観点から見

直し作業をすすめ、本学大学院学則第４条第２項（４）～（６）に専攻別のそれを明示するに

至っている。また 2009 年には、同委員会から各研究科に対して自己点検・評価の作業をふまえ

た将来計画検討の要請がなされたのをうけて、今後の見通しを含めた本研究科の将来計画案を

提出している。こうした一連の動きのなかで、文学研究科全体としての理念・目的・教育目標

等の設定が今後の基本的な検討課題となることは必至である。 

 

２．社会学専攻 
［現状の�明］ 

社会学専攻の教育研究上の目的 

社会学専攻は、現代人の主体性喪失の危機に取り組み、自らの体験を重視した研究スタイル

を教育の基本方針とし、文化の多様性を捉え、現代社会の全体像を多元的に研究することを通

じて、社会学・人間学の専門的知識・見識をもち、専門的指導能力を備えた人材を養成するこ

とを目的とする。 

この目的は、2008 年度に明文化され、2009 年度の大学院学則第４条の第２項として付加され

ることとなった。2009 年度の「履修要項」や大学院紹介冊子等で周知徹底を計ることになって

いる。 

［点検・評価（��と�題点）］ 
上記社会学専攻の教育研究上の目的は、2008 年度の履修要項に明記されておらず文部科学省

よりの指摘を受けて、2008 年 11 月６日、本学、文学研究科委員会において討議、決定される

に至ったものである。理念目的の明示という点において、遅れていた事が反省される。 

［��方策（将来の��・��に向けた方策）］ 
社会学専攻の教育研究上の目的が大学院学則第４条第２項に明文化されたので、2009 年度以

降の「履修要項」や大学院紹介冊子等でその周知徹底を図ることにした。 

 

�．中国文化専攻 
［現状�明］ 

本学大学院学則第４条２項に本専攻の教育研究上の目的は、以下のように規定されている。 

「中国文化専攻は、中国を中心とするアジア諸国及び日本の文化を、それぞれの固有言語で

書かれた文献資料に基づいて研究し、中国を中心とするアジア諸国及び日本の文化について、

高度で偏らない理解力と研究能力を備えた人材を養成することを目的とする。」 

上記の専攻設置の目的は、現代日本の社会通念上でも、またアジア研究の動向のうちでも適

切であり、本専攻の教育や研究は上記の設置目的に適合した形で行われている。しかし、人材

養成の目的という観点からは、入学定員を満たしておらず、質の点では十分なるも、量の点で

は不十分な状況にとどまっている。 

［点検・評価（��と�題点）］ 

従来は不明確であった専攻設置の理念や目的を明らかにした点は評価されるが、社会や大学

のおかれている状況の経時的変化にともない、内容を吟味、再検討する余地は残されている。 

［��方策（将来の��・��に向けた方策）］ 
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前頁でも述べたように、専攻設置の理念や目的は明確となり、質的にはそれらに即した大学

院教育が実施できるだけの条件が整ってきたが、入学定員を確保するという量的に人材の養成

を保証する、できる限りの有効な方策を実施する必要がある。 

 

�．英文学専攻 
［現状説明］ 

英文学専攻は、広い文化的な視野と高度な言語情報処理能力を有する人材を育成し、英米の

言語・文学・教育の理論を実践あるいは応用できる高度専門職の英語教員や研究能力を備えた

人材を養成することを目的とする。 

英文学専攻は、より広い文化的視野に立ち、高度な情報処理能力を身に付け、英米の言語、

文学、教育の理論や批評を調査研究し、それらの理論や批評を実践あるいは応用できる高度専

門職の英語教員や研究能力を備えた人材を育成することを目的としている。これは、従来の英

文学、米文学を専攻する学生が減少し、中学あるいは高校での英語教育に関心を抱く学生が増

えたため、英語教育の理論や批評を実践し、英語の実用性あるいは運用能力を高める英語教員

を育成することを目的として追加したためである。 

［点�・評�（長�と問題点）］ 

日本における英語教育の伝統を継承する英語教員や研究者を養成することは当然の責務であ

るが、研究者などの専門職に従事する学生を数多く卒業させるには至っていないのは問題であ

る。しかし、英語教員を育成することを目的として追加したことは適切である。そのため、英

語教員になりたい学生が専修教員の免許状をとるために進学する場合が見受けられ、最近では

国公立の大学院がその定員を充足させようとするために募集定員数の学生を入学させているの

で、学部を卒業して本研究科に進学してくれる学生数は減少傾向にある。従来は、兼任講師を

採用しての科目の開講などもあり、多様な演習、研究が行われていたが、現在では英語コミュ

ニケーション学科の専任教員だけでの開講科目だけであるので、対象とする研究や演習の範疇

が狭まらざるを得ない。そのため、本学出身の学生の進学も年毎に減少し、他大学からの進学

も近年では見受けられないのは問題点である。 

［��方策（�来の��・��に向けた方策）］ 

英文学専攻を取り巻く環境の変化に応じて、理念・目的の適切性を再確認しつつ、教育課程

の変更を行い、英文学の新パラダイム構築に向けて限られた専任教員の人材を活用するため、

英語教員の養成を目指して旧来の英米文学や英語学の知識の伝達だけではなく、英語教育の現

場に立脚した理論や実践的な英語科教育法の演習、研究に向けてカリキュラムを見直している。

それゆえ、英米文学の演習や研究の一部を英語教育を行う科目に昨年度に変更した。そのため、

英語教育関連の教員が大学院の授業を担当できるように徐々に後任人事なども行っていく。 

 
必��研究科の理念・目的・教育目標等の�知の方法とその有効性 
１．研究科全体 
［現状説明］ 

文学研究科全体としての理念・目的・教育目標等が本研究科設立の当初から明確にされてこ

なかった経緯については、前項［現状説明］（pp.27）に述べた通りであるが、本学では 2001

年から毎年、大学院のガイドブックを学部のそれとは別に作成して関連の他大学学部や大学院、

地方自治体、生涯学習センターなどに配布しており、本研究科では、その「研究科長メッセー
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ジ」欄に各専攻の教育理念や教育目標等から共通項を抽出・集約し、その周知を図っている。 

［点検・評価（長�と問題点）］ 
［現状説明］に述べた「研究科長メッセージ」の作成に際しては、各専攻の教育理念や教育

目標等と齟齬することのないよう、また時代の変化やその時々の社会のニーズに十分留意する

よう配慮がなされているが、その内容は文学研究科のなかで十分な吟味と合意を経たものには

なっていない。前項［点検・評価］（pp.27）に述べたと同様、文学研究科自体の理念・目的・

教育目標等についての合意形成は、研究科自体の再編の問題と併行して取り組まねばならない

検討課題である。 

［改�方策（��の改�・改�に向けた方策）］ 
2006 年の大学院設置基準の一部改正にともない、大学院は研究科または専攻ごとに、人材の

養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学則等に定め、公表することが義務づけられた

のをうけて、本学の大学院委員会では、大学院学則改正の実施に向けて各研究科・専攻におい

て学則に記載すべき教育研究上の目的を早急に検討することが確認された。文学研究科では

2008 年春から各専攻単位で学則文案の検討作業を開始し、秋には各専攻の教育研究上の目的に

ついて成案を得たが、文学研究科全体としての教育研究上の目的を明示するには至らず、その

当否やその時機については、研究科再編の問題と併行して慎重に論議を重ねていく予定である。 

 
�．社会学専攻 

この項目については、前項に一括して述べている。 

 
３．��文化専攻 
［現状説明］ 

本専攻の教育研究上の目的は、本学大学院学則に明記されており、今後の入学志願者募集の

ための各種の広報書類やパンフレットに掲載されて有効に周知が図られている。 

［点検・評価（長�と問題点）］ 

専攻の規模が小さいために、本専攻が単独で広報書類やパンフレットを作成することは財政

上、困難である。しかし、入学定員を確保するためにも専攻の設置理念、目的、教育目標を周

知させるための広報は不可欠であり、さらに有効な結果を想定できる方策が取られるべきであ

ろう。 

［改�方策（��の改�・改�に向けた方策）］ 

文学研究科として、大学から財政上の援助が得られれば、他専攻とならんで、本専攻の教育

内容を紹介するホームページを作成する試みは、広報の目的で有効な方策となりうるであろう。 

 
４．英文学専攻 
［現状説明］ 

学部の３、４年生に対して、オリエンテーション時に大学院紹介のパンフレットを配布して、

その概要を説明している。また、４年次の秋学期に卒業演習の時間帯を利用して、特に英語教

員を志望する学生に絞って作成したプリントを配布し、大学院で開講されている授業の概要と

英語教育での現場での開講科目の有効性についての説明を卒業演習担当教員に行ってもらって

いる。 

［点検・評価（長�と問題点）］ 
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他大学から本学の大学院のホームページを見て、英文学専攻に入学を希望する学生がいなく

なった現在、学部学生を進学させることが最優先であるので、３、４年生のオリエンテーショ

ン時に英文学専攻主任が大学院の説明を行い、英語教員を志望する学生に対してプリントを配

布して本研究科の利点を説明するのは評価されうる。ただ、年々の進学者数を考慮すれば、就

職を希望して学部卒業で終わりたい学生に英文学専攻の利点を強調して学部学生の興味を掻き

立て修士課程に進学させるほどの動機を与えられていないのは問題である。 

���方策（��の��・��に向けた方策）� 

英語教員を志望して学部に入ってくる学生は、少なくとも 10 数名以上は存在する。そのよう

な学生の英語力を向上させ、英語教員の資格取得を実現させる支援作りを学部で行う教育課程

を構築している。それゆえ、新たな課程である英語コミュニケーション学科の卒業生が社会に

巣立つ次年度頃には、今よりも大学院に進学する学生数は増加することが見込まれる。それに

向けて、３、４年生のオリエンテーション時に加えて、教職を目指す学生が受講する英語科教

育研究の授業のなかでも、本専攻の教育目標とその利点を紹介し、本専攻を修了して学んだこ

とが英語教育の教室の現場でいかに生かせるかを強調する方策を今後も取り続ける。 

 





 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



２．教育研究組織（大学全体） 

 33 

２．教育研究組織 
 
（１）大学の教育研究組織 
（教育研究組織） 
必��大学の学部・学科・大学院研究科・研究所などの組織構成と理念・目的�との関�

（大学基礎データ 表１・表２） 
�現状��� 

教育研究組織は、大学の機能の中心を占める。本学の理念・目的を遂行するための実行機関

である。教育研究組織が本来の機能を十分に発揮できるようになっていることが求められる。

そのためには、教育研究機関として学部、研究科、あるいは研究所やセンターなどが組織上合

理的に運営されていること、あるいは教育、研究に資するために十分機能していること、また、

人的資源がそれに見合うかたちで配置されているか、あるいはそれを支援するためのインフラ

としての設備、備品が備わっていることが必要である。 

本学の教育研究組織は、『大学基礎データ（表１）（表２）』に示すような構成になっている。 

本学の教育方針の３．豊かな一般教養を身につけ、深く高い知識と思考力をもって、人文、

社会ならびに自然の諸科学の正しい発展に寄与できる人物の養成という目標に合致して、本学

ではまずは文系総合大学を目指して学部ならびに大学院を整備発展させてきた。その結果、開

学当初は経済学部と文学部の２学部４学科から、現在は『大学基礎データ（表１）』に示す５学

部８学科の構成となっている。一方、大学院の組織も 1973 年の設置時には修士課程１研究科１

専攻であったが、現在、修士課程は４研究科６専攻、博士課程では２研究科２専攻となってい

る。また、研究所・センターに関しても、社会有為という建学の精神の基、開学まもなく設置

されたオーストラリア研究所以来、教育研究所、総合情報教育センター、国際交流教育センタ

ー、地域支援心理研究センター、ベンチャービジネス研究所と設置されてきた。 

本学の教育研究組織に関しての管理運営は、大学内に執行役員会大学運営部会、大学評議会

を設けて、大学内の問題についての意志決定をしている。特に、大学の教育・研究の最高意志

決定機関は、大学評議会である。大学評議会のメンバーは、学長、副学長、学部長、部館長、

各学部選出の大学評議員、事務局長、大学事務部長などからなる。そして、下位機関には各学

部の教育・研究を運営管理するために教授会が設置されている。教授会の構成メンバーは、当

該学部の専任教員すべてである。この構成員は、各学部の教育目的やカリキュラムにより必要

な分野の教員を審査により採用している。さらに、全学的な組織として、各種の全学の委員会

が設置され、学部内において選出された教員が委員となり、特化された教育・研究の問題につ

いて管理・運営を行うようになっている。 

学部に関する教育研究組織については、５学部に教授会が月に一度定期的に開催され、教育・

研究上の運営・管理を行っている。特に、人事に関しては、人事教授会においてなされる。各

学部の構成員は、基本的には各学部において人事教授会で審査を受けた教員をカリキュラム構

成にしたがって適切な科目に配置している。また、下位組織として学科会議なども開催されて

いる。各学部においては、さらに学部の委員会を設置して具体的な問題について管理、運営を

行っている。さらに、教育だけではなく、学部の運営にも教員は参加しているので、教員は多

かれ少なかれ複数の委員を担当しているのが現状である。具体的な委員としては、入試主事、

入学試験広報委員、入学試験広報委員会専門部会委員、教務委員、自己評価委員、FD 推進委員、
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全学自己評価委員、環境整備委員、人権啓発委員、総合情報教育センター運営委員、学生部委

員、大学問題連絡協議会委員、国際交流教育センタ－委員、図書館委員、教育実習運営委員、

紀要編集委員、キャンパス整備委員、キャリア開発部委員、カリキュラム改革委員、教員評価

プロジェクト、リスク管理担当委員、キャンパスハラスメント相談員、外国人留学生担当委員

（南京編入学生含む）、編入学生担当委員、帰国生徒担当委員である。 

各学部における専任教員数は、『大学基礎データ（表 19）（表 19-２）（表 19-３）』に示して

いる通りである。大学全体でも、また各学部学科においても基準教員数を満たしている。 

施設・設備の配備に関して、教員の個人研究室に関しては、基本的に教員１人に対して平均

22.12 ㎡以上の面積の研究室が供与されており、設備として、基本的な机、椅子、書架、さら

にランによるインターネットに接続されたパーソナル・コンピューターと共同ではあるがプリ

ンターが供与されている。 

教室に関しては、基本的に演習室をのぞく教室のうちパソコンなど視聴覚設備を備えた教室

が 68 ある普通教室の内、41 教室と６割である。 

大学院においては、教育研究組織はすべての研究科の代表者が集まる大学院委員会、各研究

科における大学院担当教員の会議である研究科委員会、各専攻の担当教員の会議である専攻会

議がある。各研究科においては、さらに大学院自己評価委員会などの委員会を設置して具体的

な問題について管理、運営を行っている。 

研究所・センターに関しても、定期的に運営協議会（運営委員会）が開催され、活動の予定

や１年間の活動報告、あるいは来年度の事業計画や予算などが審議されるとともに、さらに所

員もしくはセンター員会議などでそれぞれの研究活動の内容などが決められることになってい

る。 

�点検・評価（�所と問題点）� 
本学の教育研究組織は、本学の教育方針からいって、学部構成、大学院研究科の構成、研究

所・センターの構成に関して齟齬はない。 

本学の教育研究組織に関しての管理運営のあり方は、執行役員会大学運営部会、大学評議会、

教授会、学科会議、委員会などからなる。ここでは、すべての構成メンバーがいずれかの過程

に関わるように意志決定の仕組みを持っている点で、どこでどのように決まったのかわからな

いというような問題はない。ただ、教授会の開催時間には限りがあることから、様々な事柄に

ついて十分に検討して結論が出されているかは問題点が残る。 

また、全学の委員会に関しては、20 にもおよぶ委員会がある。これらの委員会で扱われる事

項や開催頻度などから、委員会の改廃、統合を進めることもまた、問題の整理、あるいは教員

の負担減になり、教育・研究への重点化などの点で意味のあることだと考えられる。 

各学部の構成員に関しては、現状ではどの学部においても、もちろん大学全体でも基準教員

数あるいは教授数を満たしてはいるが、例えば教員の全体数は設置基準の教員数 133 名に対し

て、139 という状態であり、かならずしも十分な教員数とは言えない。今後、教員数について

は、教育目的に沿って適切に設定される必要がある。 

施設・設備の配備に関して、教員の個人研究室に関しては改善がなされてきている。個人研

究室において、できるだけ教育機能も持たせるということで、研究室の面積を広くすることに

努めてきた。 

教室に関しては、基本的に演習室をのぞく教室のうちパソコンなど視聴覚設備を備えた教室

が６割となっている。しかし、すべての教室に視聴覚の設備は必須のものとなってきているこ
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とを考えると、視聴覚化の率は低いように思われる。また、今後は少人数での演習室の需要も

見込まれることから、さらに学生の自学のための自習室などいつどこでも勉強ができる設備の

設置が望まれるところである。 

FD 活動に関しても、全学的な活動だけではなく、各学部の教授会単位で年に少なくとも３回

は行っている。しかし、内容とそれを実行して改善につながっているかについては検証が必要

である。 

大学院においては、すべての研究科の代表者が集まる大学院委員会、各研究科における大学

院担当教員の会議である研究科委員会、各専攻における教員の会議である専攻会議がある。各

研究科においては、さらに具体的には大学院自己評価委員会などの委員会を設置して具体的な

問題について管理、運営を行っている。しかし、大学院においては在籍者の数が学部生と比べ

ると極端に少ないこともあり、授業評価や FD 活動など、かならずしも十分になされているわけ

ではない。また、大学院は学部と兼担であるために、負担も大きい場合がある。 

�改善方�（��の改善�改�に向けた方�）� 
１ 教授会の開催時間には限りがあることから、様々な事柄について十分に検討して結論が出

されているかは問題点が残る点に関しては、学科会議で補ったり、あるいは教授会の開催回

数を増やすなどの対処が必要である。 

２ 全学の委員会に関しては、委員会の改廃、統合を進めることを大学評議会において検討す

る必要がある。 

３ 教員の全体数は設置基準の教員数 133 名に対して、139 という状態であり、かならずしも

十分な教員数とは言えない。早急に、大学の教育方針のもと、教員と学生数のバランスや一

般教育、語学、専門科目など様々なバランスを考慮し、教員の重点配置などを行うことを考

慮して、教員の総数についても増やす方向で全学教育職員人事委員会で検討すべきである。 

４ 教室に関しては、パソコンなど視聴覚設備を備えた教室を増やす必要がある。 

５ FD 活動に関しても、内容とそれを実行し改善につながっているかについて検証結果の報告

を各学部の自己評価報告書に行うべきである。 

６ 大学院においては、在籍者の数が学部生と比べると極端に少ないこともあり、授業評価や

FD 活動など、かならずしも十分になされているわけではない。各研究科において、定期的に

自己評価や FD 活動、授業評価を行い、現状の把握と改善を常に行うような仕組みを作る必要

がある。
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（２）学部の教育研究組織 
�．経済学部 
（教育研究組織） 
必��学部の組織構成と理念・目的�との関連 （大学基�デー� 表１・表２） 
�現���� 

経済学部は現在、経済学科とヒューマンエコノミー学科の２学科で構成されている。1966 年

に大学が設立された当初は、経済学部は経済学科のみの学部であった。その後 1971 年に経営学

科が増設され、それが 1995 年に経営学部として独立した後、1998 年に国際経済学科が増設さ

れた。さらに、2005 年に国際経済学科がヒューマンエコノミー学科に改組されて現在に至って

いる。このように、学科の増設と改組を繰り返したのは、「独立自彊・社会有為」という大学の

理念のもと、社会の要請に応えようとした努力の表われである。経済学部に求められているの

は、「経済分析力と問題解決能力を有する人材」（経済学科）と「経済分析力と構想力を有する

人材」（ヒューマンエコノミー学科）を社会に送り出すことであり、現在の２学科体制はこの目

的へのひとつのアプローチである。 

現在、経済学科とヒューマンエコノミー学科の収容定員は、それぞれ 810 名と 570 名である。

これに対して、経済学科に所属する教員が 17 名（ただし、学長を除く）、ヒューマンエコノミ

ー学科に所属する教員が 14 名である。経済学科の教員 17 名の内訳は、教授 10 名、准教授６名、

講師１名であり、ヒューマンエコノミー学科の教員 14 名の内訳は、教授６名、准教授５名、講

師３名である。経済学部のカリキュラムは、基本的に、「経済理論・経済史」、「経済政策」、「数

理・情報」、「法学」に分かれており、これらすべての分野に専任教員の担当する科目がおかれ

ている。 

�点�・��（長所と問題点）� 
専任教員は全員いずれかの学科に所属しているが、担当するほとんどの科目が両学科に提供

されているため、学生の教育においては学部としての一体性が確保されている。ヒューマンエ

コノミー学科が発足した当初は、ある程度、２つの学科の特徴を出すために当該学科の学生し

か履修できない科目も設定していた。ただ、さまざまな経済問題が相互に関連しあっているこ

とを考えると、学科ごとに提供する科目を限定することは望ましいことではないとの意見が多

くなり、学生に主体的に選択させる方向に向かってきた。これは反面、経済学科とヒューマン

エコノミー学科の区別を曖昧なものにしていることは否めない。しかし、総じて言えば、多く

の科目を提供して学生の選択の幅をひろげるという長所のほうが、経済学科とヒューマンエコ

ノミー学科の特徴が曖昧であるという問題点を上回っていると思われる。 

経済学科とヒューマンエコノミー学科の双方とも、３年次、４年次で「演習Ⅰ」と「演習Ⅱ」

が必修科目となっているが、学生は所属学科に関係なく、いずれの学科の教員でも「演習」の

担当教員として選択することができるようになっている。したがって、それぞれの「演習」の

クラスに経済学科とヒューマンエコノミー学科双方の学生が出席することになるが、このこと

により相互に啓発しあう効果が期待できる。 
�改�方策（��の改�・改�に向けた方策）� 

教員の所属学科に関係なく、いずれの学科の学生でも「演習」に受け入れていることから、

ともすれば、２つの学科の区別が曖昧になりがちである。学生に自主的な学習を促しながら、

２つの学科の特徴を出すために、履修モデルを作成した。この履修モデルにおいては、経済学

科に「経済分析」、「政策」、「国際」の３コースが、ヒューマンエコノミー学科に「生活」、「環
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境」、「比較経済」の３コースがそれぞれ提示されている。もともと経済学部のカリキュラムで

は、それぞれの学科で基幹的な科目を「選択 A」に、応用的な科目を「選択 B」に配置し、カリ

キュラム上で学科の特徴を出している。新たな履修モデルは、教員の所属学科に関係なくいず

れの学科の学生でも「演習」に受け入れるという柔軟性を生かしながら、各学科の特徴を鮮明

にし、学生に学習に対する自主性を失わせないための方策の一つである。
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�．経営学部 
（教育研究組織） 
���学部の組織構成と理念・目的等との関連 （大学���ータ �１・�２） 
［現���］［��・��（�所と�題�）］ 

1995 年に経済学部から分離独立した経営学部は、現在、経営学科とマーケティング学科の２

学科で構成されており、収容定員はそれぞれ 814 人と 752 人である。それに対して専任教員数

は学部としては 36 人であるが、そのうち 19 人が経営学科に所属し、教授 11 人、准教授６人、

講師２人という内訳に、またマーケティング学科では、17 人の教員のうち、教授 11 人、准教

授５人、講師１人という内訳になっている。また、各メジャー別では、経営学科では、「経営学」

メジャーは教授７名、准教授２名（内１名は女性）、「会計学」メジャーでは教授２名、准教授

３名、講師１名、「法学」メジャーでは教授２名（内１名は女性）、准教授１名、講師１名で構

成されている。また、マーケティング学科は「国際マーケティング」メジャーでは教授２名（内

１名は女性）、准教授２名（共に女性）で、「情報マーケティング」は教授３名、准教授２名で、

「起業マーケティング」メジャーは教授３名、講師１名で、「ビジネス心理」メジャーは教授３

名（内女性２名）で構成されているほか、関連分野として、韓国・朝鮮分野を専門とする准教

授１名で構成されている。また、女性教員は学部全体では７人で、うち２人が経営学科、５人

がマーケティング学科所属である。全体として、多少のばらつきはあるが各分野に適切に教員

が配置されていると考える。また、特に女性教員を採用したわけではないが、教員採用は原則

として公募であり、最近の女性研究者の増加に伴って採用されるケースが増加するものと思わ

れる。 

経営学科とマーケティング学科は、教育内容においておのおの独自性を持っていることは当

然であるが、カリキュラムとしては共通のところも多く、その区分はゆるやかである。また、

学生はどちらの学科に所属していても、他方の学科の科目も 30 単位までであれば卒業認定単位

となるようにカリキュラムが定められている。そのため、双方の授業を比較的自由に選択して

学べるようになっている。また、1999 年に経営学部にインターンシップ制度を導入したこと（現

在は全学的制度となり共通科目として開講している）をはじめ、2008 年には経営学部教員の指

導のもとに、学生自らが「会計研究会」を組織し、簿記・会計関連の資格取得を目指す学生の

指導を強化したのに加え、2009 年からは経営統合システムを用いて経営を総合的に学習する

「経営ビジネスプロセス研究会（ERP 研究会）」を組織し、企業経営の全体最適な解決法を学ぶ

機会を設定した（「会計研究会」案内、同規約および、「ERP 研究会」案内等を参照）。その他、

ベンチャー起業での成功者、コンサルタント、公認会計士などの多くの実務家を特別講師や兼

任講師として招いてゼミや授業を実施するなど多彩なプログラムを実施している。このように、

各分野に適切に配置された教員による専門教育とあわせ、学生の自主的かつ自由参加を前提に、

経営学部独自の「特色ある教育」として多彩な実践的・参画型教育を推進し、経営学部の教育

理念である「経営学各分野の教育を通して、自立的かつ柔軟に思考して行動できる人材の育成」

を図っている。 

マーケティング学科では、ビジネス心理メジャーを、同学科の教育目的を適正に達成するた

めの新たな取り組みとして2008年に開設したが、その趣旨は以下の通りである。 

現在経営の現場においていくつかの心理的課題の重要性が顕著になってきている。第一に挙

げられるのは、［労働の心理］に関してである。ポストバブル期におけるいわゆるリストラは、

個別企業間の労働需給の調整機能を果たしたが、その弊害としてニートやフリーターを増大さ



２．教育研究組織（経営学部） 

 39 

せた。新労働契約法下では、解雇の原則自由化のもと、産業間の労働の需給調整機能を期待さ

れる反面、労働者のロイヤリティやモチベーションが大きく阻害される危険が予測される。そ

のような弊害に対する経営の場におけるリーダーシップや、モチベーションの新たな展開によ

る人間性回復策が必要となるであろう。そのためには人的資源管理分野、労働法分野と、新た

な観点からの労働心理学分野との共同研究と相互学習が必要である。 

第二には、企業がステークホルダーと共にリスクを共有し、解決しなければならないビジネ

スリスクの問題、すなわち［リスクの心理］の問題である。特に、環境問題や組織内外の安全

の問題に関して非常に大きなリスクが発生しており、対応の如何によっては厳しい社会的非難

を浴びることも、また逆に高い評価につながる場合もある。ステークホルダーとそのようなリ

スクを共有し、最適の対応を採っていかなければならない。そのためには、経営倫理分野、経

営戦略分野、リスクマネジメント分野と、リスクを共有しリスクへの対応を共に考えるための

リスクコミュニケーション分野との共同研究と相互学習が必要である。 

第三には、常に変転する市場において消費者の心をどう捉え経営戦略に反映させるか、つま

り、新しく消費者の心をとらえた商品開発ができないか、など経営戦略の視点と心理学の視点

を合わせ持つ［市場の心理］の問題である。これら両者の視点を持つことにより、「人として相

手の気持ちを考える」という基本的な人間尊重の意識も育てることができる。このような意識

は、今後のマーケティング論の最大の課題であり、消費者行動分野などと消費者心理学分野と

の共同研究領域である。 

上述の三つの課題はまさに今日的な、重要なビジネス心理の課題であり、その解決が社会か

ら強く要請されている。このような社会的要請を背景に、ビジネス心理メジャーを新設した。

これは経営学部の教育理念・目的に合致するものである。 
［改善�策（将来の改善・改革に�けた�策）］ 

経営学部では時代・社会の要請に臨機応変に対応すべく努力を重ねてきているが、さらなる

改善のためには継続的にカリキュラムの運用を点検し、定期的な改革を検討する必要がある。

その一環として、2007年度より継続的にカリキュラム見直しを図っている（2008年７月３日の

「経営学部中長期計画―中間報告―」や2009年３月10日および４月９日の「FD懇談会議事メモ」

を参照）。検討のための学部としての委員会は特に立ち上げていないが、学部長主導のもとに、

学部での将来計画に関する「懇談会」等を随時開催し、メジャー構成、学科構成をも含めて継

続的に検討する。また、「実践型教育・参画型教育」については、これからも重点的に取り組ん

でいくが、その効果の測定法についても継続的に検討し、その改善を図る。
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�．心理学部 
（教育研究組織） 
���学部の組織構成と理念・目的�との関� （大学基礎データ 表１・表２） 
�現���� 

心理学科は専任教員25名、学生総数は910名である。しかし、教職課程、他機関専任などを除

くとゼミ担当教員は19名であるので、１人あたりの学生数は50名弱となる。これは一般的に心

理学系で適切と考えられる40名を大きく上回っており、教員の負担が大きい。 

2006年度の改組に伴い、心理学部心理学科の教育目標は、幅広い教養的基礎のうえに、認知・

脳科学系心理学、生涯発達・生涯教育系心理学、臨床系心理学、および社会・犯罪系心理学に

わたる心理学の基礎知識を学ばせるとともに、専門領域として、人の心のケアと福祉にかかわ

るメンタルケア、人の生涯の発達と教育のサポートに関わるチャイルドサポート、または企業

に就職して種々の仕事に役立てるビジネスリサーチの各メジャーのいずれかを重点的に学ばせ、

心理学の知識および方法を様々な職業に生かし、自己実現を目指す豊かな人間性を持つ人材の

育成である。この目標を達成するために心理学科のカリキュラムは、先述べた四つの系（認知・

脳科学系、生涯発達・生涯教育系、臨床系、社会・犯罪系）と三つのメジャーを（メンタルケ

ア、チャイルドサポート、ビジネスリサーチ）備え、学生が自分の興味、関心、将来の進路に

合せて科目を選択できるようにセメスター制を取っている。 

全開設授業科目は172科目であり、現代心理学の大部分をカバーしている。カリキュラムの構

成は、１年次は大学や心理学への導入教育、２年次は心理学の基礎を幅広く学ぶ段階、３年次

は学生それぞれが選択したメジャーを軸に、自分の専攻領域の勉学を深める展開の段階で、そ

して４年次は卒業論文や卒業レポートにまとめて総括する４段階から成っている。 

これに加えて、本学科のカリキュラムの特筆すべき点は、入学後早期からのキャリア教育の

導入である。そのため、１年次の秋学期からライフスタイル演習１、２年次春学期にライフス

タイル演習２を開設し、学生が継続的に自己理解、他者理解を深め、将来のキャリアについて

考えながら、専門科目を選択できるようになっている。また、学生が実社会と直接的にかかわ

りを持って実践的な学習が行うインターンシップが設けられており、実際の体験を通しての学

習は意義が深い。受講生の評判も極めて良好であり、将来のキャリア形成を考えるうえで非常

に有効である。これらの受講科目選択、卒業、将来のライフプランなど一人ひとりの学生に対

してきめ細やかな指導を行うため、アカデミックアドバイザー制度を導入している。１年次か

ら３年次までは１年次の新入生演習担当者、４年次では卒業研究担当者がアカデミックアドバ

イザーを担当している。 

�点�・評�（��と問題点）� 
2006年度の改組によるカリキュラム変更後現在３年目を迎えているが、大学院進学率は2006

年度の4.3％から2007年度には6.5％へ、就職率も2006年度の49.2％から2007年度には53.6％に

上昇し、おおむね当初の目的は達成されていると考えられる。カリキュラム構成の理念は非常

に有意義なものであるが、未だ完成年度を迎えておらず、その運営上に以下のよう問題点がみ

られる。１）定員数の増加に伴って教員数も増加しているが、学生の増加にかならずしも適切

に対応できておらず、演習担当可能教員数に対する学生の人数が60名強となっており、教員の

負担が大きい。そのため、アカデミックアドバイザー制度が十分機能していない。２）大規模

授業科目の十分な質の確保。３）段階に沿ったカリキュラム構成と受講段階がかならずしも学

生に周知されておらず効率的な授業科目選択・受講ができていない。４）インターンシップな
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どの実践的な授業科目の受講者のニーズにあった確保ができていない。 
�改善方�（�来の改善・改�に向けた方�）� 

まず、適正な教員数を確保するための演習担当可能な教員の任用が求められる。大規模授業

の改善には現在行っている授業アンケートのさらなる活用が図るとともに、従来から行われて

いる FD・自己評価委員会は授業や教育方法の改善への取り組みをさらに推し進める。新カリキ

ュラムの周知徹底を図るために、きめ細やかなオリエンテーションを実施する。また、2006 年

度から導入した UNIVERSAL PASSPORT など IT のさらなる活用を図る。実践的科目の確保に向け

ては、教員自身の社会貢献や地域連携を伸ばすことで、さらなる充実を図る。



２．教育研究組織（社会学部） 
 

 42 

�．社会学部 
（教育研究組織） 
必��学部の組織構成と理念・目的�の関� （大学基礎データ 表１・表２） 
�現状�明� 

2006 年度に発足した社会学部は、社会学科１学科で構成されており、収容定員は 614 名（入

学定員 150 名、編入定員７名）である『大学基礎データ（表 14）』。これに対する専任教員数は、

学部としては 18 名であり、その内訳は教授８名（内２名は女性）、准教授７名（内１名は女性）、

講師３名（内１名は女性）である（『大学基礎データ（表 19）（表 19-２）』）。大学設置基準上必

要な教員数 14 名は超えているが、18 名中３名が体育科目担当教員（教授２名、准教授１名）

であることを考えると、基準教員数をわずかに超えているというのが現状である。また、大学

設置基準の別表第一の備考一には、「この表に定める教員数の半数以上は原則として教授とす

る」とあるが、現時点で、学科科目を担当している教授は６名であり、半数に達していない。

これは、2006 年度の改組時点では７名であったが、１名が教籍を離れて本学院の常務理事に就

任したために一時的に生じたものである。 

社会学部では、学部の理念・目的を具現化するために、文化社会学コース・社会人間学コー

ス・社会福祉学コースという３コースを履修モデルとするカリキュラムを編成しているが、こ

の３コースの科目を中心的に担う教員の配置という観点から学部の組織構成をとらえると、文

化社会学コースは５名、社会人間学コースは５名、社会福祉学コースは４名となっている。ま

た、社会学部では社会福祉士受験資格および社会調査士を取得できるカリキュラムを設けてい

るが、前者については社会福祉学コースの４名が、後者については社会調査担当教員１名およ

び社会人間学コースの教員１名の合計２名が対応している。 

�点検・��（��と問題点）� 
基準教員数をわずかに超える教員数しかいないことに根本的な問題があると考えているが、

カリキュラムとの関係では、（１）３コースを中心的に担う教員の配置は、人数的にはバランス

良く配置されているが、学生のコース選択の動向と合致していないという問題がある。（２）社

会福祉士養成課程は、2009 年度の法改正「社会福祉に関する科目を定める省令（平成 20 年文

部科学省令・厚生労働省令第３号）」により、カリキュラム改正が必要となったが、この法改正

により、開講科目が増加しただけでなく、現場実習の時間が倍増したために巡回指導の負担が

当初計画よりも著しく大きくなっているという問題がある。また、在学生については法改正以

前の指定科目履修で受験資格が得られるが、国家試験は法改正後の指定科目となるために、そ

れに対応するための学生指導でも負担が著しく大きくなっているという問題がある。 

また、教授の人数が現状において１名不足していることは、一時的であるとは言え、早急に

解消すべき問題であると認識している。 
�改善��（��の改善・改�に向けた��）� 

2011 年度からのカリキュラム改編に向けて、現在、社会福祉士養成課程の見直しや、学修目

標を明確にするために導入した履修モデルである３コース制の見直しなどを検討しているとこ

ろであるが、それと同時並行的に、上述した学部の組織構成上の問題点を改善する予定である。 
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�．国際教養学部（�文学部�む） 
（教育研究組織） 
必��学部の組織構成と理念・目的�との関� （大学���ータ 表１・表２） 
１．学部全体 

�現���� 
国際教養学部は２学科を有する。全教員数は、教授 20 名、准教授５名、講師３名である。す

べての教員は、アジア学科あるいは英語コミュニケーション学科のいずれかに所属しているが、

「目的・理念」と「教育内容」で述べるように、相互乗り入れの科目が少なくないので、別学

科との協力・交流は文学部時代に比べて増している。しかしながら、組織としては別立てにな

っており、人事も別々に行われているので、それぞれの学科単位で記述する。 

 

２．アジア学科 

�現���� 
アジア学科は、東洋史学科、東洋文化学科、アジア文化学科を経て、2007 年度より「アジア

学科」に組織をかえた。専任教員は 14 名である。うち１名は、国際交流教育センターの事務職

を兼任しており、学科選出の各種委員となることはできず、学科会議にも出席していない。 

教学をはじめ学科についてのことがらは、主として、専任教員全員によって構成される学科

会議で決定される。2008 年度からは、従来行われてこなかった学科会議の記録を作成している。

専任教員は、教育担当者、研究者としてのみならず、大学内の各種委員の代表として学科会議

に臨む。また、学科組織とは別に、研究活動促進のため、アジア学科専任教員全員を「正会員」

とするアジア学会が組織されている。教員の研究活動を促進し、ここで多くの共同研究も行わ

れてきた。ただし、最近数年は、ほかの業務で繁忙のため研究会活動は活発とは言えない。 

アジア学科の専任教員は、アジアのいずれかの地域を研究対象としている。専門分野を地域

別に言えば、東アジアのうち中国が５名、日本が５名、東南アジア１名、南アジア２名、西・

西南アジア１名である。2009 年度からは、これにオーストラリアを専門とする教員が１名加わ

った。専攻別に言えば哲学が２名、史学が５名、文学・語学が５名、地理学が２名、国際関係

が１名という構成になっている。このほか、日欧比較史１名がいたが、2008 年３月をもって退

職し、その後専任教員の補充は行われていない。 

���・評価（長所と���）� 
アジア学科の研究教育組織は、学科の目的にかなったものであると言える。ただし、アジア

学科の教学がカバーしなければならない範囲は、時間的・空間的に大きなひろがりをもち、ま

た内容も多様である。そのため、目的を達成するためには、現行の教員数ではなお十分とは言

えない。2009 年度から、３年を任期とする専任教員が加わったが、この教員はオーストラリア

の教育研究を行う。具体的なことは、「評価大項目８．教員組織」の部分で述べる。 

�����（�来の��・��に�けた��）� 
専任教員数が増えることが切に望まれる。ただ、どのような教員を増やすべきかについては、

学科の多様な内容のなか、長期的なみとおしを考えながら、専任教員が話し合っていく必要が

ある。 

また、教員が目的達成に十分な労力と時間を注ぐことのできる組織づくりが急務である。近

年、教育研究に直接かかわらない業務が増大しているが、これらをできるだけ効率化し、不要

なものは思い切って削除するなどして、教員が教育研究に当てることのできる時間を少しでも
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長くできるよう、工夫がなされなくてはならない。 

 
３．英語コミュニケーション学科 

�現状説明� 

本学は文系総合大学として５学部８学科からなり、国際教養学部は２学科を有する。 

学院の「独立自彊・社会有為」の教育理念のもと、学部の教育理念を、①現代社会の理解に

役立つ基礎情報文化の教育を目指す、②21 世紀の国際社会に通用する国際語学教育を目指す、

の２点に絞り、学科の教育目標を、①21 世紀の国際社会に広く通用する英語コミュニケーショ

ン能力を備えた人材を育成する、②国際社会に対応する表現力、行動力、判断力を兼ね備えた

教養人を育成する、と定めた。この目標遂行のため、2007 年に英語文化学科より英語コミュニ

ケーション学科へと改組した。学科は、入学定員 130 名、編入学定員 10 名の収容定員 530 名に

対して、専任教員は 14 名で構成されている。この専任教員のうち６名が文学研究科英文学専攻

の科目を担当している。 

学科教員は学科に係る専門の学芸の教授研究を実施し、着実な成果を上げてきているが、同

時に全学部に、「深い教養を与え物事を考えるときの視野を広げる科目」として展開されている

基本科目も担当しており、また学科科目の概説類は全学の教職課程にかかわる教科に関する科

目を兼ねているので、大学全体の教育にも力を注いでいることになる。 

アジア学科とは、特に教育の点で、履修科目の相互乗り入れをしているので、学際領域や学

科を越えて共通する課題に協力して取り組み、それぞれの学科の教育内容充実に努力を払って

きている。特に国際語としての英語と、アジアにおいて重要な役割を果たしている中国語の２

ヵ国語の能力を養成するためのカリキュラムが学生に提供されているので、２学科は教育組織

上緊密な協力体制にある。 

学科の教員の専門分野および人数は、英米文学関係３名、英語学関係４名、英語教育関係２

名、言語情報処理関係１名、ドイツ語２名、フランス語２名となる。英語が専門でない教員も、

学科の例えば「新入生演習」などの演習を担当して学生に知的刺激を与え、教育上大変好まし

い状況を作り出している。 

�点�・評価（長�と問題点）� 
学科の教員が学科のみの教育に携わっているのではなく、ひとしく大学全体の教育にも責任

を分かちもつという点では積極的に評価しうる研究教育組織であると評価できる。また、ドイ

ツ・フランス語の教員が学科の専任であること、さらにアジア学科に中国語の専任が在籍して

おり中国語も履修可能という教育環境は、英語コミュニケーション学科の学生が語学習得にお

いて、恵まれた環境にあると評価できる。事実学生の多方面にわたる学問的興味を受けとめ、

深化させてきている。 

ただし、専任の教員数という点で、問題がないわけではない。英語コミュニケーション学科

は、改組後、学科名として「英語コミュニケーション」を冠し、特に学生の英語実践能力の向

上を何よりも優先すると考えて教育を推進してきているが、特にイングリッシュ・ネイティブ

が担当すべき科目では、そのほとんどで兼任教員に頼っているという点は問題である。 

また改組後の学科では、特に EGP（English for General Purpose）と ESP（English for Specific 

Purpose）教育の棲み分けを明確化しているが、これは学生側にはコミュニケーションのための

英語表現法とキャリア形成のための資格支援の英語というように捉えられている。このような

教育推進のためには EGP 特に ESP 関係の教員の充実を今後図っていくことが課題となる。 
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����策（��の��・��に向けた�策）� 
学生数に対する適正な教員数は、教育内容とも深く関係して、単純にその数値を出すことは

難しいが、語学教育という点で少人数のクラスが望ましい点にはかわりない。そこで学科の教

員数は本学全体の教員組織の適正な規模と配置が検討されるなかで再調整が必要であると考え

られる。 

と同時に、その点を学科で補完できるような対策も考える必要がある。その一つが英語学習

支援室案である。これは学科の教育目標の基本にある学生のコミュニケーション能力の向上を、

授業外においても促進するためのもので、学生個人個人の学習カルテを作成して、英語学習に

おける４つのスキルアップをコンピュータなどを駆使して行うものである。学科が管理して英

語のシャワーをできる限り沢山浴びることのできる場を提供していくことは、語学教育におい

て、学生の動機付けを高めて学習を促進する効果が見込まれる。特に専任数の少ないイングリ

ッシュ・ネイテイブのかわりとはならないものの、教員数の少なさをカバーするものとして捉

えられる。 
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（３）�学�研究科の教育研究組織 
�．経済学研究科 
（教育研究組織） 
必��研究科の組織�成と理念・目的等との関連 （�学���ー� �１・�２） 
［����� 

経済学研究科博士前期課程の専任教員数は 16 名である。そのすべてが教授であり、また学部

をも兼坦している。この 16 名のうち９名の教授が経済学研究科博士後期課程を担当している。

それにくわえて兼任教員数は２名である。 

経済学研究科の目的は、さきにふれたように「経済学について幅広くかつ深い学識の涵養を

行い、経済学における高い研究能力と卓抜した専門能力を有する人材を養成するとともに、経

済学における研究者または高度専門職業人として、国際的に通用する専門知識および能力を備

えた人材を養成することを目的とする。あわせて、経済学の分野において創造的・独創的な研

究を推進し、先駆的な情報を発信するとともに、経済学の高度な専門的知識の深奥を極め、か

つ関連する専門領域を横断した学際性を備えた人材を養成すること」である。 

「経済学について幅広くかつ深い学識の涵養を行う」ためのは、バランスよく科目が設置さ

れている必要がある。これに見合うように、理論分野・政策分野・歴史分野に 16 名の教員が担

当する科目が配置されている。 

経済学研究科の理念・目的を達成するため、経済学研究科博士前期課程では、「理論経済学特

論」、「経済政策特論」、「日本経済史特論」、「国際経済論特論」、「国際金融論特論」、さらには「財

政学特論」、「税法特論」等の科目が設置・開講され、16 名の専任教授が担当している。経済学

研究科博士後期課程では、「理論経済学特殊研究」、「経済政策特殊研究」、「日本経済史特殊研究」、

「国際経済特殊研究」、「国際金融論特殊研究」、さらには「財政学特殊研究」等の科目が設置・

開講され、９名の専任教授が担当している。 

［点�・��（長所と問題点）� 
教員が分野ごとにバランスよく対置されているという長所があるが、問題点が２つある。１

つは、経済学研究科を担当する専任教員が教授に限定されていることである。 

経済は時代とともに変化していく。従来の科目だけでは対応できない、変化を視野に入れた

新しい科目が設置・開講されていないということが２つめである。 

［���策（�来の��・��に�けた�策）� 
１つめの問題点に対しては、2010 年度、３名の準教授（専任教員）が経済学研究科博士前期

課程の科目を担当することが決まっている。 

２つめの問題点に対して、2010 年度、新たに「オーストラリア経済論特論」、「NPO 特論」、「福

祉社会論特論」が設置・開講され、それぞれの担当者（専任教員）が決まっている。 
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�．経営学研究科 
（教育研究組織） 
���研究科の組織構成と理�・目的�との関� （大学基��ー� 表１・表２） 
�現状��� 

経営学研究科の学生収容定員は、前期課程 30 人、後期課程９人であるが、2009 年５月現在、

前期課程には 26 人、後期課程には７人の院生が在籍している。それに対して指導教育にあたる

専任教員は、前期課程で 25 人、後期課程で５人を数える。ただし、これら教員はすべて学部と

の兼担であり、大学院だけの選任ではない。また、内部の専任教員だけではカバーできない科

目については、外部からの客員教授、兼任講師に依頼している。現状では、前期課程において

税務会計特論、税法学特論がそうした科目であり、合計３科目になる。 

教員の資格は、３名の準教授を除き全員が教授である（任免・昇格基準については後述）。ま

た、女性教員は４名、外国人教員は３名である。年齢構成を見れば、30 歳代２名、40 歳代３名、

50 歳代７名、60 歳代 13 名になっている。60 歳代が多いようだが、後期課程を擁する大学院と

してはそれほど不自然ではなかろう。 

専門分野別の教員構成は下表の通りである。 

 
 経営学 会計学 情報 法学 経営心理 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 国際経営 

前期課程 ７ ３ ５ ２ ３ ３ ２ 

後期課程 ４ ０ ２ ２ ２ １ １ 

（内）  学位取得 20 名    D○合  ９名 

 
経営学研究科は 2006 年４月に発足したが、前身の経済学研究科経営学専攻（1985 年設置）

時代を含めると 15 年の歴史を持つ。その間、専門分野としては長らく経営学、会計学、情報・

経営数学、法学の４分野を用意してきた。しかし、近年の経済社会の変化には著しいものがあ

り、そうした社会のニーズに応えるため、2000 年頃から新しい分野を開設するようになった。

それを時代順に言えば、国際経営、マーケティング・起業、経営心理の各分野になる。このよ

うに、時代の変化に即応して、教育研究体制を変革してきている点は評価できよう。 

�点�・評価（長�と問題点）� 
教員組織の課題としては、まず、院生が希望する専門分野と、それに応じる専門分野の教員

数との間に若干不均衡が見られることが挙げられる。これは負担の面での教員間不均衡も招い

ている。かつては会計学分野を希望する院生が多く、会計学分野の教員に過重な負担がかかっ

ていた。この問題は税理士試験の方法がかわるなどの環境変化に伴い、今では自然に解消され

ているが、それにかわって現在院生の希望が集中しているのは、国際経営、起業、経営学など

の分野であり、それら分野の教員には大きな負担がかかっている。これは、在籍院生の大半が

留学生であることと密接な関係がある。 

���方策（��の��・�革に�けた方策）� 
留学生（特に中国からの）が在籍院生の大半を占めるのは、急激なグローバル化に伴う留学

希望の高まりや、我が国の国策としての留学生受け入れの増加に対する対応のためであり、社

会的ニーズを満たすものだと言える。しかし、上述の不均衡の是正は急がれる課題である。院

生の希望を満足することは不可欠ながら、そのために教員に過重負担がかかる問題はやはり
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是正しなければならない。例えば、院の授業をフルに受け持てば、学部の持ちコマは軽減する

などが対策として考えられよう。 

次に、新たな社会的ニーズに応えると同時に、留学生に偏った受け入れ院生の構成を是正す

るため、経営学研究科ではマーケティング・起業や、経営心理といった新規の分野を取り入れ

てきたが、今後は経営学、会計学などの既存の分野とともに一層の充実をはかることにより、

日本人学生や社会人の受け入れを増やす必要がある。 

最後になったが、重要な課題として、教員間の連携の促進がある。現状では、演習指導教員

のもとで縦割り的に院生の指導を行っている。しかし、関連分野を含めた学際的研究や、問題

解決型の研究の必要が増していること、また、院生の指導負担が特定の教員に偏っている状況

を考慮すれば、教員間の連携がますます重要になっている。経営学研究科では、目下、こうし

た問題意識のもとに検討を開始したところである。
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ｃ．心理学研究科 
（教育研究組織） 
必��研究科の組織�成と理念・目的等との関連 （大学基礎�ータ �１・�２） 
�現�説明� 

心理学研究科心理学専攻は、2008 年４月に、文学研究科心理学専攻から分離独立した。 

一研究科に一専攻の組織であり、修士課程のみである。心理学研究科心理学専攻では、大学

の教育理念である「独立自彊」「社会有為」をもとに、高度な心理学の専門知識をもち、社会に

貢献できる人材を養成することを目的としている。心理学研究科の人材養成目的は、「心理学専

攻は、心理学の専門資格を有し心理職に就き活躍できる高度専門職業人の養成、知識基盤社会

を支える高度な心理学の専門的知識を有する教養人の養成、および将来は研究者となるための

人材を養成することを目的とする。」（大学院学則第４条２項（３）に記載）である。 

この目的を達成するために、心理学研究科心理学専攻では、「臨床心理学コース」「生涯発達・

生涯教育心理学コース」「社会・環境・犯罪心理学コース」の３コースを設けた。心理学専攻の

入学定員は１学年 25 名で総合計は 50 名である。その内訳は、臨床心理学コースが１学年 15

名で合計 30 名、生涯発達・生涯教育心理学コースが１学年５名で合計 10 名、社会・犯罪・環

境心理学コースが１学年５名で合計 10 名となっている。 

心理学研究科の基礎となる心理学部では、「自分がおもしろい、人がおもしろい心理学」をキ

ャッチコピーに、「自分の生き方に応じて学ぶ心理学」を実践している。自分の生き方を考えな

がら、その生き方に応じた心理学の学びを選択していくということである。１・２年次は「心

理学の基礎」と「生き方確立の基礎」を形成する時期である。この時期に、選択必修科目の「ラ

イフスタイル演習１・２」で、自分の生き方を考える機会をもつ。その後３年次以降には、自

分の興味や生き方を考えながら、自分にふさわしいメジャーを選択してさらに深く学んでいく。

メジャーには、心の問題を持つ人に関わるメンタルケアメジャー、子どもの発達に関わってい

くチャイルドサポートメジャ－、企業で心理学の知識を生かしていくビジネスリサーチメジャ

ーがある。心理学部でのメンタルケアメジャー、チャイルドサポートメジャ－、ビジネスリサ

ーチメジャー等、３つのメジャーは、大学院の３コースである臨床心理学コース、生涯発達・

生涯教育心理学コース、社会・環境・犯罪心理学コースにそれぞれ接続していく。これらの学

部での学びを基礎に大学院でさらに高度な知識を学んでいくように、６年一貫教育を目指して

いる。以下、具体的に各コースの説明をする。 

臨床心理学コースは、2006 年度から、財団法人日本臨床心理士資格認定協会より臨床心理士

養成第１種指定校として認定を受けている。心理臨床の専門的知識と技能を用いて心理的問題

に関わり援助するための高度専門職養成と臨床心理学の研究者養成を目的としている。2009 年

度については、臨床心理士の有資格専任教員９名が授業を担当しており、１年生、２年生を合

わせて 28 名の院生の指導をしている。臨床心理学コースは、臨床心理士受験資格が得られる教

育内容となっている。2008 年度に心理学研究科となった際には、心理療法実習（外部スーパー

ビジョン）、臨床心理学研究法演習（インテイクカンファレンス）などの実践的な演習を増強し、

病院、教育、福祉臨床等の３領域を広くカバーする学外実習先の充実を図った。これにより単

に知識や技法の修得に留まらず、社会での即戦力となりうる実践を重視した内容となっている。 

生涯発達・生涯教育心理学コースでは、発達の現場や学校現場での心の問題に対応できる高

度専門職業人の養成を目指している。神経生理学、認知心理学、教育心理学、発達心理学、青

年心理学、学校カウンセリング等、教育や発達に関連する心理学の知識を学び実践できるよう
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な教育内容となっている。それぞれの領域を専門とする専任教員５名を配置し、１年生、２年

生を合わせて 11 名の学生の指導を行っている。生涯発達・生涯教育心理学コースでは、臨床発

達心理士認定運営機構が認定する臨床発達心理士と「学校心理士」認定運営機構が認定する学

校心理士の受験資格が得られる教育内容となっている。 

社会・環境・犯罪心理学コースは、知識基盤社会を支える高度な心理学の専門的知識を有す

る教養人の育成、および将来は研究者となるための人材を養成するカリキュラムを備えている。

社会心理学、交通心理学、環境心理学、犯罪心理学、心理統計学を専門とする専任教員４名が

配置され、１年生、２年生を合わせて２名の院生に対して指導が行われている。このコースで

も臨床発達心理士と学校心理士の受験資格を得ることができる。 

臨床心理学コースの授業を他コースの学生が取ることについては、認定協会からの指導のた

め制限があるが、臨床心理学のコースの学生が他コースの授業を取ることについてはほとんど

制限がない。したがって、臨床の知識だけでなく幅広い心理学の知識を習得することができる。 

�点検・��（��と��点）� 
入学定員 50 名に対して現在の大学院生は 39 名であるが、コースによって多少偏りが生じて

いる。心理学研究科設立以前は、院生の内訳は、臨床心理学コースの学生がほとんどであり、

それ以外のコースは１から２名であった。新しく３コース制にしたことによって臨床心理学コ

ース以外の学生も増加してきた。その意味では、心理学研究科として分離独立し、新たに３コ

ース制は取ったことは功を奏している。しかし以前ほどではないものの、まだまだ入学者数に

偏りがあり、早急に対策が必要である。 

研究者育成という点については、心理学専攻は修士課程だけなので、博士課程の設置が望ま

れる。 

����策（将来の��・��に�けた�策）� 
博士課程設置については、2011 年度を目指して現在準備中である。また、コースによる院生

数の偏りを是正するためには、社会人入学、内部推薦入試などを含めた募集戦略の検討を始め

ている。
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�．文学研究科 
（教育研究組織） 
必��研究科の組織構成と理念・目的等との関連 （大学基礎�ータ �１・�２） 

この項目については、専攻別に述べる。 
１．社会学専攻 
［���明］ 

社会学専攻は前項の「評価大項目１．理念・目的」で述べた目的を明示したうえで以下の教

育研究組織を設定している。 

社会学専攻の担当教員は、11 名（教授６名、准教授５名）であり、いずれも、学部との兼担

である。入学定員は５名であるので、担当教員数としては十分と言える。 

専攻の責任者として専攻主任が置かれているが、これも社会学科長が兼任で担当している。

学生の指導上の問題、カリキュラムの問題、入試問題の作成などの専攻運営についても、教員

がすべて学部との兼担であるので、社会学科の運営と共通で行っている。 

［点検・評価（長�と問題点）］ 
教員スタッフ数については問題がなく、学生に対してきめ細やかな教育が行われている。し

かし、教員全員が学部との兼担であり、一方では学生定員を満たしたことがない、という問題

をかかえている。大学院の活性化のために、定員確保の具体的方策を検討しているが、有効な

打開策を見出せないでいる。このことが最大の問題点であると認識している。 

［改�方策（��の改�・改�に向けた方策）］ 
社会学専攻では、社会人入試を実施している。近年、入学した社会人入学生はいずれも明瞭

な目的意識を持ち、十分な成果を上げて大学院の課程を修了した。したがって、今後、社会人

学生の入学を促すようなカリキュラムの改変と広報を工夫することが、社会学専攻活性化の方

策のひとつとして有効であろうと考えている。 

 

２．中国文化専攻 
［���明］ 

本文化専攻の授業等を担当する教員組織は、全体として前項の「評価大項目１．理念・目的」

の設置目的に適合した適切な組織構成となっている。基本的に教員組織は国際教養学部アジア

学科の教員組織を主体としており、学部との密接な関係を有している。個々の教員の担当科目

などについては、別項目を参照されたい。 

［点検・評価（長�と問題点）］ 

本専攻の教員組織は、他大学大学院の類似の専攻などに比べて、中国のみならず、西アジア、

南アジア地域の専門研究者を含めており、ほかに例をみないほどの特色を有している。中国文

化は中国だけで完結するものではないというグローバルな視点から、中国文化を考究し、新た

な人材を教育するという専攻設置の理念や目的に適合すると評価できる。 

［改�方策（��の改�・改�に向けた方策）］ 

大学院での教育をより効果あるものにするためには、学部段階での基礎学力の養成に努めな

ければならないことは言うまでもない課題である。質と量の両面から本文化専攻の教育内容を

一層充実させるためには、学部教育との密接な連携を確保し、入学定員を満たし、かつ大学院

学生に相応しい学力を保証するために、教員組織を質と量の両面で向上させる必要がある。 
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３．英文学専攻 
�現状�明� 

英文学専攻は前項の「評価大項目１．理念・目的」で述べた目的を明示したうえで、以下の

研究組織を設定している。 

英文学学専攻の入学定員は５名で、その担当の教員は６名である。その内訳は教授５名、准

教授１名となり、いずれも学部の英語コミュニケーション学科の科目を兼担している。担当教

員は専攻に係る専門の学芸の教授研究を実施し、一定の成果を上げてきている。教員の専門分

野および人数は、英米文学関係２名、英語学関係３名、言語情報処理関係１名となるが、これ

らの分野でもって、英文学専攻の教育の要となる英米の言語と文学の教育研究を遂行している。 

英文学専攻の教育は、特に英語教員や研究者などの専門職に就く学生の育成にあるが、実際

に、修士課程修了後、教職につく学生がほとんどであり、この意味で現状の教育研究組織で一

定の成果を収めていると考えられる。 

専攻の責任者として専攻主任が置かれているが、これは当該専攻科では、学部学科長とは別

にしている。しかし、学生の指導上の問題、カリキュラムの問題、入試問題の作成などの専攻

運営については、教員がすべて学部との兼担であるので、学科の運営と共通で行っていること

になる。 

�点検・評価（長�と問題点）� 
当専攻の入学定員に対する担当教員数は妥当であると言える。しかも学生に対してきめ細か

な教育が行われていると一定の評価は得られると考えられる。しかし、教員全員が学部学科と

の兼担であるため、大学院教育が付随的な位置に置かれている傾向は否定できない。 

英文学専攻の教育の要となる英米の言語と文学の教育研究を遂行するうえでは、その分野的

条件を満たしているというものの、特に専攻の教育目標に、広い文化的視野と高度な言語情報

処理能力を有する人材、専門職の英語教員や研究者を育成するということをあげている点で、

分野的偏りがある。前半の言語処理能力育成に関してはそれを専門分野とする教員が学生の指

導にあたっており問題がないが、後半に関係する英語教育の専任教員を充実させることが今後

の課題であると考えている。 

英文学専攻では、受け皿としては、一定のレベルは保っているものの、入学者が毎年少なく、

教育研究上この点が重要課題と捉えられる。大学院の活性化のために、定員確保の具体的方策

を検討しているが、有効な打開策を見い出せないでいる。このことが最大の問題点であると認

識している。 

定員数充足に関しては、まず他大学学部への広報が挙げられる。しかし、ここ 10 年間ぐらい

の実績をみてもこれまでの方策でかならずしも効果があったとは言い切れない。また内部推薦

入試の広報にも力を注いできているが、有効な方法はみつかっていないというのが課題として

残る。 

�改�方策（将来の改�・改�に向けた方策）� 
特に英語教育関係の教員数の充実ということに関しては、学科専任教員の大学院指導を可能

にするための研究奨励を行い、近い将来ぜひ可能にしたい。 

専攻科の教育研究活性のための学生の定員充足ということに関して、卒業後教職に就く学生

への広報を徹底し、ゼミ単位で細やかな広報活動を遂行していく。また当該専攻科では、社会

人入試を実施しているが、この広報活動を、学院の中学校・高校などの保護者対象に地道に展

開していくとともに、社会人学生の入学を促すようなカリキュラムの改編と広報を工夫するこ
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とが、英文学専攻活性化の方策の一つとして有効であると考えている。
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（４）その�附置�設の教育研究組織 
�．オーストラリア研究所 
（教育研究組織） 
���研究所の組織構成と大学の理�・目的等との関連（大学基��ー� �１・�２） 
�現状��� 

オーストラリア研究所は 1967 年に設置され、その目的は「オーストラリアおよびその周辺地

域の研究ならびに日本とオーストラリア両国間の相互理解と学術および文化の交流に寄与する

諸活動を行うこと」（オーストアリア研究所規程第２条）と定められている。これは本学の教育

方針第５条に掲げる「国際的視野と国際的社会性、および地球的観点をもち、人類の繁栄に寄

与し、社会に貢献することのできる人物」の養成に直結するものであり、開学当初より日本と

オーストラリアの関係に着目していた学長および教員の発案によって、その翌年に本研究所が

設置された。オーストラリア研究所員として登録されている者は、2009 年４月現在、所長を含

め 19 名で、すべて各学部所属の専任教員である。学部別内訳とそれぞれの専門分野は、経済学

部５名（労使関係論・国際取引法・公共経済学・応用経済学・環境工学）、経営学部４名（経営

学・国際経営学・会計学・租税法）、心理学部３名（生物学・教育行政学・教育学）、社会学部

１名（社会福祉学）、国際教養学部６名（オーストラリア政治外交論・国際労働移動・比較文学・

英語学・人文地理学２名）である。このうち国際教養学部に所属するオーストラリア政治外交

論の１名は、本学におけるオーストラリア関連教育の充実およびオーストラリア研究所の強化

のために新設されたポストに着任した専任教員である。所員・所長の任期は３年であるが、研

究活動を継続するためには毎年研究計画書を提出し、所員会議で承認の手続きを経る。また新

規加入を希望する者も所員会議に研究計画書を提出し、承認の手続きを経る。それらをとりま

とめた所員全体の異動や年間の予算執行計画などに関わる基本方針は、全学的な「オーストラ

リア研究所運営協議会」で審議され、正式に承認される。 

�点�・��（長所と問題点）� 
所員数は年々漸増傾向にある。しかも新規加入者には 30 歳代の若手も多く、研究所内の年齢

バランスはかなり改善された。学部別内訳として、かつては経済学部が多いのが特徴であった

が、近年は国際教養学部がもっとも多い。分野的に近い心理学部・社会学部の合計も４名とな

るので、学部間バランスは良好な状態にある。この傾向は研究所の主眼である共同研究にも反

映されており、これまで経済学中心であった共同研究にも、会計・税法、学校教育、環境問題

などさまざまなテーマの研究が展開しつつある。また国際教養学部の６名のうち５名はアジア

学科に所属している。これは近年のオーストラリア―アジア関係の緊密化に伴い、アジア研究

の側からオーストラリアに対する関心が深まっていることを反映している。全体の年齢構成は、

長い研究歴を持つ 50歳代以上の 13名と、相対的に研究歴が浅い 30歳代の６名からなっており、

総じて高齢化がすすむなかで、40 歳代の中堅層が欠落しているのが最大の問題点である。 

�改善方�（��の改善・改�に向けた方�）� 
わが国最初の、オーストラリア専門の大学附置研究機関として、本研究所は 40 年を超える実

績を持っているが、これまでの蓄積を活用しつつ発展するためには、経済学分野の一層の充実

が望まれる。しかし、研究所として社会的要請や学生の希望に応えるためには、政治・外交、

あるいは多文化主義社会に関する研究分野等の充実も望まれる。また所属学部にかかわらず 50

歳代・60 歳代以上の教員は学内外で要職に就いている者が多く、国際共同研究等に際してもス

ケジュール調整が年々難しくなってきている。同じことはオーストラリア側研究者にもあては
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まり、総じて研究プロジェクトの高齢化が進行している。研究所全体の活動を活性化させ、組

織の健全な運営をはかるためにも、早急に次世代としての若手・中堅層を育成する必要がある。

そのための改善方策として、内容的に未熟な研究テーマであっても、若手の海外出張を優先さ

せている。また、オーストラリア側研究者や各大学との良好な協力関係を若手世代にも引き継

げるような研究テーマを優先させている。また、国内他大学との共同研究や学会組織との連携、

あるいは産官学を交えた視野での地域連携等を積極的にすすめるための改善方策として、関西

の財界や民間団体を中心に本研究所の情宣活動を行い、そのために公開研究会・講演会等を開

催している。研究成果の教育への直接的還元としては、「大学コンソーシアム大阪」の認定科目

でもある本学共通科目の公開授業「オーストラリアを学ぶ」を開講し、所員が各分野の講義を

分担して他大学学生や一般市民向けの啓発活動を行っている。このような機会を通じて、人材

を広く他大学や企業に求める姿勢が必要である。
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�．教育研究所 
（教育研究組織） 
必��研究所の組織構成と大学の�念・目的等との関連（大学���ータ 表１・表２）  
�現��明� 

2009 年度、教育研究所は、所長の交代に伴い、大学所員の顔ぶれが刷新された。構成員は、

大学所員と他学舎の所員、そして所長が任命した研究員からなる。まず、大学所員は、所長を

はじめ、副所長１名、５学部から１名ずつの計７名、他学舎所員は、学院に併設された小中高

から１名ずつ、計３名である。また、研究員は学院全体から８名、学外から１名、計９名が任

命され、そのうち７名までは後述する「学校史研究グループ」のメンバーである。 

上記の構成員からも明らかなように、教育研究所は、1966 年の創設以来、「社会（国家）有

為の人物の育成」という建学の精神を具現化すべく、大学教育のみならず、幼稚園から大学院

まで、学院全体の教育の改革を目指している。 

まず、毎年、共同研究のテーマを決め、それに沿って定例の研究会を開いている。例えば、

2008 年度のテーマは「大学初年度から始める日本語教育の必要性と可能性」であった。以下の

ような定例研究会を、計７回、継続的に開催できたことは大きな成果であった。第１回目は「国

語教育から日本語教育へ」、第２回目は「茨木中・高 表現講座プロジェクトのめざすもの」、

第３回目は「外国人留学生を対象にした日本語教育の現場から」、第４回目は「博物館実習にお

ける学生の多面的能力の開発」、第５回目は「初年次教育に関するアンケート調査」、第６回目

は「学士課程教育における書くことの意義とその指導」、第７回目は「大学生のための日本語ワ

ークショップ」である。 

また、毎年恒例の事業として定着している「教育研究所セミナー」は、2008 年度も春期・秋

期、外部講師を招聘し行われた。春期は立命館大学の重森臣広・西出崇両氏を招き、「情報社会

の中の学生～立命館大学政策科学部のとりくみと SNS 導入による新展開」というテーマで、秋

期には同じく立命館大学教授で初年次教育学会会長の山田礼子氏を招き「初年次教育の現在～

初年次教育の効果の測定」というテーマで行われた。前者は 22 名、後者は FD 推進委員会との

共催で 45 名の参加者があった。 

さらに、2008 年度には、長らく本教育研究所の所管事業であった市民向けの「公開講座」に

かわって、「文章表現コンクール『青が散る』Award」を立ち上げた。この事業は追手門学院 120

周年の記念事業の一環でもあり、学院内の在校生の文章表現能力の育成を目指すとともに、追

手門の旗の元、教職員や卒業生の結束を固め、追手門ブランドを確立することを企図して創設

された。2008 年度は「追手門で見つけた宝物」というテーマで作品を募集したところ、3,000

点以上の作品が寄せられた。厳正な審査の結果、短詩の部 11 名、作文・エッセーの部 18 名が

受賞作品に選ばれ、表彰式を兼ねた朗読発表会が行われ、学院の一体感を醸成する、いまだか

つてない催しとなった。 

そのほかに、教育に関する情報収集、広報活動の推進も積極的に行い、各地で催される FD

研修会や高大連携の研究会に所員が参加したほか、２月に設立された全国高等教育研究所等協

議会の参加校に加わり、他大学の教育研究所との情報交換、連携にも努めている。また、「教育

研究所紀要第 27 号」の発刊、年５回のニューズレターの発行、教育研究所パンフレットの作成

など、研究成果の外部への発信も怠っていない。 

本年度は、以上の取り組みをさらに発展させるべく、２つの共同研究を立ち上げた。ひとつ

は、「大学初年次の教育に関する研究」、もう一つは「学院史に関する研究」である。 
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１．「�同研究」その１�大学初年次の教育に関する研究 
周知のように、日本の大学は、いわゆるユニバーサル時代をむかえ、大学初年次の教育につ

いての関心が急速に高まりつつある。本学でも、「新入生演習」や「キャリアデザイン論」、ま

た「日本語の諸相」などの科目を新設し、英語や数学や日本語の基礎学力の増強、ノートの取

り方やレポートの書き方を訓練、学生生活における時間管理や学習習慣、コンピュータの利用

法や図書館の蔵書検索のしくみなどを教えている。しかし、これらの試みは十分に体系化され

た取り組みとは言い難く、教員間の連携も進んでいない面があることは否めない。 

こうした実情を改善するために、教育研究所では、教職員や学生の初年次教育に関する意識

改革を推し進める“実践”を重視し、その成果を“検証”していく研究活動に取り組んでいく。

具体的には次のような活動を 2009 年４月から試行的に実施している。 

・学生とともに進める FD 活動 
FD（Faculty development）への取り組みとしては、本学でも、これまで、教員同士の授業参

観や各種セミナーの開催が意欲的に進められてきた。しかし、従来の FD 活動は、ともすると教

員間の閉じた取り組みに傾くきらいがある。そこで、大学教育のもう一方の主体である、学生

の声を大学教育のなかに取り入れていく。すなわち「FD 活動への学生の参画」である。学生の

視点から、日頃の授業や研究活動を捉え直してみるのである。本学では、学生意識委員会、授

業検討委員会等という既存の学生組織から、大学の授業改善に興味を抱く有志学生が集い、す

でに教育研究所内に「学生 FD スタッフ」が立ち上がっている。「学生 FD スタッフ」は、週１回

の学生と所長の協議、教育研究所の所員と月一回の会合を持ち、FD に関するさまざまな学生企

画を練っている。具体的には、①学生発案型授業の取り組み、②教員と学生の意見交換の場作

り、③他大学の学生 FD スタッフとの交流、④意欲的な授業を展開する教員への取材・紹介、⑤

公開授業への学生参加などである。このうち、②は７月 21 日と９月１日に、「ブランド有志の

会」に集う教員と、学生 FD スタッフとの、「しゃべり場」と題する懇談会が実現し、③の他大

学の学生 FDF スタッフとの交流では、８月 29 日、30 日の両日、立命館大学衣笠キャンパスで

行われた「学生 FD サミット 2009 夏」に、本学の４人の学生 FD スタッフがグループ参加し、100

名以上の参加者のなかで中心的な役割を果たした。 

・高大連携の取り組み その１�総合学習「追大講座」 
大学に併設されている追手門茨木中・高等学校の「総合学習」の時間を有効に活用して、「追

大講座」が進行中である。毎週金曜日、５時間目の授業時間を使って、心理、キャリア、社会、

アジア、オーストラリアを専門に研究する大学教員が、高校２年生を相手に、入門的な講義や

ワークショップをしている。身近な話題から地球規模の社会問題まで、学問の面白さを語り、

生徒たちに追手門学院大学に対する関心を高めてもらうことを目的にしている。 

・高大連携の取り組み その２�茨木中高との懇談会 
春学期末には、追手門茨木中高の教諭と、大学の教員との「懇談会」を行った。大学の教員

は、今の高校生が何を考えて大学を選んでいるのか、追手門学院大学に対してどんな感情を抱

いているのか、余り知らない。また、茨木中高の教諭は、同じ敷地にありながら、大学の教員

がどんな新入生を待ち望んでいるか、どんな教育活動をしているのか、多くを知らない。近年

は初年次教育や入学前教育の在り方が問われている。大学の教員と高校の教員が連携を密にし、

意見交換する機会がぜひとも必要である。懇談会当日は、小グループに分かれたグループディ

スカッションと、その成果発表を通して、大学の教員と高校の教員が、胸襟を開いて語り合う

場を、教育研究所が提供できた。 
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・「研究室訪問」の試行的実� 
新入生がオフィスアワーの時間を利用して、所属学部・学科の専任教員のすべての研究室を、

１年間なり半期なりかけて訪問して回る。そして「先生の研究を研究する」。これが「研究室訪

問」の概略である。新入生は、大学教員が、それぞれ、どんな学問分野の研究者であるか、今

の主要な研究課題はなにか、なぜそのような学問を志したのか、将来の構想はなにかなどを、

研究室を訪問してインタビューする。インタビューに向かう前には、新入生演習の授業を活用

して、日本語のコミュニケーション能力の訓練を行う。また、インタビューの後には、クラス

メートに成果を報告し、次回以降、当該教員の研究室を訪問する学生がより深く突っ込んだ質

問ができるようにする。 

こうした活動を通して、学生側は以下のようなスキルの習得を期待されている。 

第１に、対面状況で自分の意思を伝えること、そして聞き取った内容をレポートにまとめる

作業を通じて、日本語の４技能を正しく運用する能力を訓練することができる。第２に、「調べ

て書く」作業を通じて、データから考える、事実に語らせるという姿勢を身につけることがで

きる。第３に、高校までの「教諭」と、大学の「教授」の仕事の違いを理解することから、高

校までの「勉強」と、大学からの「研究」の違いをうかがい知ることができる。第４に、研究

室という特殊な空間で、教授とじかに向き合うことで、「大学で学ぶ」とはどういうことかを感

じとることができる。第５に、複数の教授の話を聞くことから、将来、自分がどんな研究テー

マに興味を覚えるか、自覚することができる。第６に、教室で、より真剣に、興味を持って授

業を聞く姿勢ができる。第７に、研究室に気軽に出入りする習慣、教授と昵懇に話し合う雰囲

気を形成できる。すなわち、教員と学生の心理的な距離を縮めることができる。 

また、教員側に期待できる効果としては、まず、学生に自分の専門領域の面白さを伝える喜

びを体感することができる。つぎに、学生がフィードバックしたレポートを採点・評価する過

程で、自分の「教師の語り」がどれほど深く、正確に学生に伝わっているかを自己反省するこ

とができる。また、話を聞く態度や理解度から、新入生の基礎学力を推し量ることができる。

さらに、学生の持つ課題や問題を身近に感じることができる。 

2009 年度は、経営学部の一部の新入生演習の授業で、標記の研究室訪問が試行的に実行に移

された。その結果、学生、教員双方から有意義な交流が形成されたという報告を受けると同時

に、「同じ質問が多くうんざりする」（教員）、「どうしても最初に話を聞いた教員の印象が強く

てゼミ選択に影響が出そうだ」（学生）、など改善点も多く提案された。 

２．「共同研究」その２�「学院史に関する研究」 
私学においては、「建学の精神」が、教育理念や方針とかかわる重要性を有することがしばし

ば強調されている。本学院の創設やその後の歴史については、調査すべきことが多くあり、こ

れまで「学校史整備委員会」がその基礎作業を行ってきたが、2009 年度からは教育研究所に拠

点を移して、「学院史研究グループ」として、資料収集やその解読作業を行っていくことになっ

た。「学院史研究グループ」には、幼稚園から大学までの教職員から７名の研究員が選出された。

現在、月一回の会合を行い、学院創立者・高島鞆之助、およびその周辺の人物に関する文献収

集や旅行取材を進めている。 

�点�・評価（�所と問題点）� 
以上の２つの共同研究の成果は、「教育研究所ニューズレター」や「教育研究所紀要」におい

て公表していく。また、年２回の「教育研究所セミナー」では、主に他大学などから講師を呼

んで、主に FD に関わるテーマで講演会やワークショップをおこなう。６月３日に行われた第
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17 回教育研究所セミナーは、立命館大学・共通教育推進機構の木野茂氏を講師に招き、「学生

とともに進める FD」というテーマで開催した。当セミナーには、23 名の教職員、151 名の学生

が参加し、講演後に行われたグループディスカッションでも、闊達な議論が交わされた。 

�改�方�（�来の改�・改�に�けた方�）� 
本年度から、二つの共同研究が立ち上がった。 

まず、「大学初年次の教育に関する研究」では、従来のように、他大学の先進的な事例を学び、

望ましい初年次教育や入学前教育の在り方を模索することに加えて、学生による FD 活動の始動、

高大連携の積極的な取り組み、研究室訪問の試行的実践など、大学の教職員や学生を巻き込み、

参画させるイベントを打ち続けていく。例えば、学生の FD 活動では、学生発案型授業の取り組

みや、学生による教員インタビュー、さらに大学の教育活動について学生と教職員が率直に話

し合う場の提供や、授業公開時の学生との協働などが提案されている。また、高大連携では、

大学の教員の出張授業に留まらず、併設中高の教諭による入学前教育や初年次教育の可能性を

探っていく。 

また、もう一つの共同研究である「学校史に関する共同研究」では、「学校史整備委員会」の

成果を継承・発展させて、学生や教職員の自校教育に役立てていけるような新しい知見に満ち

た成果をあげていく。 

さらに 2008 年度に開催した「追手門学院文章表現コンクール―『青が散る』Award」も今年、

第二回目を迎える。昨年度は、追手門学院の園児・児童・生徒・学生の文章表現能力を高め、

オール追手門感情を涵養することを目的に、学内の内輪の企画に留まっていた。それを今年度

は、学院の教育活動を広く世間にアピールし、追手門ブランド形成の一助とするために、一般

に開かれた文章表現コンクールに改めた。今後も学院全体で取り組む恒例行事としての定着を

図っていく。
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�．ベンチャービジネス研究所 
（教育研究組織） 
必��研究所の組織構成と大学の理��目的等との関連（大学���ー� 表１�表２） 
�現��明� 
１．�� 

追手門学院大学ベンチャービジネス研究所の規程は 2006 年２月 13 日に制定され、2006 年４

月１日に施行された。その後、関連の諸規程も整備されていき、2007 年４月に、学長からの委

嘱で初代所長が任命された。また、各学部から選出の所員も任命されて本格的な活動が始まっ

た。 

起業による新陳代謝が無い社会は衰退すると言われるが、依然、日本における起業は少ない

ままである。これが今後も継続すれば日本の経済力の将来は危惧される。日本と諸外国との間

では起業の数だけでなく率においても大きな落差が存在している。このような事態の結果は明

らかである。長期に亘る産業力の向上の鈍化につながる可能性は大きい。 

起業や事業の創造には卓越した起業家精神や強固なベンチャーマインドが要求される。本学

においても、起業家精神が溢れ、また、ベンチャーマインドを強く持った卒業生は数多く輩出

してきた実績があることは周知の通りである。だが、上述したように、日本は、まだまだ、起

業の水準は高いとは言えない。異常に低いといった方が正確である。このような現実を鑑みた

とき、起業家精神やベンチャーマインドを有した人材をもっと大量に育成することは本学にと

っては大きな課題であり、それにつながる研究と教育の仕組み作りの必要性は痛感される。 

そこで、本学の学部構成をみたとき、経済学部、経営学部はもちろんのこと、心理学部、社

会学部、国際教養学部においても、起業や事業創造のコンテンツとなる研究が意外と多くなさ

れている。また、社会に出て飛躍する素地を有した学生も多く存在している事実が確認できる。

これらのことを考えたとき、５学部を幅広くカバーした研究と教育の体制を構築することは可

能であり重要である。大学発ベンチャーの誕生と起業家社会の発展に道を拓き、ひいては日本

社会の発展にも資するものであると考える。 

こうして追手門学院大学では、文系５学部をベースにした、ベンチャービジネス研究所が創

設されたのである。 

２．目的 

上に述べたことからもわかるように、今日の社会経済の発展と活性化のためには、既存の産

業やビジネスを単に振興するだけでなく、新しく事業を創造することによって、経営と経済を

大きく刷新していく努力が必要である。この時代と社会の要請に大学として応えるための活動

拠点として当研究所は存在する。以下の（１）～（11）の活動を通して、国内外のベンチャー

の理論と実際について調査と研究を行うとともに、それを通じて学術、文化、社会、経済の発

展に寄与することが目的である。 

（１）ベンチャーに関する理論的研究、実態調査、および、その成果の刊行 

（２）研究発表会、講演会、および、講座等の随時開催 

（３）研究および調査の受託 

（４）海外の大学または内外の専門機関との人的交流 

（５）外部機関との共同研究プロジェクトの実施 

（６）グループ研究の実施 

（７）国内外のベンチャービジネスに関する情報の交換 
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（８）学生起業家育成支援 

（９）地域活性化のための調査および提案 

（10）地域文化の発展のための教育の実施 

（11）その他目的達成に必要な事業 

３．組織 

当研究所の所長と所員は追手門学院大学の学部専任教員のなかから学長が委嘱し任命する。

現在、所員は所長を含めて６名である。任期は２年で再任は妨げない。このほかに学内研究員

５名と学外研究員７名、顧問が２名、事務員が１名、在籍している。 

４．活動 

年度中に計４回のセミナー、年１回の講演会＆シンポジウム、５回連続の公開講座、などが、

起業と関係したテーマを掲げて、学外者にも参加を呼びかけるオープンな形で活動が展開され

ている。公開講座では講義や講演だけでなく受講者もグループに分かれてワークショップを行

い「新規事業計画書」の作成に挑戦している。最終回には成果発表会を行うなど擬似的な起業

の体験を行っていただいている。 

産学官連携では、毎年、日本経済新聞社主催の「ベンチャーエキスポ KANSAI」に参加してい

る。当研究所は地域のベンチャー企業３社と連携して大阪国際会議場の展示会ブースに共同で

出展するとともに、連携企業の広報も本学の学生たちが引き受け実践している。また、摂津水

都信用金庫、（株）大阪彩都総合研究所、北大阪地域活性化協議会が主催する「産学官連携推進

大会 in 北大阪」に毎年参加している。これは北大阪地域の中小企業の産学官連携の促進を目的

に開催されているもので、所長をはじめ、学内の研究員たちが産学官連携についての研究や具

体策などを発表している。 

2008 年度に年報『ベンチャービジネス・レビュー』（創刊号）を刊行した。学内・学外研究

員の論文や前年度に行われたセミナーと基調講演、シンポジウムの詳細が掲載されている。発

行部数は 400 部、他大学やベンチャー企業、図書館などに配布され、年間総括としては重要な

媒体である。次年度以降もこの研究所年報『ベンチャービジネス・レビュー』は定期的に刊行

される。 

以上のどの活動も年度の初めに所長と所員からなる「研究所委員会」（所員会議）で協議し、

決定された計画である。年度末には、それぞれの活動についての総括が行われる。所員会議な

らびに上位機関であるベンチャービジネス研究所運営協議会で報告がなされて、次年度の計画

の策定にフィードバックされていく。 

［��・��（長所と問��）］ 

2007 年２月 15 日、ヒルトン大阪で、北大阪地域の中小企業と大学の間の産学官連携を促進

するフォーラムが開催された。（「産学官連携推進大会 in 北大阪」）。これまで、理科系の大学

教員が連携シーズを発表する場であったなかへ、文化系の追手門学院大学の教員もベンチャー

ビジネス研究所として参加してプレゼンテーションを行ったのでマスコミ等からも注目を集め

た。 

このとき、熱心に質問をしたベンチャー企業の経営者とベンチャービジネス研究所長（小西）

との間で、産学連携の話が持ち上がった。やがて、それが上で述べた「ベンチャーエキスポ 2007 

KANSAI」で、当研究所と３社のベンチャー企業の共同出展の事業へと発展した。ベンチャー企

業の経営者の３人が本学にこられて自社のプレゼンテーションを行われた。それを聞いた学生

が追加の資料も参照しながら展示会で使用する広報用の CD やポスター、リーフレットなどを制
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作、本番の２日間の会場でも、社員さながらのデモンストレーション、サンプル配布、広報プ

レゼンテーションを行った。結果として、ブースに多くの見学者が訪れ、好評を博した。 

文系大学による産学連携や学生による企業の広報という例はまだ少なく、そのためマスコミ

にとってもニュース性の価値は高いと判断されたのか、テレビ局が取材にきてくれ、お陰で当

研究所と３社のベンチャー企業は予想以上に大きな成果が得られた。翌年行われた「ベンチャ

ーエキスポ 2008 KANSAI」でも同様に地域のベンチャー企業３社と共同出展して成功をおさめ

ている。 

「ベンチャーエキスポ」だけでなく、講演会＆シンポジウム、セミナー、などの年間活動は

予定どおりに行われている。予算と人員が限られたなかでの立ち上がりではあったが、今のと

ころ大きな支障は見当たらず、努力次第では大きく発展していく可能性が感じられる。 

2009 年２月から３月にかけて、当研究所は、初めて、一般市民を対象にした公開講座を５回

連続で実施した。研究所の予想を大きく上回る数の市民の参加をみた。研究所は市民にも広く

開かれた組織として機能していく可能性が大きいことも感じられるのである。 

とは言え、設立からの歴史が浅いこともあってか、まだ、学内においてすら、認知度が低い。

また、名称からくる偏見か、活動内容への誤解も感じられる。全学的組織として立ち上げられ

ているものの、まだ、ほかの研究所やセンターほどの認知度や学内での理解度は高くなく、本

学の大きな柱に育っていると言うことはできない。活動、組織など、改善すべき点は多々存在

する。 

［改善方�（将来の改善・改�に向けた方�）］ 

ホームページでの情報発信、研究所の広報用パンフレットの改訂版の作成、定期的に発行さ

れている Newsletter 等の内容の改善、セミナー・講演会・公開講座などの参加者に対するメー

ルマガジンの発信など、広報的方法と、産学官連携の活動や研究会の活動などを通じての人脈

形成的方法を通じて、研究所の認知度、理解度をさらに高めていく必要がある。 

研究所の本来の活動については、飛躍の可能性とともに、目標達成のための課題もいくつか

指摘できる。最大の課題はベンチャービジネス研究所という名にふさわしい研究活動をより専

門的に行いうる研究員の確保と育成である。これについては大学全体が考えるべき問題である

が、研究所からもその意義と重要性について学内に粘り強く訴えていく必要がある。学内のセ

ミナーや研究会、各種会議を通じても、関係方面に依頼をしていく。 

そもそも大学は起業家を育成できるか、また、大学は地域を活性化できるか、これらは 21

世紀に入った今日、大学が日本の社会から問われている大きな問題である。当研究所にとって

もこれらは大きなテーマであることは間違いない。大学も研究所も共にこれに単独で対応しよ

うとすることは正しくない。社会と一緒になって取り組む姿勢が大切である。大学も研究所も

学外からも有為な人材を確保し、大学に招聘して、これらの問題に共同で応えていく可能性を

模索していかなければならない。セミナーや公開講座は、学外でも開催し、社会との連携を強

める方向でネットワークの構築を図っていくべきである。新しい時代にマッチした活動を行い

組織づくりを行うことで、戦力となる研究員を確保し育てていく、そのような新しい研究所づ

くりを目ざしていきたい。 

地域の起業家や、将来、起業を志す学生に対して、起業を安易に行うのではなく、その前に、

起業で成功する確率を高めるための条件である、精神的力、科学的力、ネットワーク力につい

て、まず、これらを高めることが重要である、その努力を怠るべきでないことを強く啓蒙する

ことも、この研究所の重要な役割の一つであると心得る。 
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大学の研究所であることの基本は忘れずに、大学と研究所の理念・目的に沿って、実現可能

な計画を立て、それを誠実に実行していくことが大学と研究所、双方の発展につながる。
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�．総合情報教育センター 
（教育研究組織） 
必��センターの組織構成と大学の理念・目的�との関連（大学基��ータ 表１・表２） 
�現状��� 

総合情報教育センターは、本学が開学した２年後の 1968 年に計算センターとして産声をあげ

た。その後 1984 年には４号館が竣工し、最新の AV 施設を持つ LL 教室が設置された。この後

1996 年に情報教育棟として５号館が竣工すると、AV 施設や LL 教室の管理をも含め、総合情報

教育センターと改称され現在に至っている。 

総合情報教育センターは、本大学における電子情報に関わる教育系情報施設設備を管理運営

し、本大学の教職員および学生の利用に供するとともに、高度な学術研究と情報教育への支援

ならびにこれらの国際的拡大および大学運営上必要と認める情報環境の整備拡充に貢献するこ

とを目的としている。本学の「独立自彊・社会有為」といった教育理念をもとに展開される教

育方針に基づいて、豊かな一般教養を身につけ、深く高い知識と思考力を持ち諸科学の正しい

発展に寄与すること、また国際的視野と国際的社会性および地球的観点で人類の繁栄に寄与し、

社会に貢献することができる人物を育成することを支援するものである。 

一方その教育理念に基づき各学部、各部門が展開する教育・研究活動を実現するためには、

それを支えるすぐれた情報環境がなくてはならない。社会の情報化が進み、学生の質が変化し、

大学に求められる役割が変化するなかで、教育・研究の質と効率を高め社会との連携を深める

ために総合情報教育センターは新しい情報環境とその活用を常に追求する必要がある。 

また本学が「自主・自由・自立」の精神を尊重する教育のなかで、総合情報教育センターは

教員が教育・研究を遂行するに際し必要とする基盤の整備と支援を行い、学生に対しては教育

と自学自習を行う環境の提供とその利用に関する支援を行っていると同時に、高度情報化社会

に適応する情報リテラシーと実践的情報処理スキルを備えた人材を輩出するための教育基盤整

備とその支援を行うことが我々の使命である。 

組織構成であるが、学長を議長とする総合情報教育センター運営協議会があり、この下に総

合情報教育センター運営委員会が設置されている。この運営委員会は総合情報教育センターか

らの要望事項を関係各課事務室や各学部に伝えると同時にそこからのニーズを吸い上げ、必要

に応じて様々なプロジェクトに対し専門部会を設置し、これに対応する仕組みとなっている。 

事務組織に関しては、総合情報教育センター長を教員が兼任するかたちとなっており、その

下に事務系職員２名、技術系職員２名の計４名（うち管理職１名）の専任職員が配置されてい

る。また、それ以外に PC 自習室の運営や PC を利用した授業で教員の授業を補助する TA（学生

アルバイト）30 名と SE（システム・エンジニア）３名が常駐している。SE３名の業務は通信ネ

ットワーク、ソフトウェア、端末を含めた教育系すべての環境整備だけでなく CALL

（Computer-Assisted Language Learning）教室に関してネットワークや機器の管理およびヘル

プ業務を担うため常駐している。 

また、『資料１．「視聴覚、CALL 教室、パソコン教室および設置視聴覚機器一覧表」（pp.67）』

の通り視聴覚教室が 35 室、CALL 教室が３室、パソコン教室が 12 室あり、それぞれの教室での

視聴覚機器の設置構成は、その教室での授業形態に合わせてそれぞれ違った構成となっている。

ソフトウェアに関してもインストール状況を『資料２．「教室別主要ソフトウェア一覧表」

（pp.68）』で示しているように、教室の授業内容・形態に合わせた適切なソフトウェアがイン

ストールされている。 
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���・評価（�所と�題�）� 
インターネットの急速なひろがりに伴い、パソコンによる情報活用が迅速かつ多様化の一途

をたどっている今日まで、発足以来文科系大学としては異例なほど常に高水準な教育設備やイ

ンフラなど教育研究系システムの充実をおこなってきている。2008 年秋学期より基幹ネットワ

ークと教育研究系情報システムを一新し、新 HARUKA と命名された次世代高速ネットワークを導

入することで、安定性と拡張性、高帯域化を図った。また、使いやすい e-Learning 利用環境を

整備するとともにセキュリティを強化しながら場所と時間を越えて研究・教育が遂行できる利

用環境の整備を図った。加えて高価な機器の利用促進に向けて、総合情報教育センターでは講

演会や講習・支援を過去から絶えず実施してきている。以下に最近３年間の講習・講演会等を

例示する。 

●最近３年間の講習・講演会等 

2006 年７月 24 日 ：携帯を使用した教育支援システム講習会 

2007 年４月３日・９日 ：PC/AV 機器利用等 説明会 

2007 年７月 18 日 ：第１回 e-Learning の活用とコンテンツ作成に関わる講演 

2007 年９月 13 日・14 日 ：新 CALL 教室（5604）教室使用方法説明会 

2007 年 11 月１日 ：第２回 e-Learning システム TIES 講習会 

2008 年３月５日 ：第３回 e-Learning システム（Web-OCM、TIES）講習会 

2008 年４月３日 ：PC/AV 機器利用等 説明会 

2008 年７月 31 日 ：第１回教員向け新システム講習会 

Vista+Office2007 

2008 年９月９日 ：第２回教員向け新システム講習会 

新 HARUKA 学習支援システムと Office2007 

2008 年９月 17 日 ：第３回教員向け新システム講習会 

5402 マルチメディア教室の機能とソフトウェア 

新 CALL 教室（5602）の機能とソフトウェア 

2009 年４月３日 ：PC/AV 機器利用等 説明会 

2009 年９月 17 日 ：新 CALL 教室（5601）の機能とソフトウェア 

上記特に 2008 年７月と９月の合計３回は 2008 年度の教育研究系情報機器リプレースに伴っ

て講習等を実施したものである。 

最近の注目すべき取り組みとして、社会情勢や学生の記録メディア環境変化に伴い、従来の

LL 教室（5602、5604 教室）をコンピュータと LL 教育とを融合した CALL 教室に改修し好評を得

てきたが、2009 年度には残った LL（5601）教室を CALL 教室に改修して、これらの教室を自習

室としても開放し学生の自学自習を促している。 

また、こういった自学自習をさらに促進すべく e-Learning を導入しており、帝塚山大学

「TIES」、大阪大学「Web-OCM」といった目的に応じた e-Learning システムを利用することが可

能で、その活用による授業が展開されている。これに伴い授業収録システムを使用して講演会

や講座のコンテンツ化の取り組みを開始し、携帯電話を利用した双方向型授業といったユニー

クなテーマにも関わっている。しかしながら、これを展開し操作する教員や職員の手間がかか

り普及が一部の教員に留まっているため、本格的な普及に至っていないという現実もあり、情

報化による FD 改革の支援体制に課題を残している。 

一方、TA（ティーチングアシスタント）は、本学における情報システムに関わる教育補助機
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能を担っており、教員の授業のアシスタント業務や自習室における学生の学習支援の役割を持

っている。現在の人員は 30 名で、延べ年間授業配当時間は約 2,000 時間、配当科目は 26 科目、

自習室における学習支援も合わすと配当時間は約 7,000 時間にもおよび本学における教育補助

機能の高度化に貢献している。優れた TA を発掘し、教育することは教育補助機能の高度化のみ

ならず、TA 自身の情報関連スキル面での育成を図るという教育目的も併せ持っている。そのた

め TA が自主的な改善活動や研修を行うことを奨励するとともに、2008 年度からそのスキルや

貢献に対する表彰制度をスタートさせたが、TA のモチベーションとスキル向上に効果を発揮し

つつある。 

�改善方�（将来の改善・改革に向けた方�）� 
現在進展している教育改革のなかで情報システムの果たす役割は非常に大きく、益々情報化

していく社会に向けて「国際的情報人」としての卒業生を送り出す手助けをしていかなかれば

ならない。総合情報教育センターでは、情報システムの活用による新しい教育の展開や新しい

技術の動向、例えば新 OS、画像や大量の高速データ通信などの革新を常に把握し、本学の教育

と研究の高度化と効率化に資すべく、情報環境の整備とその活用を推進している。そのために

は専任職員の情報システムに関する理解と専門性を深める必要があり、学内、学外の研修等に

積極的参加を実施していく。また、現在、ネットワークの強化、ユビキタス環境の拡充、

e-Learning の強化を３本柱として教育研究系情報機器のリプレースを終了し飛躍的な情報環

境の整備が完了したため、今後これを基盤として e-Learning を用いた学生の自学自習体制と教

育コンテンツの拡充をより進展させ、より幅広い社会的ニーズへの対応を実施していく。 

文化系大学では、情報技術を専門とする教員の数がそれほど多くなく、FD 推進に向けた教員

の自発的なコンテンツ作りに期待しづらいという問題があるため、導入している e-Learning

システムはできるだけハードルの低いものにしているが、やはりそのギャップがある。そのた

め、本センターでは「e-Learning＆FD」というホームページを作成し、教員にできるだけ親切

な情報の提供を心がけている。また 2009 年度からは「TIPS」活動をスタートさせており、教員

の協力を得て情報システムを活用した小コンテンツを収集し、FD の観点から教員に共有しても

らことを狙っている。これらについては全学的な FD 委員会などとの連携を行いながら徐々に推

進しているが、現在教学改革が進展しているなかでの有効な組織連携を検討する。 

一方、上記のような情報環境の整備以外に取り組まなければならない問題として、TA 制度の

充実がある。昨今の情報系の授業は教員１人で取り回すことは非常に難しく、授業に TA を投入

し円滑な授業進行を図る必要と、総合情報教育センターの職務が多岐にわたり複雑化・大量化

してきている現状から、学生・教員・職員に安定したサービスを将来にわたって供給する必要

がある。このため TA の技量の充実と、組織化は不可欠のものである。すでに述べたように、TA

のスキル向上に向けた自発的な取り組みや表彰制度のスタートはモチベーションアップとスキ

ルアップに大きな効果を発揮しているが、今後全学的な教学改革のなかで TA に求められるスキ

ルとミッションは変化するため、スキルを高度化し、教員のコンテンツ作りの支援やその

e-Learning 化に向けた戦力化を求められる。また共通教育と専門基礎教育の仕分けの変化や新

入学生および在学生の質のばらつきなどの環境変化に対し、TA の戦略的活用推進を検討してい

る。 

予算的な問題としては 2011 年には地デジの対応を迫られており、地デジ化対応の教育用の機

器が市場に出るであろう 2012 年あるいは 2011 年度に地デジ関連機器を購入設置する計画であ

る。この計画の実行により教員および学生の ICT 環境はより一層の向上が図られることになる。
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資料２．�教室別��ソフトウエア一覧�　（◎は当該教室の特徴的なソフトウエアを表します）

２～６号館 ６号館

情報処理

教室

コミュニ

ケーショ

ン演習室

コミュニ

ケーショ

ン演習室

コミュニ

ケーショ

ン演習室

フォーラ

ム・情報

処理教室

マルチメ

ディア教

室

マルチメ

ディア教

室

情報

処理

教室

情報

処理

教室

情報

処理

教室

CALL教室
視聴覚教室 / LL教

室 等

非常勤

講師控室

2207
5101
5103

5102 5104
5301
5401

5402　ハ

イスペッ

ク型(編集

機)

5402　ハ

イスペッ

ク型(教卓

+学生卓)

5403
5407
5409

5408
5601
5602
5604

Windows Vista Enterprise OS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Microsoft Office Pro. 2007 統合ソフト ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

一太郎 2008 ワープロ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ○

ATOK2008 for Windows 日本語変換 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ○

MS-IME2007 日本語変換 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Chinese Writer 9 中国語統合 0 ◎ 0 0 0 0 0 0 0 0 ○ 0 0 0 △

Korean Writer V6 韓国語統合 0 ◎ 0 0 0 0 0 0 0 0 ○ 0 0 0 △

Visual Studio 2008 Professional プログラム言語 0 0 0 0 0 0 0 0 ◎ ◎ 0 ○ △

Delphi 2007 for Win32 Professional プログラム言語 0 0 0 0 0 0 0 0 ◎ ◎ 0 ○ △

JDK 6.0 Java開発環境 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Eclipse V3.41 + SWT 3.4 開発ツール ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ActivePerl 5.10.0.1004 プログラム言語 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Perlを始めよう! 2.0.6.5 プログラム言語 0 0 0 0 0 0 0 ◎ ◎ ◎ 0 0 0 0 △

秀丸　V7.10 テキストエディタ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0 ○ ○ ○

WZ EDITOR 5.0 WZエディタ 0 0 0 0 0 0 0 ◎ 0 0 0 0 0 0 △

Type Quick　V2.0 タイピング練習ソフト ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LogoVista  Pro2008 英日、日英翻訳ソフト 0 0 0 0 0 0 0 ◎ 0 0 0 0 0 0 △

Word Smith Tools 5 コンコーダンサー 0 0 0 0 0 0 0 ◎ 0 0 0 0 0 0 △

ジーニアス英和・和英辞典 英和・和英辞典 0 0 ◎ ◎ 0 0 0 ◎ 0 ◎ 0 0 0 0 △

GlobalvoiceEnglish　ｖ４ 英語学習(英語読み上げ) 0 0 0 0 0 0 0 ◎ 0 0 ◎ 0 0 0 △

Wordbanks Online 英語コーパス ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

WeLL 等 CALL用ソフト CALLシステム ソフト ◎ △

SPSS Amos 17.0 統計ソフト ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SPSS for Windows 17.0 統計ソフト ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TSP　４.５ 統計ソフト ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0 △

MANDARA 9.05 地理情報分析支援 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0 ○ ○ ○

エクセル統計 2006 統計解析ソフト ◎ 0 0 0 0 0 0 0 ◎ 0 0 0 0 0 △

数式処理 Mathematica 6 数式処理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

文書整形 LaTeX 3.1 + WinShell 3.30 文書整形 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

心理学テスト実験 Super Lab Pro　4.0 心理テスト、分析ソフト ◎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △

データベース 日経マクロ経済データ  CDROM    データベースソフト 0 0 ◎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △

Internet Explorer 7 Webブラウザ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Macromedia Flash Player 10 Flashコンテンツ再生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Macromedia Shockwave Player 11 Webコンテンツ表示 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

NACSIS-ELS プラグイン 電子図書館サービス用 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

読んde!!ココ OCRソフト 0 0 0 0 0 ◎ 0 0 0 0 0 0 0 0 △

ホームページビルダー12 ホームページ作成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0 ○ ○ ○

Adobe CS3 Design Premium 画像,HP編集 0 0 0 0 0 ◎ ◎ 0 0 0 0 0 0 0 △

Adobe Premiere Pro CS3 ビデオ編集ソフト 0 0 0 0 0 ◎ 0 0 0 0 0 0 0 0

EDIUS Neo ビデオ編集ソフト 0 0 0 0 0 ◎ 0 0 0 0 0 0 0 0

Blender 2.48a (32 bits) 3D CGソフト 0 0 0 0 0 ◎ ◎ 0 0 0 0 0 0 0 △

IrfanView32 日本語版 4.23 マルチメディアビューア 0 0 0 0 0 ◎ ◎ 0 0 0 0 0 0 0 △

Windows Media Player11 メディアプレーヤー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Real Player 11 メディアプレーヤー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

QuickTime 7.55.90.70 メディアプレーヤー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

InterVideo WinDVD (OEM) DVD再生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Roxio Easy Media Creator (OEM) メディア書き込み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Acrobat 8 Professional PDF作成 0 0 0 0 0 ◎ ◎ 0 0 0 0 0 0 0 △

Adobe Reader 9 PDF閲覧 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tera Term　Pro2.3 通信ソフト ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Lhace（デラックス版）1.24 ファイル圧縮解凍 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

FFFTP v1.96d FTPクライアント ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Active! Mail 6 Webメール ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TOEIC®完全教材 SMART－HTML教材 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △

ウイルス検出駆除 ウィルスバスター・コーポレートエディション 8.0 Virus対策 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PCL+ 授業支援システム ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0 0 0

SKYSEA 資産管理・利用統計 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Windows PowerShell シェルプログラム ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ツール
ユーティリティ

ソフトウェア分類 ソフトウエア名称 タイプ

その他

日本語変換

言語変換

プログラミング言語

エディタ

統計ソフト

Web
アプリケーション

英語教育ソフト

コミュニケーション

マルチメディア

５号館

総合情報教育センター

基礎アプリケーション

基本ソフト

２号館
中央棟、研究棟、５

号館研究室

研究室 等

研究室 /

社会学科

調査室 /

研究棟資

料室

研究室
個別導
入

視聴覚教室 /院生

自習室/心理・社会

実習室 /オースト

ラリア研究所/教育

研究所
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�．国際交流教育センター 
（教育研究組織） 
���センターの組織構成と大学の理念��的�との関�（大学基��ータ 表１�表２）  
�現���� 

大学の理念である「地域社会、国家および国際社会において、指導的役割を果たしうる人間

の創造」に基づき、また、教育方針の１つである「国際的視野と国際的社会性、および地球的

観点をもち、人類の繁栄に寄与し、社会に貢献することのできる人物」を実現すべく開学当初

から国際交流活動が行われている。2001 年度までは、学生部の一部門である国際交流課であっ

たが、2002 年度に、国際交流活動をさらに進めるため、国際交流教育センターを設立した。 

国際交流教育センターは、国際交流教育センター委員会を設けている。委員会の構成は、セ

ンター長、センター事務長のほか、各学部から代表者として教員１名、学生部長、入試部長、

教務課課長で構成されている。また、センター運営協議会を組織し、国際交流に関する重要な

議案については、そこで審議をしている。運営協議会の構成は、学長、副学長、学生部長、入

試部長、各学部長、センター長、センター事務長である。 

国際交流教育センターは、センター長として教員（兼任）１名を置き、現在は、センター事

務長を含めて事務職員６名で組織されている。 

2009 年度において外国人留学生の数は学部生、大学院生合わせて 154 名であり、過去３年間

の外国人留学生数の推移は以下の通りである。 

 
年 度 2007 2008 2009 

外国人留学生数 207 166 154 

 
外国人留学生の大半が中国からの留学生である。国際交流教育センターでは、ビザの関係書

類の手続き、住居の紹介、奨学金の受給の手続きなどで留学生の学生生活を支援している。当

センターは、事務室だけなく、その隣に留学生用の 40 名程度が交流できる資料室を隣接し、最

新のパソコン５台とプリンター１台を設置し、留学生がいつでも使えるようにしている。この

部屋には、留学や国際教育に関する書籍も備えている。 

一方、本学学生の留学支援としては、まず、交換留学制度を実施している。交換留学の提携

先は、2009 年度において米国２校、イギリス１校、オーストラリア３校、インド１校、タイ１

校、中国２校の 10 大学である。 

当センターが夏休みに３週間を使い行っているセミナー（英語研修プログラム）として、英

国ロンドンと米国モンタナの２つのプログラムがある。これらは、全学部の学生が対象で、そ

れぞれに約十数名から 20 名程度の参加が毎年ある。また、学部学科が実施している海外研修プ

ログラムも支援している。2009 年度は、経営学部、国際教養学部アジア学科、英語コミュニケ

ーション学科が行う、海外現地演習プログラムを支援している。経営学部は、米国ミシガン州、

オーストラリアのメルボルンで行う２つの、アジア学科では、中国、東南アジアでの複数のプ

ログラムを、英語コミュニケーション学科のカナダのバンクーバーでの現地演習プログラムを

支援している。 

2008 年度から、米国のジョージア州立のバルドスタ州立大学を対象として Study Abroad 

Program、日本語集中プログラムを開始した。このプログラムでは、アメリカ人の学生が４週間

ホースステイを行い、キャンパスにおいて日本語、日本文化を学ぶものであり、2008 年度は、
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16 名の参加があった。2009 年度は、ミシガン州立のフェリス州立大学からも同プログラムに参

加する予定であったが、結局先方側での経済的な理由等で実現しなかった。６月にバルドスタ

州立大学から９名の学生の参加があった。 

教員の交換制度については、2007 年度に２名がドイツとオーストラリア協定校でこの制度を

使い研究している。 

学生が個人で行う留学については、留学して得た単位を認定する制度がなかったが、2008 年

度に認定留学制度を規程として定めた。これにより、留学する学生は、事前に申告し帰国後に

学部へ申請し、承認されることにより海外で勉学して得た単位の認定を受けること可能となっ

た。 

�点��評�（長所と問題点）� 
本学における外国人留学生の数は、1990 年代の後半に大学の方針もあり、それまでの数十名

から増加を続け 2003 年度には 200 名を超えるまでになった。2007 年度までは 200 名を超えて

いたが、2006 年度から減少し、現在は 150 名程度である。支援対象の人数が多くなると個々人

への支援が薄くなりがちであるが、対象学生数が多少減少したこともあり、今後はさらに学生

一人ひとりの状況を把握し、よりきめ細かい支援を行う必要がある。 

交換留学制度については、センター長が 2007、2008、2009 年度にかけて、オーストラリア、

米国、インド、中国を訪問して、提携校の拡大ための活動を行ってきた。提携校の数はかなら

ずしも多いとは言えないのが現状である。今後も提携校拡大のための活動を継続する。 

セミナーおよび現地演習の実施と支援については、プログラムによっては、学生の集まりが

悪い場合があり、学生への周知の方法や学習内容の見直しなど学科との連携を進める必要があ

る。 

日本語集中プログラムは、おおむね好評であり、今後とも実施を継続する。このプログラム

の最大の利点は、単に日本語や日本文化に触れるだけでなく、ホームステイを体験することで

あり、学期中の実施であるため、本学の学生との直接の触れ合いができることである。今後は、

さらに、学生同士の交流を深める機会を増やすことが課題である。 

教員交換制度については、制度だけがあり実績がないまま残っていた提携先があり、2007 年

度に全面的に見直しを行った。2009 年度における提携先は、米国１校、ドイツ２校であり、ま

だ数が少ないのが現状であり、提携先を増やす必要がある。 

認定留学については、まだ制度が制定されたばかりであるためか学生に周知されていない面

があるので、周知し実績を残していく必要がある。 

���方�（��の�����に�けた方�）� 
国際交流推進の一環として、2010 年度に、インドの提携校であるグジャラート大学との交換

開始 40 周年を、オーストラリアのグリフィス大学と交換開始 30 周年を記念した事業を実施す

る予定である。事業は、大学として取り組み、講演会やインド、オーストラリアに関する行事

を行い、国際交流を進める。また、交換留学の協定校をさらに増やすため、今後もセンター長

を中心にしてオーストラリア、インド、中国、米国を訪問する予定である。特に、本学のオー

ストラリア研究所との連携を図り、オーストラリアの大学との提携を進める。 

学生が個人で行う留学への対応は認定留学の制度を確立したものの、情報提供がかならずし

も十分でないので、信頼できる海外の大学や教育機関の紹介など、最新の情報を提供するよう

にする。同時に、この制度を使って各学部に在学しつつも具体的にどのような留学ができるの

かを示すモデルを確立し、学生に示していくことにより、学内における本制度の利用を促す。 
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教員交換制度については、学生の国際交流の提携を進める際に、同時に交渉を行い、教員の

交換を含めた交流ができるようにする。現在、交換先として米国、オーストラリアの大学と交

渉をしており、協定校を増やす予定である。 

日本語集中プログラムは、Study Abroad Program として現在は春学期だけで実施しているが、

今後は、さらに秋学期においても実施できる体制を整え、米国だけでなく、オーストラリアな

どの米国以外の英語圏からの参加を実現するようにする。 

 
（教育研究組織の検�） 
���センターの教育研究組織の���を検�する�組�の���� 
�現���� 

国際交流教育センターは、国際交流に関する業務にかかわる事項や規程などに関して、国際

交流教育センター委員会にて検討、審議している。委員会は、各学部から選出される教員１名

ずつおよび関係事務部門の代表から構成される。委員会の内容は、各学部教授会にて報告され

ている。特に、国際交流について学内の規程に関する事柄は、委員会だけでなく、各学部の教

授会にて審議をしている。また、学長、副学長、学部長などの大学執行部の主要メンバーで構

成されるセンター運営協議会を組織し、国際交流に関する重要な議案については、まず運営協

議会にて検討、審議をしている。重要案件については、運営協議会の了承を得たうえで、国際

交流教育センター委員会に諮っている。 

国際交流教育センター委員会、運営協議会とも学内の規程に基づいて組織されているもので

あり、必要に応じて開催されている。 

��検���（長�と���）� 
国際交流教育センター委員会は、通常の国際交流に関する事項に関しての報告および審議さ

れる場であり、運営協議会は、より重要な案件の報告および審議の場として機能している。こ

れらの委員会や運営協議会では、通常業務の範囲内の事柄や案件が発生した場合に会議が持た

れることが普通であるので、中長期の展望に立っての大きな方針を突っ込んで協議することが

余りない。今後は、大学の全体的な方針も踏まえたうえで、運営協議会の場においてこそ中長

期の方針を話し合うようにする必要がある。 

���方�（��の�����に向けた方�）� 
国際交流教育センターが向こう３ヵ年程度の中期的な計画を立案し、国際交流教育センター

運営協議会において協議をし、承認を得て、国際交流活動を進めるようにする。
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�．地域支援心理研究センター 
（教育研究組織） 
���センターの組織構成と大学の理念・目的�との関連（大学基��ータ �１・�２）  
�現���� 

地域支援心理研究センターは、大学の教育理念である「独立自彊・社会有為」に基づき、さ

らに、教育方針の一つである「国際的視野と国際的社会性、および地球的観点をもち、人類の

繁栄に寄与し、社会に貢献することのできる人物」の育成を目標に、心理学の地域社会に対す

る貢献を目指し設立された。2004 年４月に文部科学省「私立大学学術研究高度化推進事業」に

採択され、子どもの問題行動解決のための地域社会、学校、家庭への働きかけに関する研究を

行うと同時に、地域に開かれた相談機関として附属「心のクリニック」が開設された。「心のク

リニック」は、2004 年４月に教室を改装した仮施設に相談活動を始め、2005 年４月には現在の

専用施設が完成して、本格的に活動を開始した。 

当センターは研究部門と、附属「心のクリニック」の活動を中心とする相談部門から成り立

っている。センター所員は、心理学部に所属する 14 名の兼任教員と１名の専任教員から構成さ

れており、連携研究員として学外から２名研究プロジェクトに参加している。専任教員は 2007

年９月に着任、臨床心理士と精神科医師の資格を持っており、様々な問題に対してより迅速に

細やかな対応が可能となった。 

事務組織については、地域支援心理研究センター長を心理学部の教員が兼任しており、附属

「心のクリニック」室長を専任教員が担当、その下に２名の事務職員が配置されている。セン

ター運営に関する協議機関として、年に２回、地域支援心理研究センター運営委員会を開催し、

重要事項に関する議案、活動計画、所員の任免などはそこで審議される。この運営委員会は、

学長、
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副学長、各学部長、大学事務部長、学生相談室長、心理学研究科長、心理学専攻主任、心理学

科長、センター長、心のクリニック室長、センター所員の代表者２名で構成されている。 

�点�・��（長所と問題点）� 
地域支援心理研究センターにおいては、これまでの研究成果をもとに、地域の小・中学校、自

治体等へ講師として出向いていき、それぞれにおける解決しがたい問題についての相談および援

助を行ってきた。特に不登校児や LD・ADHD、アスペルガー症候群等軽度発達障害児への対応、学

校場面における心理的支援のあり方などについては、センター開所以来毎年市民を対象とする公

開での基調講演とシンポジウムを行っており、2007年度は「これからの特別支援教育のあり方」

を、2008年度は「学校における教育相談」をテーマに開催し、多数の参加者を得ることができた。

また、当センターの諸活動についてはホームページを通じての情報の発信を行うことで、広くそ

の存在が社会に認知されることとなり、家庭と学校だけでなく、地域からの多様な支援の要請を

受けることとなった。同時に、『地域支援心理研究センター紀要』、および『心のクリニック紀要』

を発行し、これらの紀要を PDF 化してホームページに掲載しており、研究成果のいち早い社会へ

の還元を目指して活動してきた。 

相談部門としては、附属「心のクリニック」を併設しており、地域に開かれた相談機関として

社会的貢献を果たすと同時に、大学院生の実習機関として、心理学研究科心理学専攻臨床心理学

コース大学院生が院生相談員としてセンターの活動に参加し、臨床心理士養成のための重要な臨

床心理実習の場として教育に貢献してきた。附属「心のクリニック」への来談者に対する個別お

よび集団でのカウンセリング、プレイセラピーに大学院生が参加することと、その後のスーパー

ヴィジョンとケースカンファレンスを行うことで臨床心理士養成の高度の訓練を行ってきた。こ

のような訓練を実施してきた結果、修了生の多くが心理臨床あるいは教育臨床の現場に就職をし

ており、さらには臨床心理士、臨床発達心理士、学校心理士などの資格を多数取得している。 

2008 年度心理学研究科心理学専攻の設置に伴って、臨床心理学コースの大学院生も 15 名と増

員され、さらに新設の生涯発達・生涯教育心理学コース、社会・環境・犯罪心理学コースの大学

院生も、当センターにおいて実習生として受け入れるようになった。問題点としては、これらの

増加した大学院生を実習生として受け入れ、増え続ける市民からの相談に応じるためには、面接

室、プレールームの確保が課題である。 

�改善方策（�来の改善・改�に向けた方策）� 
2008年度には、私立大学学術研究高度化推進事業（オープン・リサーチ・センター）採択以来

５年にわたり研究を行ってきた成果を報告書としてまとめ文部科学省に提出、また事業終了後の

研究計画を策定した。オープン・リサーチ・センター事業終了後のテーマ決定にあたっては、広

く学内から募集して、１）子育て支援、２）学校の教育力の回復、３）高齢者支援の３つの研究

テーマを設定した。また、これまでは心理学部の教員の多くが地域支援心理研究センターの所員

伴っており、センター組織と心理学部の組織が不明確であったが、新しい研究体制のもとではテ

ーマに沿って所員を募集し、応募者のなかから新たな所員を決定した。同時に、研究目標を明確

にしてセンターの研究体制を再構築するため、所員会議を開催して、毎年研究テーマごとにセン

ター紀要に研究成果をまとめること、４年を目途に研究成果報告書を作成することを決めた。 

附属「心のクリニック」については、心理学研究科設置に伴って増加した学生に対応するため

の実習施設として、相談日の増加、面接室の確保等、相談体制の拡充が大きな課題であった。そ

のため、2009 年度からはそれまで閉室していた木曜日を開所、相談日を増やすことでこれらの問

題の一部は解消された。木曜日開所により一定の改善はみられたが、現在もプレールーム、面接
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３．教育内容・方法 
 
（１）学��程の教育内容・方法 
a．経済学部 
�到達目標� 

経済学科においては、「経済学の理論、政策、歴史の各領域に係る幅広い学識の涵養を図り、

経済分析力と問題解決能力を有する人材を育成することを目的」とし、ヒューマンエコノミー

学科においては、「経済学とそれに関連する生活経済、環境経済、比較経済社会の各領域に係る

幅広い学識の涵養を図り、経済分析力と構想力を有する人材を育成することを目的」としてい

る。「独立自彊・社会有為」の理念のもとで各学科の目的を達成するためには、学生が自主的に、

自由に、そして自立して学ぶ姿勢を培うことが重要である。すなわち、経済学部は、論理的な

思考力を基礎に問題解決能力と構想力を培い、社会に貢献できる人材を育成することを教育目

標としている。この教育目標を達成するため、以下の到達目標を掲げる。 

（１）経済学の基本的な考え方と論理的な思考力を培うことができるよう、初年次の経済学教

育を充実させる。 
（２）基幹的な科目から応用的な科目へとつながるカリキュラムを構築し、学生の自主性を尊

重しつつ体系的な学習を促す。 
（３）社会からの要請に応えることができるよう、カリキュラムの検討を継続的に行う。 
 
① 教育�程� 
（学部・学科�の教育�程） 
必��教育目標を実�するための学��程としての教育�程の体系性（�学�置基�� 19

条�１�） 
������ 

本学では、卒業に必要な単位として認められる科目を共通科目と学科科目とに分け、さらに

共通科目を新入生演習、基本科目、外国語科目、体育科目、総合科目に分けている。このうち、

基本科目は、「言語と文化」、「生活と社会」、「自然と数理」に分かれている。経済学部の学科科

目は、経済学科・ヒューマンエコノミー学科双方とも、「経済学」、「経済理論・経済史」、「経済

政策」、「数理・情報」、「特殊講義」、「法学」、「経営学」の分野に分かれている。また、学科科

目については、２学科とも、必修・選択 A（選択必修に相当）・選択 B（選択に相当）の区別が

ある。 

経済学部では経済学科・ヒューマンエコノミー学科双方とも、卒業のためには経済学部規程

に基づいて、124 単位以上を修得しなければならないことになっている。まず共通科目につい

ては、いずれの学科でも次の条件を満たさなければならない。基本科目は 12 単位以上、外国語

科目については、英語・ドイツ語・フランス語・中国語のいずれか１つの外国語８単位以上、

体育科目は２単位以上を修得しなければならない。なお、「新入生演習」と「キャリアデザイン

論」は、全員が履修すべき科目と位置づけられている。 

学科科目については、２学科とも必修と選択 A および選択 B に分かれている。必修科目は、

「経済原論Ⅰ」（１年次）、「経済学基礎演習１・２」（２年次）、「演習Ⅰ-１・２」（３年次）、「演

習Ⅱ-１・２」（４年次）で、これらは２学科共通である。選択 A と選択 B については、両学科
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で科目構成は異なっている。卒業に必要とされる単位数は両学科共通で、必修科目は 16 単位、

選択 A から 28 単位以上、選択 A と選択 B を合わせて 60 単位以上を修得しなければならない。

したがって、学科科目は合計 76 単位以上を修得しなければならない。また副専攻科目として、

20 単位を上限として、卒業に必要な単位として認めている。 

�点検・��（長所と�題点）� 
１年次から４年次まで、各学年に必修科目および全員履修科目を配置し、少人数教育の実現

を目指している。１年次においても学科科目を履修することはできるが、科目数は限られてい

る。また外国語のうち英語についてはクラスを指定するなどして、１年次は共通科目を中心に

履修し、２年次以降は学科科目の比重をあげて履修するよう、学生を誘導している。また、学

科科目については、各学科の基幹的な科目を選択 A（選択必修に相当）に配置し、さらにその

うちの多くを２年次に履修できるようにしている。このように、経済学部では「体系的に教育

課程を編成」（「大学設置基準」第 19 条１項）しており、これによって「幅広く深い教養及び総

合的な判断力を培い、豊な人間性を涵養する」（「大学設置基準」第 19 条２項）ことができるも

のと考えている。 

共通科目と学科科目の割合は、妥当なものである。ただ、学科科目については、必修科目の

割合が低くなっている。これは、学生の主体性を育むという点では長所と考えられるが、一方

で、適切な誘導がなければ、個々の学生にとっては体系性が失われることになりかねない。 

���方策（将来の��・��に�けた方策）� 
学生の主体性を重視したカリキュラムのなかで、学生をある程度誘導していくためには、オ

リエンテーションで説明するだけではなく、いくつかの履修モデルを具体的に提示することが

必要と考え、経済学科に「経済分析」、「政策」、「国際」の３コースを、ヒューマンエコノミー

学科に「生活」、「環境」、「比較経済」の３コースをそれぞれ作成した。必修科目は各コースで

共通であるが、各コースの選択 A（選択必修に相当）と選択 B（選択に相当）に入っている科目

の単位数は、次の通りである。経済学科については、「経済分析コース」は選択 A60 単位、選択

B18 単位、「政策コース」は選択 A52 単位、選択 B32 単位、「国際コース」は選択 A52 単位、選

択 B36 単位である。また、ヒューマンエコノミー学科については、「生活コース」は選択 A56

単位、選択 B28 単位、「環境コース」は選択 A56 単位、選択 B32 単位、「比較経済コース」は選

択 A56 単位、選択 B36 単位となっている。今後も、履修モデルについては継続的に検討する。 

 
必��教育課程における基礎教育、��性を培う教育の位置�け  
�現�説明� 

基礎教育として、共通科目の「新入生演習」と「キャリアデザイン論」が、全員履修科目と

して、１年次の春学期と秋学期にそれぞれ開講されている。「新入生演習」と「キャリアデザイ

ン論」は必修科目ではないが、新入生全員が指定クラスで履修するよう配慮されている。「新入

生演習」は、１クラス 20 人前後のクラスサイズで、経済学部のカリキュラム、授業の受け方、

レポートの書き方、発表の仕方、図書館の利用の仕方などを説明しており、新入生に対するオ

リエンテーションの意味を持っている。原則として、すべてのクラスで同じ内容になるよう配

慮されている。「キャリアデザイン論」は、１クラス 80 人前後のクラスサイズで実施されてい

る。そこでは、学生自身が将来のキャリアを考えることによって、現時点における課題を自ら

見出すことが期待されている。また、「入門コンピュータ」の受講が推奨されており、新入生全

員が履修可能なクラス数が確保されている。 
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学科科目においては、経済学科とヒューマンエコノミー学科の双方とも「経済原論Ⅰ」を必

修科目とし、基本的な科目と位置づけている。また両学科とも、「経済史１・２」、「経済数学１・

２」、「社会思想史」を１年次配当科目とし、バランスのとれた履修ができるよう配慮している。 

倫理性を培う教育としては、共通科目の「市民生活と法１・２」、「現代社会と倫理」、「現代

社会と人権１・２」などが提供されている。 

��検・��（��と問題�）� 
基礎教育については、ある程度配慮されたカリキュラムになっている。ただ、近年次第に大

きな問題となってきたのは、入学生の基礎学力の不足である。この問題に対しては、「新入生演

習」と「キャリアデザイン論」だけで対処することは難しい。 

倫理性を培う教育に関しては、主として共通科目のなかで扱われており、学科科目において

は特に科目を設定してはいない。ただ、「新入生演習」は、新入生ができるだけ早く大学での生

活に慣れるように意図されたものであるが、その内容のなかには、社会人として身につけてお

くべき内容も含まれている。さらに、「キャリアデザイン論」で学生が自分自身の将来について

考える時間を持つことにより、学生それぞれが個人と社会の関係を考え直し、その過程で倫理

性が培われることが期待できよう。また、さまざまな分野の学科科目を履修することにより、

多様な見方・考え方があることを知り、学生自身の視野がひろがるものと期待される。 

���方策（将来の��・��に�けた方策）� 
大学の基礎教育は、その前提となる基礎学力の充実を図ることが重要である。特に経済学部

の場合には、数学について最低限度の基礎知識を持っておくことが望ましいが、現在のところ

満足できる状況ではない。ただ、入学生全員に数学の授業を義務づけることも困難である。そ

こで、一つの方策として、必修科目である「経済原論Ⅰ」のなかで簡単な数学を扱うことが提

案され、現在、具体的な内容が検討されている。 

 
必��「��に係る��の学�」を教授するた�の��教育的授業科目とその学部・学科

�の理�・目的、学問の体�性��に学�教育法第 83 �との�合性  
�現状��� 

経済学科とヒューマンエコノミー学科の２学科とも、各年次に必修の学科科目として、「経済

原論Ⅰ」（１年次）、「経済学基礎演習１・２」（２年次）、「演習Ⅰ―１・Ⅰ―２」（３年次）、「演

習Ⅱ―１・Ⅱ―２」（４年次）が置かれている。選択科目については、経済学科とヒューマンエ

コノミー学科の双方とも選択 A（選択必修に相当）と選択 B（選択に相当）に分かれている。選

択 A の科目が経済学部として、またそれぞれの学科として基幹をなすと考える科目であり、選

択 B の科目は、どちらかと言えば、応用分野あるいは隣接分野の科目であるが、その内容は両

学科で少し異なっている。経済学科においては、選択 A は「経済理論・経済史」、「経済政策」、

「数理・情報」の３分野に分かれており、選択 B は、この３分野に「特殊講義」、「法学」、「経

営学」の３分野を加えた合計６分野で構成されている。ヒューマンエコノミー学科においては、

選択 A は「経済理論・経済史」、「経済政策」、「数理・情報」、「法学」の４分野で構成されてお

り、選択 B はこの４分野に「特殊講義」と「経営学」を加えた６分野で構成されている。経済

学科においては、選択 A として提供されている科目は 44 科目 110 単位、選択 B として提供され

ている科目は 90 科目 188 単位である。ヒューマンエコノミー学科においては、選択 A として提

供されている科目は 58 科目 134 単位、選択 B として提供されている科目は 71 科目 152 単位で

ある。卒業に必要な単位数は、両学科とも、選択 A から 28 単位以上、選択 A と選択 B を合わせ
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て 60 単位以上であるから、選択の幅がかなり広いことが分かる。 

必修科目である「経済原論Ⅰ」では、経済学の基礎を身につけさせるため、複数クラスを開

講することによって１クラス 80 人程度に受講者数を抑えている。「経済原論Ⅰ」（１年次）の内

容は、同じく必修の「経済学基礎演習１・２」（２年次）や「演習Ⅰ・Ⅱ」（３年次および４年

次）における学生の主体的な学習の基礎となるものである。 

経済学部では、１年次にも学科科目を配当している。必修科目の「経済原論Ⅰ」以外に、「経

済史１・２」、「経済数学１・２」、「社会思想史」、「租税論」、「地域と暮らし１・２」、「ヒュー

マンエコノミー概論１・２」（ヒューマンエコノミー学科のみ）が履修可能である。２年次に配

当されている学科科目は、経済学科においては選択 A62 単位、選択 B102 単位、ヒューマンエコ

ノミー学科においては選択 A74 単位、選択 B90 単位にのぼる。これらのうちいくつかの科目は、

経済学科とヒューマンエコノミー学科とで、選択 A と選択 B の区分が異なっている。これは、

それぞれの学科の意図を反映させた結果である。３年次には、さらに応用的な色彩の濃い科目

が配当されている。このように、経済学部のカリキュラムは、基礎的な科目から基幹的な科目、

さらに応用的な科目へと展開されている。 

経済学部では、「演習Ⅰ・Ⅱ」（３年次および４年次）は必修科目となっているが、卒業論文

に単位を与えることはしていない。しかし、ほとんどすべての教員は、「演習Ⅱ」において、最

終的に卒業論文を提出することを求め、単位認定の条件としている。 

���・��（��と�題�）� 
経済学科・ヒューマンエコノミー学科双方とも、「学術の中心として、広く知識を授けるとと

もに、深く専門の学芸を教授研究」（「学校教育法」第 83 条１項）するため、基礎的な科目から

基幹的な科目、さらに応用的な科目へと学科科目が展開されており、必修科目となっている「演

習Ⅰ・Ⅱ」において、学生が卒業論文に主体的に取り組めるよう配慮されている。このように

系統だった科目を履修し、「演習Ⅰ・Ⅱ」において学生が主体的に課題に取り組み、教員および

同じ「演習」のほかの学生と議論を交わすことによって、「知的、道徳的及び応用的能力を展開」

（「学校教育法」第 83 条１項）することができる。 

多くの選択科目が提供され選択の幅が広くなっていることは、学生が主体的に学ぶ姿勢を育

むことを意図したものである。しかし、自由度を高めた結果、体系だった履修にならないケー

スも見受けられる。 

���方策（��の��・��に�けた方策）� 
多くの科目を提供し選択の幅をひろげたまま学生に体系だった履修を促すために、履修モデ

ルを作成した。この履修モデルは、経済学科においては「経済分析」、「政策」、「国際」の３コ

ース、ヒューマンエコノミー学科においては「生活」、「環境」、「比較経済」の３コースから成

っている。 

 

必��一般教養的授業科目の�成における「幅広く深い教養及び�合的な��力を�い、

�かな人��を�養」するための配慮の���  
������ 

一般教養的授業科目にあたる共通科目のなかの基本科目は、「言語と文化」、「生活と社会」、

「自然と数理」の３分野に分かれている。３分野で合計 79 科目 158 単位が提供され、経済学科・

ヒューマンエコノミー学科ともに、12 単位以上を修得することが求められる。なお、１年次の

全員履修科目となっている「キャリアデザイン論」は、「生活と社会」分野に属している。外国
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語科目は、英語・ドイツ語・フランス語・中国語のうち１つの外国語８単位以上を修得しなけ

ればならない。体育科目は、講義と実技の双方あるいはいずれか一方で２単位以上を修得しな

けらばならない。この他、総合科目として、追大 UI 科目、追大プロジェクト科目、国際交流科

目が用意されている。さらに、放送大学で修得した科目、大学コンソーシアム大阪単位互換協

定で修得した単位、資格・検定試験で一定以上の成績を収めた場合も、卒業に必要な単位とし

て認められる。 

学科科目においても、経済学の分野だけでなく、法学や経営学分野の科目も提供している。

また、副専攻科目として、他学部で開講されている学科科目を学ぶことができるようにもして

いる。副専攻として、経営学副専攻、社会福祉副専攻、キャリアデザイン副専攻、英語副専攻、

ヨーロッパ副専攻が提供されており、20 単位を上限として卒業に必要な単位として認められる。

副専攻科目のなかに含められたそれぞれの科目は、本来は一般教養的授業科目にはあたらない

かもしれないが、これら副専攻科目を履修することにより、経済学に偏った見方を是正し、よ

り広い視野から社会の問題を考えることができるものと期待される。 

��検・��（��と問題�）� 
基本科目においては、３つの分野にバランスよく科目が配当され、語学も４種類が提供され

ている。さらに、副専攻として他学部の学科科目を卒業に必要な単位として履修することがで

きる。これらの科目を学生が主体的に履修することにより、経済学だけに偏らない総合的な判

断力を培うことができる。したがって、特に問題はない。 

���方�（�来の��・��に向けた方�）� 
現在のところ、特に問題はないが、提供する科目については、一般社会の動向に注意を払い

ながら、その要請に応じることができるよう、継続的な検討が必要であろう。 

 
必��外国語科目の�成における学部・学科�の��・目的の実現�の配�と�国際��

の��に��に対応するため、外国語能力の育成�のための�置の���  
�現状��� 

経済学部では、共通科目の外国語に関する卒業要件として、英語・ドイツ語・フランス語・

中国語のうち、１つの外国語で８単位以上を修得することが求められる。また、外国人留学生

および帰国生徒のうち指定された者に対して、日本語が提供されている。このうち英語につい

ては、履修希望者が多いことが予想されるので、全員が１年次と２年次で合計８単位を修得で

きるよう、指定クラスを合計 10 単位分用意し、それ以外にも科目を提供している。 

経済学部の教育の目的とする、経済分析力、問題解決能力、構想力を培うためには、国内経

済にのみ目を向けていたのでは、十分とは言いがたい。諸外国の経済事情を知るためには、外

国語の学習は不可欠であり、さらにある程度のレベルが要求される。そのため、少なくとも１

つの外国語については使いこなせるよう、１つの外国語で８単位以上修得することを卒業要件

としている。 

経済学部では、英語、ドイツ語、フランス語、中国語については、並列の扱いである。すな

わち、英語以外の外国語を、いわゆる第２外国語として位置づけてはいない。しかしながら、

実際には英語を履修する学生がほとんどである。また、近年の傾向として、中国語を履修する

学生が増加傾向にある。 

学科科目においても、外国語能力の育成のため、選択 A に外書講読１・２（２年次配当）を

開講している。しかし、最近は受講する学生が年々減少し、クラス数を減らしているのが現状
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である。 

�点検・��（��と問題点）� 
外国語科目については、英語を選択する学生が多いことから、英語については指定クラスを

用意し、配慮している。中国語については、履修希望者が増加傾向にあり、クラス数が限られ

ているため、抽選という方法をとらざるを得ない。一方、ドイツ語とフランス語は、履修希望

者が減少傾向にある。このミスマッチが問題点として残っている。 

���方�（��の��・��に向けた方�）� 
語学は共通科目であるので、全学的な組織である教務委員会が運営主体となっている。中国

語の履修希望者の増加に対応するよう、教務委員会で検討するよう要請している。 

 
必��教育��の�設授業科目、卒業�要総単位に�める専門教育的授業科目・一般教養

的授業科目・外国語科目等の�的配分とその���、妥当�  
������ 

本学では、科目を共通科目と学科科目とに分け、共通科目はさらに、基本科目、外国語科目、

体育科目、総合科目に分かれている。まず経済学部の学生が履修できる共通科目は、原則とし

て、基本科目 79 科目 158 単位、外国語のうち英語 18 科目 18 単位、ドイツ語 16 科目 16 単位、

フランス語 16 科目 16 単位、中国語 18 科目 18 単位、体育科目 10 科目 12 単位、総合科目 18

科目 52 単位である。ただし、これ以外に、外国人留学生および帰国生徒に用意された科目もあ

る。次いで、学科科目については、経済学科・ヒューマンエコノミー学科ともに、必修科目と

選択 A（選択必修に相当）と選択 B（選択に相当）から成っている。両学科とも、必修科目とし

て７科目 16 単位が提供される。選択科目は、経済学科においては、選択 A は 44 科目 110 単位、

選択 B は 90 科目 188 単位が提供され、ヒューマンエコノミー学科においては、選択 A は 58 科

目 134 単位、選択 B は 71 科目 152 単位が提供されている。 

卒業に必要な単位は 124 単位以上であり、そのうち学科科目（専門教育的授業科目）は 76

単位以上修得しなければならない。共通科目（一般教養的授業科目）のうち基本科目は 12 単位

以上、外国語科目は８単位以上、体育科目は２単位以上修得しなければならない。つまり、共

通科目は、22 単位以上を修得しなければならない。また、副専攻科目は 20 単位までを卒業に

必要な単位として認定される。 

�点検・��（��と問題点）� 
卒業に必要な 124 単位のうち 98 単位（学科科目 76 単位と共通科目 22 単位）は領域が限定さ

れているが、残り 26 単位は自由に選択することができる。もし 26 単位すべてを学科科目で履

修したとすると、124 単位のうち 102 単位（約 82％）を学科科目の履修にあてることができる。

もし 26 単位すべてを共通科目で履修したとすると、124 単位のうち 48 単位を共通科目の履修

にあて、学科科目の履修は 76 単位（約 61％）に抑えることができる。なお、外国語について

は、１つの外国語で８単位以上という条件がついているだけで、上限は設定されていない。つ

まり、自由に選択することのできる 26 単位のうちのかなりの部分を、外国語の学習にあてるこ

ともできる。 

経済学部の卒業要件として、卒業に必要な単位数のうち学科科目（専門教育的授業科目）で

最低でも 60％以上を満たすよう求めることは、「学部等の専攻に係る専門の学芸を教授する」

（「大学設置基準」第 19 条１項）という観点から見て妥当であろう。また、卒業に必要な単位

数のうち共通科目（一般教養的授業科目）で約 20％を満たすよう求めることは、「幅広く深い
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教養及び総合的な判断力を培い、豊な人間性を涵養する」（「大学設置基準」第 19 条１項）こと

に合致している。したがって、量的配分については適切であると思われる。 

ただ、学科科目だけをとりあげた場合、次のような問題点を指摘することができよう。経済

学科・ヒューマンエコノミー学科ともに、学科科目の卒業要件単位 76 単位のうち、必修となっ

ているのは 16 単位である。残り 60 単位のうち、28 単位は選択 A から履修しなければならない

が、それを超える部分については選択 A と選択 B のどちらから履修してもよいことになってい

る。つまり、経済学科においては、選択 A については、履修すべき 28 単位に対して 110 単位が

提供され、選択 A・B については、履修すべき 60 単位に対して 298 単位が提供されている。ま

た、ヒューマンエコノミー学科においては、選択 A については、履修すべき 28 単位に対して

134 単位が提供され、選択 A・B については、履修すべき 60 単位に対して 286 単位が提供され

ている。これには、独立自彊の精神から、学生の主体的な学習を促す意図があるが、個々の学

生にとっては体系性が失われる可能性があるとの指摘を受けるかもしれない。 

�改�方策（��の改�・改革に�けた方策）� 
学生の主体性を尊重しつつ体系的な学習を促すために、経済学科・ヒューマンエコノミー学

科それぞれに３コースの履修モデルを作成した。経済学科においては、「経済分析」、「政策」、

「国際」の３コースが、ヒューマンエコノミー学科においては、「生活」、「環境」、「比較経済」

の３コースがそれぞれ提示される。すべてのコースで必修科目は共通となっており、各コース

の選択 A と選択 B に入っている科目の単位数は、次の通りである。経済学科については、「経済

分析コース」は選択 A60 単位、選択 B18 単位、「政策コース」は選択 A52 単位、選択 B32 単位、

「国際コース」は選択 A52 単位、選択 B36 単位である。また、ヒューマンエコノミー学科につ

いては、「生活コース」は選択 A56 単位、選択 B28 単位、「環境コース」は選択 A56 単位、選択

B32 単位、「比較経済コース」は選択 A56 単位、選択 B36 単位となっている。もちろん、選択 A

と選択 B に含まれる科目が、コースによってすべて異なっているわけではなく、複数のコース

に入っている科目もある。今後も、履修モデルについては継続的に検討する。 

 
必��基礎教育と教養教育の��・運営のための責任体制の�立とその����  
������ 

本学では、基礎教育・教養教育にあたる科目群を共通科目として位置づけている。共通科目

は、新入生演習、基本科目、外国語科目、体育科目、総合科目に分かれている。この共通科目

に属する科目については、全学的な委員会である教務委員会がその責任を負っている。教務委

員会は、教務部長を委員長とし、各学科から選出された委員、英語以外の外国語から選出され

た委員、体育担当者から選出された委員、資格課程担当者から選出された委員および教務部次

長と教務課長で構成される。また、これとは別にカリキュラム改革委員会が設置されており、

長期的な計画については、この委員会が責任を負っている。カリキュラム改革委員会は、副学

長、各学部長、教務部長、教育研究所所長、各学部選出委員、教務部次長、教務課長、学長室

事務部長、学長室事務次長、学長事務室事務長で構成されている。 

教務委員会で審議される案件については、学部教授会で審議あるいは報告されることになる

ので、学部長と教務委員は連携して対応している。また経済学部では、カリキュラム改革委員

会の各学部選出委員は、教務委員がかねねることになっている。したがって、基礎教育と教養

教育に関する日々の運営と、中長期的な取り組みの双方に齟齬が生じないような体制になって

いる。 
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なお、基礎教育のひとつの核と位置づけられる「新入生演習」については、学部教員のほと

んどが担当しているので、責任体制は確立していると言えよう。 

�点検・��（長�と問題点）� 
共通科目に属する科目の運営については、教務委員会がその責任を負っているが、重要な事

項に関しては、各学部教授会が審議決定するので、最終的な責任は教授会にある。経済学部で

は、学部長と学科長、教務委員が連携をとりながら基礎教育と教養教育の実施・運営を行って

いるので、責任体制は確立していると言えよう。しかし、カリキュラム改革委員会は、初年次

教育やセメスター制度改革など慎重に検討すべき問題も多く、現在のところ、足踏み状態にあ

ると言わざるを得ない。 

�改�方策（��の改�・改革に�けた方策）� 
カリキュラム改革委員会に関しては、問題点を絞り、工程表を示したうえで議論すべきであ

る。 

 
必��カリキュラム�成における、必修・選択の量的配分の��性、妥当性  
�現状��� 

卒業に必要な科目は、共通科目と学科科目に分かれている。学科科目において必修となって

いる科目は、「経済原論Ⅰ」（１年次）、「経済学基礎演習１・２」（２年次）、「演習Ⅰ－１・Ⅰ－

２」（３年次）、「演習Ⅱ－１・Ⅱ－２」（４年次）の 16 単位だけである。経済学科とヒューマン

エコノミー学科の双方とも選択科目は選択 A と選択 B にわかれており、それぞれの学科にとっ

て、選択 A に配当されている科目が基幹的な科目であり、選択 B の科目が応用的な科目である。

２学科とも、選択 A は 28 単位以上、選択 A と選択 B を合わせて 60 単位以上を修得しなければ

ならない。すなわち、卒業に必要な学科科目の単位数は、必修と選択 A・選択 B を合わせて 76

単位以上である。ただし、選択 A に配当されている科目は、経済学科で 44 科目 110 単位、ヒュ

ーマンエコノミー学科で 58 科目 134 単位あるので、いずれの学科でも選択 A に配当されている

科目だけを履修しても卒業要件を満たすことができる。 

共通科目については、特定の科目が指定されているわけではないが、基本科目 12 単位以上、

外国語科目については、１つの外国語で８単位以上、体育科目２単位以上の合計 22 単位以上を

履修しなければならない。 

�点検・��（長�と問題点）� 
厳密な意味で必修となっている科目は、学科科目の 16 単位だけである。これは学科科目の卒

業要件単位（76 単位）の 21％、全体の卒業要件単位（124 単位）の 13％であるから、かなり必

修の割合が低くなっていると言えよう。このようにしている大きな理由は、それぞれの学生が

自らの興味・関心に基づいて、主体的に学習計画を立てることを期待しているからである。た

だ、選択 A から 28 単位以上を修得しなければならなので、必修と合わせて 44 単位はそれぞれ

の学科で基幹的な科目と位置づけられている科目を履修するよう配慮がなされている。量的な

配分については、妥当と言えよう。ただ、選択 A にかなりの科目が配当されているため、体系

的な履修がなされない可能性もある。 

�改�方策（��の改�・改革に�けた方策）� 
体系的な履修という観点から、経済学科に３コース（「経済分析」、「政策」、「国際」）、ヒュー

マンエコノミー学科に３コース（「生活」、「環境」、「比較経済」）の履修モデルを作成した。 
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（カリキュラムにおける�・大の�続） 
必��学生が�期��教育から��教育���に�行するために必要な導入教育の実施

��  
������ 

導入教育として「新入生演習」と「キャリアデザイン論」が、それぞれ１年次の春学期と秋

学期に開講されている。これら２科目は必修科目ではないが、全員履修科目と位置づけられて

おり、新入生全員が指定クラスで履修するよう配慮されている。 

「新入生演習」については、１クラス約 20 人で、１人の専任教員が担当する。授業内容は、

原則として、すべてのクラスで同じ内容にするよう申し合わせが行われている。具体的には、

（１）大学における学習計画と履修手続き、（２）講義の受け方、（３）図書館の利用方法、（４）

レポートの書き方、（５）発表の仕方、などがその内容であり、文字通り新入生に対する大学案

内の役割を果たしている。経済学科とヒューマンエコノミー学科のそれぞれが、同じ曜日・時

限に授業を実施しており、別のクラスと相互に交流を図ることができるようにしている。 

「キャリアデザイン論」は、「経済原論Ⅰ」のクラスと同じクラス（経済学科３クラス、ヒュ

ーマンエコノミー学科２クラス）で、外部の専門家が兼任講師として授業を担当する。しかし、

専任教員もコーディネーターとして授業に同席し、成績評価に際しては専任教員と兼任講師が

協議することになっている。この科目は、学生各自が自らの人生設計と職業について展望し、

そこから大学において何をなすべきかを考えるという内容である。 

「新入生演習」については、各学部の教務委員が出席する全学的委員会である教務委員会に

おいて、その内容が検討されている。「キャリアデザイン論」については、各学部の担当者と兼

任講師が出席する全学的な会議において、授業内容が検討されている。また、コンピュータ・

リテラシーを身につけるよう、「入門コンピュータ１・２」を開講し、１年生には指定クラスを

用意して、全員が履修できるよう配慮している。 

さらに、一般指定校推薦入試、公募制推薦入試、論文入試など、前年末までに入学が決まっ

ている学生に対して、外部の教育関連会社と協力して、入学前教育として日本語の通信教育を

実施している。2009 年度入学生については、対象者が経済学科 207 名、ヒューマンエコノミー

学科 104 名に対し、課題提出者は、第１回提出者がそれぞれ 190 名と 93 名、第２回提出者がそ

れぞれ 166 名と 86 名であった。 

��検・評価（��と�題�）� 
「新入生演習」については、すべてのクラスで同じ内容になるよう調整することが原則であ

るが、実際にはクラスによって差が生じている。「キャリアデザイン論」については、本来は少

人数で実施すべきところであるが、外部の講師を確保することが予算の面からも難しく、80 人

程度のクラス規模になっている。「入門コンピュータ１・２」については、入学生の力量に差が

あるため、習熟度に応じたクラス編成をすることが必要であろう。 

�改�方�（�来の改�・改革に向けた方�）� 
「新入生演習」については、カリキュラム改革委員会でも、初年次教育全体の枠組みのなか

で、その方向性が議論されている。「キャリアデザイン論」については、キャリア教育担当の専

任教員が 2008 年度に採用され、全学的な取りまとめを行っている。「入門コンピュータ１・２」

については、人的配置も含めた改革が必要であるが、まだ具体的な動きにはなっていない。 

 
（カリキュラムと�家試�） 
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������験につながりのあるカリキュラムを持つ学部・学科における、カリキュラ

ム編成の��� （大学基�データ 表�） 
�現�説明� 

該当するカリキュラムは実施していないので該当しない。 
 
（医・歯・薬学系のカリキュラムにおける��実習） 
���医・歯・薬学系のカリキュラムにおける、��実習の�置づけとその��� 

�現�説明� 
医・歯・薬学系の学部・学科は設置していないので該当しない。 

 
（インターンシップ、ボランテ�ア） 
任意�インターンシップを導�している学部・学科�における、そうしたシステムの実

施の���  
�現�説明� 

経済学部に在籍する学生は、正課の授業科目「インターンシップ１」（春学期開講）ならびに

「インターンシップ２」（秋学期開講）を履修することで、大学の紹介に基づくインターンシッ

プ実習を体験することができる。両科目は、「キャリアデザイン論」から「キャリア形成論１・

２」へと本学キャリア形成支援プログラムの教学カリキュラムを段階的に履修してきた学生が、

学外の実社会においてこれまでの学びと気づきの成果を検証し、学校から職業への移行（就職

活動・進学準備）をスムーズに実現するための体験的手がかりを得るうえで、極めて重要な役

割を担っている科目である。教学による教育・指導の体制としては、経済学部からは専任教員

が１名、科目の担当教員として任にあたっている。 

春学期開講の「インターンシップ１」は、実習前のいわゆる「事前学習」に相当するもので

ある。授業回数の大半を占める「コース・クラス別<実践研究>」では、「ビジネスコース」なら

びに「専門職コース」の２つのカテゴリーを設け、合計 11 コースを編成している。学生は各自

の興味や関心に沿って自由にコースを選択し、それぞれ「その道のプロ」であるコース担当講

師（学外より招聘）のもとで指導を受ける。「ビジネスコース」は職業社会一般についての基本

的理解を深めていくことを主眼に置いたコースで、このコースの受講を契機に、職業観を育み

ながら興味や関心のある業界や職種を見極めていくことが期待されている。一方「専門職コー

ス」は、すでに特定の業界や職種について興味や関心を持っている学生のニーズに応えるもの

であり、少人数クラスでの実践的な演習形式を特色とする。 

秋学期開講の「インターンシップ２」は、実習後のいわゆる「事後学習」に相当するもので

ある。紙幅の都合もあり、同科目の特徴は次項にて説明する。 

�点検・��（��と��点）� 
事前学習にあたる「インターンシップ１」の最大の特色は、先述の通り計 11 におよぶ「コー

ス・クラス別<実践研究>」をカリキュラムの核としている点である。各職業領域の第一線でご

活躍中の方々を講師にお招きして幅広い選択肢を用意することで、学生の多様なキャリア形成

ニーズに応えようとするものである。2008 年度は約 180 名の学生が本科目を履修したが、人数

面でのボリュームに対して 11 というコース設定は、本学インターンシップの事前学習における

指導体制の手厚さを表していると言えるだろう。実際、特に「専門職コース」を選択した学生

の場合は、豊富な職業キャリアと人生経験をお持ちの外部講師から直伝的に指導を受けること
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で、通常の学生生活では得がたい経験をすることができたはずである。また何より、大学とい

う狭い世界に良くも悪くも馴化してしまいがちな学内専任教員とは違う視点や価値観に身近な

かたちで触れさせることができたということも、学生への刺激と触発をもたらすうえで大きな

意義があったと考えられる。 

事後学習にあたる「インターンシップ２」では、前半の授業回に、学生達がそれぞれの実習

先で得た体験の成果を３分間のスピーチ形式で発表することを全員に課している。何の予備知

識もない「聴衆」（学部単位でクラス編成された、同じ学部の仲間達）に向けて、自らの体験と

そこから導き出された学びや気づきを限られた時間内で過不足なく表現することは決して容易

ではないが、ほかの発表者から得た教訓を他山の石としながら学生達のプレゼンテーションが

熟達していく姿は実に頼もしいものである。また後半の授業回では、シュミレーションソフト

を利用した「ビジネスゲーム」を実施している。このビジネスゲームをインターンシップの事

後学習として導入している点は、本学の特色と言えるだろう。導入のねらいのひとつは、本科

目の受講生の多くがこの時期に並行して就職活動に臨むため、会計リテラシーの涵養を通じて

「ヒト・モノ・カネ」に関する企業活動のフローとストックを理解させ、業界研究・企業研究

に有効な視点を授けようというものである。またもうひとつのねらいは、「第１期」から「第４

期」までの４期モデルに基づく PDCA サイクル（Plan：計画→Do：実施→Checｋ：検証→Act：

改善）を、グループによる協業をベースに実践させるところにある。このような仕事の進め方

とその遂行能力は、実社会に出てからも重視されるものであるだけに（そしてこの能力の発揮

如何こそが、これからの職業社会における自立的キャリア形成の成功如何をも決しうると言っ

ても過言ではない）、「ビジネスゲーム」はインターンシップの事後学習用ツールとして（万能

ではないにしても）有用であるという理解に至っている。 

上記のようなインターンシップ・プログラムに対して問題点を指摘するならば、その運営体

制である。言い換えれば、正課教育としてのインターンシップならではの特徴とも言える、教

学といわゆる「キャリアセンター」（本学では『キャリア開発課』）との間の協働関係の現状で

ある。両科目の運営にあたっては、キャリア開発課からの多大なる協力を随所で得ている。よ

り直截的に表現すれば、キャリア開発課による業務遂行に負うところが大きい。こうした実態

は、絶えず相互にチェックすることを怠ると、権限と責任のバランスを欠くという側面をはら

んでいる。 

�改善方策（��の改善・改�に向けた方策）� 
本学のインターンシップが皮相な「就職対策」とは一線を画した正課の授業科目を標榜して

いる以上、今後も教学面の担当者とキャリア開発課とが相互に補完的な関係を維持しなければ

ならない。例えば、実習内容をめぐる受入事業所との折衝など教学上の責務が発生しうる場面

では、単位認定者自身がそれにふさわしい職責を果たすことが必要である。 

 
（授業形態と単位の関係） 
必�：�授業科目の特徴・内容や�修形態との関係における、その��の授業科目の単位

計算方法の�当�  
�現状��� 

学則第 19 条に規定されている授業科目の単位の計算方法は、１単位の授業科目には 45 時間

の学修を要することを標準とし、次の基準を適用している。 

（１）講義及び演習については、15 時間の授業をもって１単位とする。 
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（２）外国語については、30 時間の授業をもって１単位とする。 

（３）実験、実習及び実技については、30 時間の授業をもって１単位とする。 

（４）卒業論文については、その学修の成果を評価して単位を授与する。 

セメスター制の採用により、半期（15 回）で授業が完結するようになり、講義及び演習科目

については、毎週１時限の授業をもって２単位、あるいは、毎週２時限の授業をもって４単位

が与えられる。外国語科目および体育科目（実技）は毎週１時限の授業をもって１単位が与え

られる。なお、１時限は制度上２時間と計算されている。 

経済学部では「演習Ⅱ－１」「演習Ⅱ‐２」の多くの担当者が授業で卒業論文を指導している

が、卒業論文のみを別途評価し単位を授与してはいない。 

学科科目では「特殊講義５」において新しい授業形態が取り入れられ、事前の集中講義（３

時限）と現地訪問（２泊３日）からなるフィールドワークが実施されている。 

�点検・評価（��と問題点）� 
授業時間に対する単位計算の基準は、大学設置基準に基づくものであり、妥当であると言え

る。2009 年度の授業回数を見ると、各曜日の平均授業回数は定期試験を含めて 15 回の授業回

数を確保できている状況であり、この点は適正に行われている。現状では演習科目や頻繁に課

題提出を求める一部の科目では学生の学習量が確保されていると言えるが、多くの講義科目で

はその点は疑わしく、改善に努める必要があるだろう。 

「特殊講義５」は、十分な事前研修（３時限）を行ったうえで実習（実質 12 時限）を行って

いる。授業時間の配分は適切に行われており、時間数確保の点において大学設置基準に沿った

ものであると考えられる。 

�改善方�（��の改善・改�に��た方�）� 
祝祭日に授業を実施し、それにかわる休校日を振りかえるなど、授業回数の確保に努めてお

り、この点は適正に行われており現状は改善の必要性を特に認めない。 

学生の１科目あたりの学習量を増やすため学生に対しインセンティブをどのように与えるか

は課題であり、この点に関しては、学部内の FD 活動を中心に教員間で継続して検討している。 

 
（単位互換、単位認定等） 
必��国内外の大学等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の適切性 

（大学設置基準第 28 条第２�、第 29 条）（大学基礎データ 表４・表５） 
�現状��� 

本学は大学コンソーシアム大阪の『単位互換制度にかかる包括協定』を締結し、参加大学（35

大学）の間で単位互換を行っている。経済学部からは「ヒューマンエコノミー概論１・２」が

提供されている。その他、放送大学とも単位互換協定を締結している。修得した単位は最大４

単位まで卒業要件の単位として認められる。『大学基礎データ（表４）』に示す通り、これらの

協定による認定者は 2008 年度においてはヒューマンエコノミー学科１名のみである。 

入学前の既修得単位の認定については学則第 23 条において規定されており、60 単位を超え

ない範囲で本学の授業科目を履修したものとして認定される。入学後の国内外の大学等での学

修による単位認定は、学則第 24 条に基づき、30 単位を超えない範囲で本学の授業科目を履修

したものとして認定されることとなっている。ただし、入学前の既修得単位の認定単位数を含

め、60 単位を超えないこととする条件が追加されている。『大学基礎データ表（５）』に示す通

り、2008 年度の認定者は経済学科１名であった。 
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私費留学を希望した場合、従来は留学期間を修業年限に参入できなかったが、事前に手続き

を行い留学先での修得単位を教授会の議を経て卒業要件として単位認定された場合、留学期間

を修業年限に算入するという認定留学制度が 2008 度より実施されている。 

編入生については別の規定に基づき単位認定を行っており、経済学部では、共通科目 48 単位

を修得したものと見なされ、一括認定している。さらに、編入学生が学科科目に相当すると見

なされる科目を４年制大学および短期大学等において修得している場合には、20 単位を上限と

して本学における授業科目の履修と見なし読みかえが行われる。2008 年度より「共同教育プロ

グラム実施ガイドライン」により、南京大学からの編入学生の受け入れが始まり、2008・2009

年度の２年間で経済学部には計 10 名の学生が編入した。これらの学生にも第３年次編入学生の

基準を適用し、修得単位の読みかえを行っている。 

海外留学に関して、現在、本学は６ヵ国・８大学との間で学生交換協定を締結している。派

遣期間は派遣先大学により異なり、約 10 週間～６ヵ月間程度である。この協定により 2007 年

度にはヒューマンエコノミー学科からタイのチェンマイ大学へ１名の学生が派遣されている。

なお、「国際交流科目」の単位が認定され、卒業要件の単位として認められる。 

このほか、海外セミナーと海外研修プログラムがあり、経済学部からは 2007・2008・2009

年度の３年間で計６名（ロンドン・リージェンツカレッジ：５名、アメリカ・ノースウェスタ

ンミシガン・カレッジ：１名）が参加している。終了後には「国際交流科目」の単位が認定さ

れる。 

資格取得を推奨するため、「実用英語技能試験」、「TOEIC®」をはじめとした語学検定や「日商

簿記」といった資格試験で一定以上の成績を修めた場合、「資格検定科目」の単位が認定される。 

［点検・評価（��と問題点）］ 
国内外の大学等での学修の単位認定や入学前の既修得等の単位認定方法は、大学設置基準第

28 条および 29 条に準じたものであり妥当であると考える。 

国内の他大学との単位互換協定に関しては、「大学コンソーシアム大阪」に参加することによ

り、学生に多様な科目の学習機会を与えることができ、学生の問題関心を育成するうえでこの

制度は重要な役割を果たしている。単位互換制度は充実しているにもかかわらず、［現状説明］

で述べた通り参加学生が少ないということは問題であろう。 

学生交換協定による派遣先大学は 2008 年度より２地域３大学（アメリカ：バルドスタ大学、

フェリス大学、オーストラリア：ディーキン大学）が新たに加わり、学生の選択肢が増えたこ

とは望ましい。また、認定留学が制度化され、留学先で修得した単位が本学の単位として認定

された場合には、修学年限に参入され、留学した場合でも４年間で卒業できるようになったと

いう点は評価できる。しかし、経済学部の学生の場合、３年次に履修する必修科目の「演習Ⅰ-

１」、「演習Ⅰ-２」の先修条件を満たさなければならない。そのため認定留学の希望者には経済

学部独自の基準をも受けている。したがって、認定留学制度の利用は限定されることになるで

あろう。 

編入学生に対しては、共通科目 48 単位を一括認定し、さらに学科科目についても最大 20 単

位を認定していることは、適切かつ十分な配慮がなされていると評価できる。 

［��方�（�来の��・��に�けた方�）］ 
単位互換や交換留学の制度は充実してはいるものの、利用する学生が少ないということは大

学の立地条件、学生の経済状況、そしてこれらの制度の認知度が低いということが理由として

考えられる。認知度を高めることに関しては、履修登録のオリエンテーションを通じ、継続し
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て単位互換制度や単位認定制度の周知徹底に努めていく。 

認定留学制度は４年間を通じて計画的に単位を修得し、経済学部の基準を満たさない限り利

用できない。この制度を活用するためには１年次からの学修計画が重要となる。そこで、新入

生演習の時間を活用し、制度を活用する場合の学修計画例を説明するなど、制度を活用する学

生への指導を行うとともに、制度の周知徹底に努めていく。 

 

（開設授業科目における専・兼比率�） 
必��全授業科目�、専任教員が担当する授業科目とその�合 （�学基礎デー� 表３） 
���説明� 

下表は、必修科目・選択必修科目・全開設授業科目別に、開講授業科目における専・兼比率

を示している。 

学科 

（科目分類） 
 必修科目 

選択必修 

科目 

全開設 

授業科目 

経済学科 

（学科科目） 

専任担当科目数（A） 68 44 112 

兼任担当科目数（B） ０ 10 10 

専兼比率 ％ 

（A／（A＋B）＊100） 
100.0 81.5 91.8 

ヒューマンエコノミー学科 

（学科科目） 

専任担当科目数（A） 61 56 117 

兼任担当科目数（B） ０ 14 14 

専兼比率 ％ 

（A／（A＋B）＊100） 
100.0 80.0 89.3 

全学科共通 

（共通科目） 

専任担当科目数（A） ― ― 285.2 

兼任担当科目数（B） ― ― 433.2 

専兼比率 ％ 

（A／（A＋B）＊100） 
― ― 39.7 

必修科目（経済学科 68 科目、ヒューマンエコノミー学科 61 科目）は「経済原論Ⅰ」、「経済

学基礎演習１」、「経済学基礎演習２」、「演習Ⅰ－１」、「演習Ⅰ－２」、「演習Ⅱ－１」、「演習Ⅱ

－２」から構成され、両学科ともに全科目を専任教員が担当している。選択必修科目（経済学

科 54 科目、ヒューマンエコノミー学科 70 科目）は履修要項における選択 A および選択 B の学

科科目に該当し、経済理論・経済史、経済政策、数理・情報、特殊講義、法学、経営学の各分

野科目によって構成され、経済学科で 81.5％、ヒューマンエコノミー学科で 80.0％を専任教員

が担当している。これら合計の全開設授業科目（経済学科 122 科目、ヒューマンエコノミー学

科 131 科目）で見ると、経済学部では 91.8％を専任教員が担当し、ヒューマンエコノミー学科

では 89.3％を専任教員が担当している。全学科共通科目は、全員履修科目（新入生演習、キャ

リアデザイン論）、基本科目、外国語科目、体育科目、総合科目から構成され、その 39.7％を

専任教員が担当している。 

���・��（��と���）� 
経済学部の必修科目および選択必修科目における専任教員担当率は 80％以上という高い水

準にある。特に、必修科目である「経済学基礎演習１」「経済学基礎演習２」「演習Ⅰ－１」「演

習Ⅰ－２」「演習Ⅱ－１」「演習Ⅱ－２」は少人数のクラス編成で実施されているが、これらす
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べてを専任教員が担当している。このため、学生と教員のコミュニケーションが密になりやす

いという長所を生んでいる。 

全学科共通科目における専任教員担当率は 39.7％と余り高くない。その主たる理由は、外国

語科目において英語・ドイツ語・フランス語・中国語にそれぞれ講読や会話等の多様な科目を

開設するためには兼任教員に頼らざるを得ないという事情がある。ただし、全学科共通科目の

なかでも、大学における学習への導入となる「新入生演習」、情報リテラシーを養う「入門コン

ピュータ」はすべてを専任教員が担当しており、学科科目を学修するための基礎となる科目に

ついては、専任教員による担当率が高くなっている。 

���方�（��の��・��に�けた方�）� 
経済学部の必修科目については、本学部の特徴である少人数教育を有効に機能させるために

も、全科目を専任教員が担当することを堅持する。また、学科科目における専任教員担当率に

ついては、今後も現水準を維持することが望ましく、毎年度の授業計画作成時において配慮を

行う。全学科共通科目の専任教員担当比率は高いとは言えない水準であり、これは上述の外国

語科目の充実のためにはやむを得ない面があるものの、今後は学部横断的に望ましい専任教員

担当比率を検討する必要がある。 

 

必��兼任教員等の教育課程への関�の状�  
�現状�明� 

経済学部の必修科目については、兼任教員は担当していない。経済学科の選択必修科目につ

いては 18.5％を兼任教員が担当し、ヒューマンエコノミー学科の選択必修科目については

20.0％を兼任教員が担当している。全学科共通科目においては 60.3％を兼任教員が担当してお

り、特に外国語科目における兼任教員の担当率が高いのが現状である。 

��検・評価（長所と���）� 
兼任教員は専任教員と同様に講義内容を自ら決定し、シラバスにおいて講義内容や評価方法

を明示したうえで授業を進めている。全学科共通科目であるキャリアデザイン論等においては、

兼任教員と専任教員が定期的に意見交換会を実施し、講義内容や評価方法について協議を行う

という取り組みがなされている。しかし、こうした取り組みは一部に留まり、全般的には、経

済学部専任教員と兼任教員との間では、学科科目（選択必修科目）や全学科共通科目における

講義内容や授業方法等に関する意見交換はほとんど実施されていない。 

���方�（��の��・��に�けた方�）� 
兼任教員と専任教員との間で講義内容や授業方法等に関する意見交換を行う機会をもうける

ように努める。意見交換の目的は、兼任教員には本学部の教育目標や教育課程への理解をさら

に深めてもらうこと、また、兼任教員から発せられる教育方法等に関する意見を専任教員が参

考にするなどして、互いの教育資源の相互活用により、学生に対する教育効果を高らしめるこ

とにある。 

 
② 教育方法等 
（教育効果の測定） 
必��教育上の効果を測定するための方法の有効�  
�現状�明� 

教育上の効果を測定する方法として基本的に実施しているのは、各学期末に実施される定期
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試験あるいは試験にかわるレポートである。本学ではセメスター制度が採用されているので、

春学期末（７月）と秋学期末（１月から２月）に定期試験が行われ、またレポートの提出期限

が設定されている。病気その他やむを得ない事由で試験を欠席した場合にのみ、追試験が認め

られる。再試験の制度は、採用していない。一般的に、受講者数の多い講義科目は定期試験が

実施されている。試験の形式は、論述・穴埋め・択一など担当者によってさまざまである。こ

れに対して少人数で行われる演習科目、特に３年次と４年次に配当されている演習Ⅰと演習Ⅱ

は、ほとんどの教員が出席状況や授業中の口頭発表と質疑応答ならびにレポート・卒業論文を

総合的に見て評価をしている。 

また、教育上の効果を把握する補助的な方法として、毎年、全学的に学生による授業アンケ

ートが実施されている。アンケートは、あらかじめ設問を用意してマークシートで回答するも

のと、自由記述の２種類で実施される。本学部では、毎年、『経済学部 自己評価』と題する冊

子を発行しており、専任教員全員が執筆しているが、ほとんどの教員はこのアンケート結果を

利用している。この点で、授業アンケートは教員の反省材料を提供するものとなっており、教

育効果の向上に役立っている。 

�点検・評価（��と問題点）� 
講義科目については、試験やレポートを実施することによって、講義内容に関する学生個々

人の理解度を、客観的かつ公平に測定することができる。出席状況を考慮することも必要かも

しれないが、設備の関係で大人数の講義科目では実施が難しい。演習科目については、口頭発

表と質疑応答という方法が、学生のテーマへの取り組み状況と理解度を確認し指導するという

点で有効である。授業アンケートを利用することも、学生の理解度を測定するための間接的な

方法と言えよう。ただ、現在のところ、GPA 制度が導入されていないことが、問題点として指

摘できる。 

���方�（��の��・��に向�た方�）� 
GPA 制度に関しては、教務委員会を中心に検討が重ねられ、2010 年度から全学的に実施され

ることになった。出席管理のための設備の導入については、現在検討中である。 

 
必��卒業生の進路状況  
�現状��� 

2008 年度の卒業生の進路状況は、次の通りである。経済学科の卒業生数は 216 名で、そのう

ち就職活動をした者が 170 名、就職内定者が 167 名で、就職内定率は 98.2％であった。ヒュー

マンエコノミー学科の卒業生数は 142 名で、そのうち就職活動をした者が 111 名、就職内定者

が 109 名で、就職内定率は 98.2％であった。また、進学した者が両学科あわせて４名いた。 

就職先の産業分類別の状況については、両学科とも多岐にわたっているが、小売業、卸売業、

製造業、金融・保険業、情報通信業が多くなっている。 

�点検・評価（��と問題点）� 
就職内定率はかなり高い数字になっている。ただ一方で、卒業後に就職も進学もしていない

者が、経済学科で 46 名、ヒューマンエコノミー学科で 32 名もおり、無視できない数になって

いる。 

���方�（��の��・��に向�た方�）� 
就職を含めたキャリアの問題は、入学直後から考えるべきであるという観点から、2006 年度

より「キャリアデザイン論」を１年次の全員履修科目とし、また全学のキャリア教育を担当す
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る教員を採用した。 

 
（成績評価法） 
必��厳格な成績評価を行う���と成績評価法、成績評価基準の��� 
�現状説明� 

原則として、成績評価は科目担当者の判断に委ねられている。成績評価は 100 点を満点とし、

60 点以上を合格とする。さらに、評価は、優（80 点以上）、良（70～79 点）、可（60～69 点）、

不可（59 点以下）に分かれる。これらは、全学部共通である。教員は、すべての科目について

シラバスを作成し、そのなかで成績評価の基準を明記することが求められている。試験によっ

て成績評価を行う場合、定期試験終了後に模範解答あるいは要点の解説を提出することが求め

られているが、現状においては、提出数は極めて少ないと言わざるを得ない。また、学生に対

して成績を発表したあと一定期間は、成績に関して疑義がある場合は、「成績確認書」を提出す

ることによって申し立てをすることができるようにしている。学生から成績に関して問い合わ

せがあった場合は、教員は、書面あるいは面談によって回答しなければならない。なお、成績

発表後に成績変更を行う場合は、教授会での審議を経なけなければならない。 

�点�・評価（��と問�点）� 
シラバスの作成においては、成績評価基準を明記するよう、すべての教員に対して毎年度注

意喚起が行われている。定期試験終了後の模範解答あるいは要点の解説の提出についても、毎

回要請されているが、提出数はかなり少ないと言わざるを得ない。 

���方�（��の��・��に�けた方�）� 
2010 年度から GPA 制度が導入されることになり、これに伴って成績評価は、S（90 点以上）、

A（80-89 点）、B（70-79 点）、C（60-69 点）、D（59 点以下）に分けられることになった。GPA

を本格的に活用するようになれば、成績評価はさらに厳格なものとなろう。成績評価を厳格に

行うことによって、「成績確認書」の提出が増加することが懸念される。「成績確認書」に対し

て毅然とした対応をするためにも、模範解答あるいは要点の解説の提出は重要であり、定期試

験前には教務課からの依頼とともに教授会でも依頼を行っている。 

 
必��履修科目��の上限設定�、単位の���を�るための�置とその�用の��� 
�現状説明� 

１年次春学期から３年次秋学期までは、各セメスター25 単位、すなわち年間 50 単位に上限

が設定されている。４年次については、春学期と秋学期それぞれ 30 単位、年間で 60 単位に上

限が設定されている。経済学科とヒューマンエコノミー学科双方とも、３年次の必修科目とし

て「演習Ⅰ－１・２」を、４年次の必修科目として「演習Ⅱ－１・２」を設置しているが、「演

習Ⅰ」の単位修得を「演習Ⅱ」の履修条件としており、さらに「演習Ⅰ」の履修条件として、

次のような条件を課している。 

（１） 「経済原論Ⅰ」（１年次配当）、「経済学基礎演習１・２」（２年次配当）のいずれか４単

位以上 

（２） 学科科目の選択 A の科目のなかから８単位以上 

（３） 英語、ドイツ語、フランス語、中国語のなかから４単位以上 

（４） 上記の 16 単位のほかに、学科科目・「新入生演習」・基本科目・外国語科目・体育科目・

総合科目のなかから合計 28 単位以上 
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したがって、２年次の秋学期終了時に、上記の合計 44 単位を修得していなければ、３年次に

演習Ⅰを履修することができず、自動的に留年することになる。これは、各年次において着実

に単位を修得するよう促すための措置であるが、この条件を満たすことができずに留年する学

生も少なくない。 

�点検・��（��と問題点）� 
履修科目登録の上限については、少し多いかもしれない。一方、２年次から３年次への進級

について、修得科目と単位数のハードルを設けておくことは、計画的な履修を促すために有効

な方法である。このハードルが存在することは、入学直後の新入生対象のオリエンテーション

の時から、繰り返し注意している。また、合計 44 単位の内容も、学科科目あるいは共通科目に

偏ることなく、バランスのとれた履修になるよう配慮されている。 

�改�方策（��の改�・改革に�けた方策）� 
履修科目登録の上限の見直しについては、カリキュラム改革委員会と教務委員会において、

GPA 制度導入の議論と同時に、上限の引き下げを前提とした CAP 制度導入についても議論が行

われた。GPA 制度については 2010 年度から導入することが決まったが、CAP 制度については、

その影響について種々の意見が出され、現在引き続き検討中である。 

 
必��各年次およ�卒業時の学生の質を検�・確保するための方�の���（大学基礎デ

ータ 表６） 
�現状説明� 

『大学基礎データ（表６）』に示されているように、2008 年度について見ると、経済学科に

おいては卒業予定者 294 名に対して合格者 216 名（合格率 73.5％）、ヒューマンエコノミー学

科においては卒業予定者 198 名に対して合格者 142 名（合格率 71.7％）と決して高い数字とは

言えない状況になっている。この状況は、2006 年度、2007 年度についても同様である。ただし、

卒業予定者には、過去に演習の履修資格を満たすことができずに実質的に留年し、その年度に

卒業可能な学生が含まれ、一方、４年次ではあるが「演習Ⅱ」を履修していない、あるいは履

修登録の上限を上回る単位を残しているために卒業不可能な学生は含まれない。 

学生の質を確保するために採っている方策のひとつは、３年次の必修科目である「演習Ⅰ」

の履修条件として、科目を限定したうえで合計 44 単位以上の単位修得を設定していることであ

る。また、１年次から３年次までは春学期と秋学期それぞれ 25 単位（合計 50 単位）、４年次に

おいては春学期と秋学期それぞれ 30 単位（合計 60 単位）という履修制限も、各年次において

履修科目を慎重に検討するように誘導する効果がある。 

さらに、学生が着実に単位を修得することを側面から促す方策として、毎年春に教育懇談会、

秋に修学相談会を全学的に実施している。教育懇談会と修学相談会は、学生の保護者に対して

教員が当該学生の状況について説明するものである。春の教育懇談会においては、すべての学

生の保護者に連絡したうえで、留年している学生や修得単位が極端に少ない学生の保護者に対

しては特に出席を促している。秋の修学懇談会は、留年者と単位不足のため進級あるいは卒業

が危ぶまれる学生だけを対象としている。 

�点検・��（��と問題点）� 
必修科目である「演習Ⅰ」に履修条件を設定していることは、学生の質を確保する方法とし

て有効に機能していると思われる。一方、各年次における履修登録科目の上限設定については、

やや単位数が多くなっており、問題点として指摘できよう。 
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�改�方�（��の改�・改革に向けた方�）� 
2010 年度から GPA 制度を導入することになり、これが本格的に機能するようになれば、学生

が履修科目を選択する際、今まで以上に慎重に行動するものと期待できる。さらに、GPA と「演

習Ⅰ」の履修条件の設定とが相俟って、学生の質の確保に資するであろう。ただ、履修科目の

上限の引き下げを前提とした CAP 制度の導入は、現在、カリキュラム改革委員会と教務委員会

で検討中である。 

 
（履修指導） 
必��学生に対する履修指導の���  
�現�説明� 

Web 上で参照可能な『講義要項』では、詳しい講義内容のほかに、事前に履修することが望

ましい科目・並行して履修することが望ましい科目・事後に履修することが望ましい科目など

を示しており履修指導の大まかな枠組みを示している。３、４年生で演習に所属している学生

に対しては「演習Ⅰ」「演習Ⅱ」担当の教員が４月のオリエンテーションでクラス別に少人数で

個別指導を行っている。これに対し１年生および２年生などは大学生活にまだ余り慣れていな

いので、以下の１、２、のように全体で実施するものとクラス別の少人数で実施するものとを

両方行い、きめ細かく指導している。 

１、新入生 

４月の新入生入学時オリエンテーションにおいて、教務委員が『履修要項』等をもとに全般

的な説明を行っている。そこでは、単位とはどういうもので、卒業に必要な単位数はどのよう

に計算するか、１年次にどれだけ修得するのが望ましいか、そして単位の履修方法などを説明

している。その後に行われる１年次春学期の「新入生演習」（１クラス 20 人程度）クラス単位

のオリエンテーションでは、クラス担当の教員が主として『履修登録ガイド』を用いて細部に

わたる説明を２時間ほど行っているが、ここでは１年次に配当されている必修科目を中心に学

生に実際に時間割表を作成させてみるといった作業をさせている。すべての科目が掲載された

時間割表とは別に１年生から配当されている科目のみを掲載した時間割表を配布している。 こ

の新入生に対してはオリエンテーション期間に専用の時間と場所を設け全教員が分担して履修

相談を行っている。その際、これまで何年かにわたる履修相談で学生から出された質問とそれ

に対する回答を整理した文書を履修相談担当の教員に配布しており学生への返答に正確を期す

とともに、パワーポイントを用いて画面に重要な注意事項を絶えず映し出して学生の注意を喚

起している。2008 年度から履修登録は Web 上で行うようになり、各科目の詳細なシラバスもそ

こで参照できるが、パソコンを数十台設置してある教室で学生とともに実際に画面を見ながら

教員が指導している。 

２、２年生 

４月の２年次生全体オリエンテーションにおいて、教務委員が、２年次ではどれだけ単位を

修得すべきか、特に３年次で演習Ⅰを履修できるためにはどのような単位が修得されていなけ

ればならないか（本学部ではこの条件が満たされなければ卒業が１年延期となる）、を説明して

いる。引き続いて行われるクラス単位のオリエンテーションでは、１年次に「新入生演習」を

担当していた教員が２年生向けの開講科目についてなどの説明をしている。また、オリエンテ

ーション期間に専用の時間を設け新入生に対すると同様に履修相談を行っている。さらに、10

月には、３年次から始まる「演習Ⅰ」の選択について、『ゼミ選択ガイド』を用いた教員による
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ゼミ紹介ガイダンスを行っている。  

編入生や外国人留学生はもちろん大学生活には慣れていないし、留年が決定した学生は順調

な学生生活が送れていないので、特にケアが必要であり、以下の３、４、のように対応してい

る。 

３、編入学生および外国人留学生 

編入学生および外国人留学生に対しては、それぞれ時間帯と場所を設け、編入学生担当教員

または外国人留学生担当教員と教務課事務職員が学生生活全般の注意事項から履修方法の説明

まで細かく説明している。 
４、演習Ⅰ履修���者 

修得単位不足のため３年次に演習Ⅰを履修できなくなりしたがって留年が決定した学生に対

しては、学科別に担当教員が履修上の助言などを行っている。 

ほかにも、各教員が、学生と対話するための「オフィスアワー」を少なくとも週に一コマ（90

分）、各自の講義以外の時限に設置して学生の質問に答えるようにしている。オフィスアワーは

Web 上などでも明示している。 

［点�・��（�所と問�点）］ 

数年ほど前から、限られた人員と時間を重点的な目標、すなわち新入生と２年生の履修指導

を円滑に行うこと、に集中して投入しそこできめ細かく実施している。［現状説明］で述べた、

「学生に実際に時間割表を作成させてみる」、「１年生から配当されている科目のみを掲載した

時間割表を配布」、「質問とそれに対する回答を整理した文書を履修相談担当の教員に配布」、「パ

ワーポイント」の使用、など、ここ数年来少しずつ実現してきた。2008 年度の学生の履修の不

備が前年までと比べて激減したのは、以上のことと教務課の努力による Web 履修の実施による

ものと考えている。 

しかし、そもそも『履修要項』が内容的に整理されておらず重複していたり規定の説明の順

序がまちまちであったりしている。これを簡素化することにより学生の履修がよりスムーズに

行われるようになると考える。 

［改�方�（�来の改�・改�に�けた方�）］ 

『履修要項』の重複部分などのチェックは 2007 年度から始めており 2009 年度中に終了する

予定である。簡素化を目指した改定案を 2010 年度中に作成し改定実施は 2011 年度の予定であ

る。 
 
必��留年者に対する教育上の�置の���  
［現状説明］ 
１、演習Ⅰ履修���者 

前項で説明した通り、修得単位不足のため３年次に演習Ⅰを履修できなくなりしたがって留

年が決定した学生に対しては、学科別に担当教員が履修上の助言などを行っている。 

２、教育懇談会 

毎年６月に、学生の保護者を対象とした教育懇談会を本学および岡山で開催している。開催

の案内状と学生の成績表は全保護者に郵送しているが、それとは別に、留年した学生および単

位修得状況が一定の基準（１年次終了時の修得単位が 20 単位、２年次終了時 50 単位、３年次

終了時 76 単位）以下の学生の保護者に対しその現状を報告し懇談会への参加を強く促すような

文書を 2003 年度から郵送している。参加した保護者に対しては、全教員が分担して個別に各学
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生の履修登録・単位取得状況の説明を行い、学修および生活上の助言を行っている。ケースに

よっては、学生相談室に教員同伴で訪れることもある。 

３、修学相談会 

2007 年度からは 10 月にも修学相談会を開催している。これは単位修得状況が上述の基準以

下の学生の保護者のみを対象としている。これを開催することになった最も大きな理由は、上

述の教育懇談会が６月に行われるので１年次の春学期における単位取得状況に基づいて保護者

と面談するのが９ヵ月先になってしまう、ということである。 

�点検・評価（��と��点）� 
近年の単位不足の学生の保護者へ教育懇談会への参加を強く促す文書の郵送、10 月の修学相

談会の開催、によって留年者を減少させるための取り組みは次第に充実したものになってきた

と考える。また、2008 年度から、単位の少ない学生にその原因を記入させるアンケートを（予

め郵送しておき）懇談時に提出してもらう試みを始めたが、これを分析することでさらに新た

な対処方法を検討できると考えている。 

�改善方�（�来の改善・改革に�けた方�）� 
留年者に対しては、専門のカウンセリングを行える教職員が対応すべきかもしれないが、学

生の側にすると、担任でなくても良く知っている先生のほうが相談しやすいということが大き

いのではないか。新入生演習の１クラス人数を減らすことがぜひとも必要と考える。 

2008 年度の２月より、2010 年度からの実施を目指した GPA 制度、CAP 制度、初年度教育につ

いての検討を始めている。これらが実施されて１～２年間にわたって様子をみれば、新入生演

習やキャリアデザイン論、経済原論、英語講読などの１年生の科目の１クラス人数をどの程度

にできるかが明確になるはずである。 

 
（教育改善への組織的な取り組み） 
必��学生の学修の活��と教員の教育指�方法の改善を促進するための組織的な取り

組み（フ�カル�ィ・ディベ�ッ�メント（FD））およびその有効�  
��状説明� 

教育改善に関わる主要な組織としては、大学レベルでの全学自己評価委員会、学部レベルで

の経済学部自己評価委員会がある。従来これらは多様な活動を展開してきたものの、その力点

は授業評価アンケートの実施とそのフィードバックにおかれていた。しかるに昨今の社会的ニ

ーズと法令的要請もあって、教育改革をより包括的に推し進める全学組織として、今年 FD 推進

委員会が発足した。こうして全学自己評価委員会の枠をこえて外部評価などをより積極的に図

ることができるようになった。 

経済学部自己評価委員会はこれら二つの全学組織と連携し、かつ学部構成員の情報交換や相

互の研修を進める媒体たる位置をしめる。その主たる活動としては、学部の当該委員が全学組

織と学部教授会との橋渡し役を務めるとともに、全学組織による授業アンケートを学部の FD

に活用すること、懇話会を開催して学部メンバーの意見交換を深めること、これらの点検・評

価のために学部自己評価年報を刊行して内外の批判を仰ぐこと、さらには授業公開や学内の講

演会に参加を促すことなどが挙げられる。 

こうした教育改善のための全学・学部両レベルでの組織的な取り組みは、個々の教員による

授業改善に寄与し、学生の修学状況をより良好なものにかえうるうえで極めて有効である。 

�点検・評価（��と��点）� 
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学部自己評価委員会の FD 活動には全教授会メンバーの参加と協力がある。懇話会・年報とも

に論題は多岐にわたるが、近年特に授業評価のフィードバック、大人数授業の工夫、少人数・

学生参加型授業の推進、カリキュラムの再検討、３年次演習無資格者・留年学生への対応など、

学生の修学支援のための議論が急増している。教育改善が多様な学生の多様なニーズに応える

方向で進んでいるのは確実である。 

しかし現状では、課題の増加に比して FD 懇話会の頻度ないし時間が追い付いていない。その

ため課題の一つひとつがいわば総論的なかたちで論議されるに留まり、具体的な改善案が実施

されるのは少しずつというのが実情である。いかなる改善策にも正と負の両効果があり、しか

も予算から時間割に至るまでさまざまな制約条件に縛られるからである。 

�改善方策（�来の改善・改�に向けた方策）� 
改善の方向には大別して二つのものがある。学部レベルでは、FD 懇話会を、具体的なテーマ

を決め短時間でも頻繁に開催することになった。これは、これまでは長時間をかけて議論する

うちに論点が多岐にわたってしまい、具体策が出ないことが多かったことに対する反省からで

ある。また、以前から開催されている公開授業、全学部合同の講演会、教育研究所主催のシン

ポジウム、学外での研修会などへ積極的に参加するよう呼びかけている。教員個人のレベルで

は、各自の自発性を損なわない範囲で、授業内容や成績評価の調整を進める必要があろう。こ

れに関しては、まず１年次の必修科目である「経済原論Ⅰ」が複数クラスで開講されているの

で、具体的な調整を行うことになった。 

 

必��シラバスの作成と活用状況  
�現状�明� 

シラバスは現在、統一した形式で作成されている。近年テーマやスケジュールはもとより、

特に成績評価の基準がより明確になっている。シラバスの閲覧はオンライン化されており、学

内外から随時参照できる。各教員はその公開性を前提に執筆している。 

�点検・評価（長所と問題点）� 
たしかにシラバスは年々充実し、利用の便も向上している。しかしながら、全学授業アンケ

ートの全 15 項目のうち、履修に際してのシラバスの利用度を問う項目は、毎年最下位を続けて

いる。多くの学生は科目の概要をほとんど確認しないまま履修登録を行っているのである。活

用状況は良くないと言わざるを得ない。 

�改善方策（�来の改善・改�に向けた方策）� 
科目履修に際してのシラバスの利用度を上げるため、より周到なオリエンテーションが必要

であろう。また、その重要性を学生に周知するには、担当教員が授業中に適宜シラバスに言及

するのも有効であろう。しかし問題の根幹は、教員個人の努力不足というより、従来余りにも

自由な科目選択をゆるしてきた履修システムにあるのかもしれない。そこで、履修モデルを具

体的に提示することが必要と考え、経済学科に「経済分析」、「政策」、「国際」の３コース、ヒ

ューマンエコノミー学科に「生活」、「環境」、「比較経済」の３コースを、それぞれ作成した。 

 

必��学生による授業評価の活用状況  
�現状�明� 

授業アンケートは以前から各教員、各学部で個々に実施されていたが、2003 年に全学的な自

己評価活動の一環となり、爾来学生による授業評価の主な手段となってきた。アンケートはマ
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ーク式と自由記述式の併用である。アンケートの項目、様式、方法などについては毎年、全学

自己評価委員会と学部自己評価委員会での検討を加えて改良され、各科目の実情をより明確に

浮き彫りにするものとなってきている。また、アンケート結果のうち全学・学部・学科データ

はこれら二つの委員会で論議され、個人データは各教員によって活用されている。 

��検・評価（長�と問��）� 
全学授業アンケートは、学生の評価と要望を引き出し、各担当教員の反省のきっかけとなっ

ている。しかしながら、そうした評価・要望が次期の授業にどこまでフィードバックされてい

るかは疑問が残る。学部懇話会などでの議論を経るものの、それは結局のところ各教員の自由

裁量に任されており、また現状では科目別の集計結果がマーク式・記述式ともに成績発表のの

ち担当教員にのみ返却されるからである。 

�改善方�（�来の改善・改�に�けた方�）� 
授業アンケートを次期の授業の改善に役立てるためには、教員個人の自発的な努力や FD 懇話

会での啓蒙といった従来の仕方を継続するだけでなく、さらに学部内の一定の責任者（例えば

学部長、学科長、FD 関連委員）が集計結果に基づいて各教員と相談の場を持つことが提案され

ている。もとよりこれは教員評価を意図したものではない。 

 

（授業形態と授業方法の関�） 
必��授業形態と授業方法の��性、�当性とその教育指導上の有効性  
�現状�明� 

授業形態は、大きく、講義科目と演習科目に分けることができる。学部の性格上、講義科目

が多くなることはやむを得ない。まず、演習科目については、次の通りである。１年次配当の

「新入生演習」は、１クラス 20 人程度に設定されている。２年次配当の「経済学基礎演習１・

２」は、１クラス 40 人強に設定している。３・４年次配当の「演習Ⅰ・Ⅱ」は、年度によって

多少の差はあるが、上限 20 人程度である。外国語の英語は、１クラス 40 人程度で指定クラス

を設けている。「経済原論Ⅰ」は講義科目であるが、必修科目として重視しているため、できる

限り少人数を維持するよう、現在１クラス 85 人前後で実施している。その他の講義科目につい

ては、例年受講生が多い科目については複数クラスを開講し、できる限り 400 人を上回らない

よう配慮しているが、400 人を上回る科目もなお存在している。経験上、受講生が多いと予想

される科目については、あらかじめ複数のクラスを用意している。 

「専門の学芸を教授」（「大学設置基準」第 19 条１項）するためには、体系だった講義科目が

必要であり、これはそれほど少人数でなくとも有効に指導を行うことができる。経済学部では、

多くの講義科目を提供し、「広く知識を授ける」（「学校教育法」第 83 条１項）よう努めている。

一方、演習など少人数で実施する授業では、ある程度個別指導を行うことが可能であり、ほと

んどの教員はそれぞれの「演習」で、単位とはならないが卒業論文の指導を行っている。 

��検・評価（長�と問��）� 
講義科目については、余り大人数にならないよう、複数クラスを設けるなど配慮しているが、

まだ改善の余地はある。「経済学基礎演習１・２」については、単位が履修できなかった学生の

ためのクラス（再履修クラス）を用意していなかったため、１クラスの人数が多くなっていた

が、2009 年度から再履修クラスを設けるようになった。「経済原論Ⅰ」は、再履修クラスを設

けてはいるが、正規のクラスと同じ春学期にしか開講していないため、再履修者にとっては制

約となっている。 
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�改善方�（��の改善・改�に向けた方�）� 
現在、大学全体として、履修科目登録を春学期・秋学期の２回行う方向で検討が進められて

いるので、「経済原論Ⅰ」の再履修クラスを、秋学期に開講するよう調整しているところである。 

 
必����なメディアを活用した授業の導入��とその�用の���  
�現���� 

各担当教員の判断で、講義における資料や補助教材として、マルチメディアを活用した教材

が使用されている。さらに、インターネット上に公開された情報も積極的に利用されている。

板書を補完するもの（あるいはかわるもの）として、プレゼンテーション用スライドをプロジ

ェクタで表示させる等の方法（例えばパワーポイント）は、学部専任教員のうち３分の２（20

名前後）によって、行われている。加えて、講義資料を個人サイトに掲載する教員は数名なが

ら徐々に増えつつある。 

2008 年度から全学レベルで教育用の授業管理ソフト（UNIVERSAL PASSPORT）が導入された。

これによって、シラバスの公開や講義関連資料の配布、学生からの課題提出の受け取り、授業

に関する連絡事項の伝達などが容易に行えるようになった。 

また、帝塚山大学が提供する TIES も利用可能で、講義の支援に数名の学部専任教員が利用し

ている。 

�点検・��（��と問題点）� 
パワーポイントなどのツールを使用することで、授業の進行速度アップに効果を上げている。 

マルチメディア設備を備えた教室の整備も充実しており、希望教員は、こうした設備を十分

に活用できる体制が整っている。マルチメディア教材の利用は、今後一層推進されていくもの

と考えられる。 

ただし、教室のなかには既存の教室にスクリーンを追加したケースがある。この場合には黒

板の前にスクリーンが降りてくるため、黒板との併用が困難である。ほかの機器などとの配置

の問題があるため改善は困難であるが、大規模な教室の改修の際には改める必要がある。 

パワーポイントなどのツールを利用して板書のかわりにすると、学生がノートを取らなくな

る傾向がある。事前に資料を配布したとしても根本的な問題の解決にはならないので、別の方

法で解決する必要がある。 

�改善方�（��の改善・改�に向けた方�）� 
普通教室でもプロジェクタを表示できる環境が整備されつつあり、それを活用する教員も

徐々に増加している。しかし、積極的に活用する専任教員の比率は、未だ学部全体の３分の２

程度と充分ではない。その一方で、IT 機器を含めたマルチメディア機材の利用に不慣れな教員

も居り、FD 研修や総合情報教育センター開催の講習会などへの参加を積極的に呼びかけていく。

もちろん、マルチメディア教材の活用が常に有効であるというわけではなく、どの局面で、ど

ういう方法で活用することに意義があるのかといった点や、学生がノートを取らない問題など

については、今後も、FD 研修の場などを通じて、教員相互の理解を深めていく。 

 
必��「��授業」による授業科目を����している大学・学部等における、そうした

制度の�用の���  
�現���� 

該当する授業科目は実施していないので該当しない。 
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③ 国内外との教育研�交流 
（国内外との教育研�交流） 
���国際�への対�と国際交流の推進に�する基本方�の���  
������ 

本学では、学生に対しては学生交換制度を整備し、次のような大学と協定を結んでいる。 

１ ヨーロピアン・ビジネス・スクール（イギリス） 

２ バルドスタ大学（アメリカ） 

３ フェリス大学（アメリカ） 

４ グリフィス大学（オーストラリア） 

５ ディーキン大学（オーストラリア） 

６ タスマニア大学（オーストラリア） 

７ グジャラート大学（インド） 

８ 南京大学（中国） 

９ チェンマイ大学（タイ） 

短期の語学研修として、海外セミナー（ロンドン）と海外セミナー（モンタナ）を利用する

ことができる。 

また経済学部では、南京大学（中国）との間で結ばれた協定に基づく「共同教育プログラム」

による編入生を受け入れている。 

専任教員に対しては、教員交換制度が設けられており、バルドスタ州立大学（アメリカ）、ゲ

ッチンゲン大学（ドイツ）、ゲッチンゲン専門大学（ドイツ）がその対象となっている。また、

これ以外にも、長期・中期・短期の海外研修を利用することができる。 

��検・��（長�と問題�）� 
経済学部の学生が、学生交換制度を利用して留学した実績は次の通りである。2004 年度に経

済学科の学生１名がグジャラート大学（インド）へ、2006 年度に国際経済学科の学生１名がグ

ジャラート大学（インド）へ、2007 年度にヒューマンエコノミー学科の学生１名がチェンマイ

大学（タイ）へ、それぞれ派遣された。大学として国際交流を積極的に推進しており、その機

会も十分提供されていると考えられるが、その機会が十分には生かされていないかもしれない。 

���方�（��の��・��に�けた方�）� 
学生交換制度においては、派遣期間が、グジャラート大学が約 10 週間で、ほかの８大学が約

４ヵ月となっている。この期間は、本格的な留学と呼ぶには短いため、検討の余地があるかも

しれない。留学期間を長くするためには、単位認定の問題を考慮しなければならず、まだ具体

的な検討には至っていない。 

 
④ 通信制大学� 
（通信制大学�） 
���通信制の大学・学部における、実�している教育の内容、方法、単位認定、学位�

�の���とそのための��整備の��� 
������ 

通信制の学部は設置していないので該当しない。
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�．経営学部 

�到達目標� 

経営学部は、本学の教育理念に基づき、「豊かな教養を培ったうえに、経営学の教育を通し

て、企業・組織を分析し、その組織体の所期の目的を達成するために、自立的かつ柔軟に思考

し行動できる人材を育成する」ことを教育理念とし、「経営学科では特に経営、会計、ビジネス

法分野を、また、マーケティング学科では国際、情報、起業、ビジネス心理分野を重点的に学

ばせることにより、専門知識を有した社会で有為な人材を育成して、広く社会の発展に寄与す

る」ことを教育目標として掲げている。このような教育目標を達成するため、経営学部では以

下の到達目標を掲げる。 

（１）早期の目標形成のための導入教育の充実。 

（２）経営学の主要分野それぞれの基礎的学力を身につけるための講義体系の構築。 

（３）創造性の育成のための、基礎、基幹、展開・応用科目といった体系的科目配置と、細分

化された知識と情報を一つの知見にまとめ上げる統合性を涵養する総合的科目の充実。 

（４）学部独自の「特色ある教育」への取り組みの一環としての、起業家的人材の育成のため

の実践型・参画型教育の充実。 

（５）学科間、各メジャー間の壁を低くし、多様な学生に対応するカリキュラム体系の構築。 

（６）将来の職業選択を見据えた、１年次から４年次までの継続的なキャリア形成支援教育の

充実。 

（７）少人数教育の充実。 

 

① 教育��� 

（学部・学科�の教育��） 

必�：教育目標を実�するための学���としての教育��の体系性（大学設置基�� 19

��１�） 

�������点�・��（�所と��点）� 

「共通科目」は、本学が文系総合大学である特色を活かし、全学科共通科目として幅広い分

野にわたる科目を設定している。共通科目の設定における基本的な考え方としては、大学での

学習活動のなかで修得する専門的知識を、卒業後、広く実社会で生かしていくために、豊かな

人間性と深い教養、幅広い視野、国際化社会時代に対応できる語学力など、基礎となる知識を

身につけ、各分野での専門知識を学ぶうえにおいて非常に重要で、確かな土台づくりを目指し

ている。 

① 新入生演習：新入生演習では、各学科の担当教員が１年次に 20 人前後のゼミナール形式

において、大学での学修に必要な基礎的素養を身につけ、「学ぶ」ことの面白さを知るため

の科目を開講している。何をどのように学ぶか、２年次以降の学習の進め方などについて担

当教員と共に考える機会を持ち、大学教育へのスムーズな適応を図っている。また、経営学

部では、学科を構成する各メジャーの教員がローテーションで担当する、カリキュラム「浸

透」の時間を設け、学部学科のカリキュラム全体を、直接担当する教員がガイドすることに

より理解の促進を図っている。 

② 基本科目：深い教養を身につけ、幅広い視野を持つために、基本的な知識・教養として学

習しておくことが望ましいと考えられる科目を基本科目として以下の三つの分野にわたっ

て開講している。また、おのおのの学修プランに柔軟に対応できるよう、すべての基本科目
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は１年次より配当され、自由に履修できるよう展開されている。 

言語と文化�地球上のいろいろな地域にまたがり、長い時代を経て地理的にも歴史的に 

も多様に形成されてきた人間社会を文化と言語の側面から捉える。 

生活と社会�社会のなかでの人間と、社会の形成に関する問題を、経済学、心理学、社会学、

法学などの理論を通して見る。 

自然と数理�自然現象の捉え方・考え方を学ぶことによって、人間を自然の中で理解できる

ようにする。また、いかなる分野の専門知識にも必要となる合理的な思考の形成の基礎とな

る科目を含む。 

③ 外国語科目�英語をはじめとして、ドイツ語、フランス語、中国語および日本語（外国人

留学生および帰国生徒のうち指定された学生のみ履修）といったさまざまな言語を学ぶこと

を通じて、幅広いコミュニケーション能力を身につけるだけではなく、それぞれの言語の背

景にある文化をも学ぶ。外国語科目の履修を通して、社会で活躍し貢献できる力を身につけ

ることができ、また人間的な成長をより促し、豊かな人生を送ることができると考える。な

お、外国語科目は、学習効果を高めるため、各言語について１年次から３年次まで段階的な

年次配当を行っている。 

④ 体育科目�体育科目は講義と実技に分かれ、講義は体育概論およびスポーツ概論に、実技

は基礎体育、応用体育および余暇生活実習に細分化されている。人間を身体的に理解し、ス

ポーツおよびレクリエーションを通じて人格の形成を行うことを目的としている。また、体

育科目は１年次より自由に履修が可能である。 

⑤ 総合科目�総合科目では、本学の独自性や特性を打ち出すとともに、多様な能力を引き出

し、それに応えようとするものである。総合的・学際的色彩を持つ科目を、「追大 UI 科目」、

「追大プロジェクト科目」、「国際交流科目」の３分野にわたって展開している。なお、多く

の科目は１年次より自由に履修できるが、効果的な学習を考慮し一部科目は２年次、３年次

からの配当としている。 

⑥ 「学科科目」の概略を記すと以下の通りである。なお、卒業に必要とする単位は、124 単

位である。学科必修科目は両学科とも、「学科基礎 A」として、経営学の基礎、簿記の基礎、

ビジネス法の基礎、および情報リテラシー科目からなる８科目 16 単位と、「演習」分野の「基

礎演習１・２」、「発展演習１・２」、「卒業演習１・２」の６科目 12 単位である。「学科基礎

A」の科目は学部・学科の基礎科目であり１年次に配当されている。ここでは、経営に関す

る理論的基礎のみならず、会計・法律・情報リテラシー・経営倫理といった職業人として当

然わきまえておくべき必須の人的・社会的素養をバランス良く養うものとする。 

⑦ 演習科目は原則として、同一教員が２年次から三年間一貫教育を行う。演習科目は本学部

の専門教育の要であり、新入生演習とならんで少人数教育の中心でもある。なお、演習の履

修条件として、３年次の「発展演習１・２」を受講するには、２年次までに「基礎演習１」

または「基礎演習２」を含めて 44 単位の修得を義務づけている。「卒業演習１・２」の履修

には、「基礎演習１・２」の修得と、「発展演習１」または「発展演習２」の修得を義務づけ

ている。 

⑧ 学科�体を通じて中�となる科目群として上記「学科基礎 A」（必修）と共に「学科基礎 B」

（選択必修）を設けている。「学科基礎 B」分野は基幹科目に相当する科目であり、２年次に

配当されている。経営学科では、経営管理論、経営倫理、経営組織、会計学原理、原価計算

論、民法（総則、物権法）、商法（総則・商行為）、会社法に関する科目群のなかから、一定
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の条件を満たしたうえで８単位以上の修得を義務づけている。マーケティング学科では、国

際経営論、産業心理学概論、経営数学、情報科学概論、経営倫理、経営組織、マーケティン

グ論、心理解析法に関する科目群のなかからやはり一定の条件を満たしたうえで、８単位以

上の修得を義務づけている。 

その他の「学科選択科目」は、学部・学科の「学科基礎 B」とまでには位置づけられていな

い基幹科目、および展開・応用科目に相当する科目であり２年次または３年次以上に配当さ

れている。経営学科では、「経営」、「会計」、「法学」メジャーに関連する、またマーケティン

グ学科では、「国際マーケティング」、「情報マーケティング」、「起業マーケティング」、「ビジ

ネス心理」メジャーに関連する豊富な科目群を準備している。また、経営学部独自の「特色

ある教育」の一環として、多くの講義科目内やゼミ活動の一環として、本学専任教員に加え

て、マーケティングのビジネス化やベンチャー起業での成功者、コンサルタント、公認会計

士などの多くの実務家を特別講師や兼任講師として招いて講義や講演を実施している。さら

に、学部全体の取り組みとして、平成 19 年度の現代 GP に採択された「地域と連携した起業

家的人材の育成」の活動として、異なる業種のチャレンジショップ「追風」を５店舗展開し

ている（「平成 20 年度報告集」参照）。これにより、参加学生は、起業・経営体験や経営実践

を通して理論や技術の大切さを理解できるとともに、地域活性化にも貢献できることになる。

なお、学生が現揚の産業人からの生の情報に触れる機会を確保し、大学と産業界との協力関

係を構築するため、経営学部科目として「経営特殊講義３（大和証券提供講座）」、「経営特殊

講義４（野村證券提供講座）」等の、いわゆる「冠講座」も開講している。 

メジャー毎の特徴としては以下のようになる。 

�経営学科� 

経営学メジャー：経営学の専門的能力、広い教養、高い倫理性を備えた人材の育成を目指し、

１年次に経営学の基礎として「経営学概論１・２」を、２年次には「経営管理論１・２」、「経

営組織」、「経営倫理」などの基礎・基幹的科目を、また種々の経営管理各分野の科目を展開・

応用科目として３年次以降に配置して体系立った学習が可能になるように配慮している。 

会計学メジャー：「会計学の理論と会計実務との融合」を理念とし、会計学の教育を通して会

計学の教養、すなわち、会計的発想を身につけ、会計情報の作成および分析ができる人材の育

成を目指す。１年次には初学者を対象として「入門簿記」、「初級簿記」、２年次には基幹科目

として「会計学原理１・２」、「原価計算論１・２」を、また、展開・応用科目として、２年次

以降に種々の選択科目群を配置している。 

法学メジャー：コンプライアンス（法令遵守）を自ら具現化できる人材の育成、法律的専門分

野の基礎力の涵養、さらには法の精神である「正義と衡平」を希求する信条を育て、倫理観を

涵養し、真に社会的責任を果たすことができる人材の育成を目的として、企業・組織が社会的

有用性を確保するために必要な法律的素養を体系的に学べるよう構成している。 

�マーケティング学科� 

国際マーケティングメジャー：国際経営に係る技能として欠かせないコミュニケーション能力

の育成のため、１年次配当の共通科目の語学科目に加えて、学科科目として経営実務英語、異

文化間コミュニケーション科目、英語教育と異文化体験をかねねた海外研修プログラムとして

国際共同演習科目を開設している。また、自主活動科目として各種資格・検定試験の成績を単

位認定し、多様な学習を可能にしている。 

起業マーケティングメジャー：企業家経済の時代において、事業創造とマーケティングを重視
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し、理論と専門的スキルを修得することにより、地域経済への貢献と我が国の将来を担う人材

の育成を目指して、マーケティング論、中小企業論、ベンチャービジネス論等と演習系科目を

体系的に配置し、講義科目と演習系科目の相互作用によりベンチャー創造、事業継承、事業再

生等のスキルを形成する。 

情報マーケティングメジャー：対象となる事柄の大まかな把握と仮説の設定能力、情報の収集

能力、情報の分析能力、分析結果の読み取り能力、プレゼンテーション能力等を有する人材の

育成を目的として、情報リテラシー関連科目、情報科学関連科目、プログラミン関連科目およ

びメディア関連科目を体系的に配置している。 

ビジネス心理メジャー：経営の現場における重要な心理的課題のうち特に、「労働の心理」、「リ

スクの心理」、「市場の心理」の分野について体系的に学ぶことができるように配慮している。

具体的には、経営学の基礎を修得後、ビジネス心理分野の基本となる科目を、その後方法論を

学び、さらに「労働の心理」、「リスクの心理」、「市場の心理」の各分野のテーマに合わせた専

門的科目を学ぶ。 

経営学部では、演習科目である「基礎演習１・２」、「発展演習１・２」および「卒業演習１・

２」については、経営学科、マーケティング学科のいずれの学科に属していても、互いに別学

科の教員が担当する同科目を履修することができる。さらに、経営学部内の別学科の開講科目

についても、30 単位を限度として、卒業に必要な単位として認め、各メジャーおよび各学科間

の壁を低く設定している。その他、副専攻として他学部・他学科の指定された科目 20 単位まで

は卒業に必要な単位として認めている。このように、多様な学生の要望に応えられる体制を整

えている。 

経営学部独自の取り組みとして特記すべきものとしては以下のような取り組みを挙げること

ができる。 

�「特色ある教育」：体験に基�く発見的・自�開発型学習 

経営学部独自の特色ある教育への取り組みとしては、2008 年度は以下のような外部講師を招

いた授業や講演会を、専門演習、あるいは学科科目の一環として実施した。産学連携による授

業として、「ベンチャービジネス論１・２」で、多くの経営者をお招きして、オムニバス方式で

ビジネスのエッセンスを聴講し、考えさせる双方向の参加型授業を行った。また、「マーケティ

ング演習１・２」においても、マーケティングの体系に沿ってリレー形式で講義を行ったが、

その際には多くの社会人の方々を講師と招き、テーマに沿ってディスカッションを行った。ワ

ークショップ型実践教育として、工場見学会（キリンビバレッジ舞鶴工場）や、「IT パスポー

ト試験対策講座」を開催した。また、マルチメディア支援プログラムとして、「動画および静止

画による Web 作成」、「超発想法 isop による電子 KJ 法（携帯電話メールの活用と発想法）」、「携

帯 GPS 活用＆Web 活用授業のモデル実験」の講座を実施した。さらに、社会人を招いての講演

会として、経営学メジャーでは、「情報を活用する。情報編集力と報・連・相」、「経営学を学ぶ

意義」や「社会と経営倫理」、法学メジャーでは、「企業が必要とするコンプライアンス精神、

学生時代に学んでほしい法律感覚」や「税務の金融マーケティング実務における影響」、国際マ

ーケティング分野では、「アフリカの現状から、日本の国際関係の未来を読む」等各メジャーあ

るいは経営学科・マーケティング学科全体にまたがる多数のテーマによる特色ある講座を開催

した。 

�現代 GP：チャレンジショップ「��」－地域と連携した�業家的人材の育成 

経済のグローバル化や市場主義経済の進展に伴って「企業家的人材」の育成が求められるよ
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うになってきた。経営学部ではかねてから企業家的人材の育成を目指してきたが、学生自身の

起業・経営体験を実践する試みとして、2005 年 10 月に茨木商工会議所の協力を得て地元茨木

市春日商店街の空き店舗を利用し「チャレンジショップ「追風」」を開店した。そこでは学生が

さまざまな店舗を商品のリサーチから仕入、販売、経理に至るまですべて担当して実際に起業・

経営を体験した。このような体験型の教育の目的は、こうした活動により自ら問題点を発見し、

解決に向けて行動できる自立型人材を育成していくことにあり、本学および経営学部の教育理

念・教育目標に合致したものと言える。このプログラムが好評であり、教育効果も大きいこと

からこれをさらに拡充して、2007 年度から「チャレンジショップ「追風」」のバリエーション

を拡大し、地域もひろげて合計５店舗の展開を図ることによって参加学生数の増大と学生の選

択性の拡大を図ることにした。数々の困難に直面し、かならずしも順風満帆というわけではな

いが、2008 年度には各店舗を本格的に稼働させることができた。各店舗は地域とのコラボレー

ションによる教育実践を通じて、地域活性化に貢献することも目指している。さらに経営学部

の講義と演習では参画型教育をより重視し、外部の実務家等による講義や指導も組み入れ、理

論と実践の統一性を目指している。 

この「起業家的人材」育成のプログラムは、独立自営の起業家を輩出することだけを目指し

ているわけではない。より広く、既存組織に所属し、そこでイノベーター的に新規企業の立ち

上げを担う人材、NPO 活動をベンチャー的に行う人材の育成も対象としている。すなわちどの

地域でも最も必要とされる人材の育成を目指している。 

このプログラムは「地域と連携した起業家的人材の育成」として現代的教育ニーズ支援プロ

グラム（現代 GP）に応募したところ、５倍を超える競争率のなかで採択され、実施に移すこと

ができたものである。なおこのプログラムに関しては、地域社会との緊密な連携のもと、地域

社会へ大きく貢献しており、「評価大項目７．社会貢献」の章で詳細に記述している。 

�改善方�（将来の改善・改革に向けた方�）� 

共通科目については、全学的な立場より改善、改革が図られる。日常的運営のなかでの問題

点の改善や、共通科目の語学関連科目の配当等は全学的委員会の教務委員会で、また、全学的

立場に立った将来計画はカリキュラム検討委員会などで検討される。 

学科科目に関する改善については、マーケティング学科が 2008 年度に完成年度を迎えるにあ

たり、2009 年度からの学部全体のカリキュラムを見直した。その際に、通常の授業時間内では

なく学外活動として実施される「参画型・実践的型教育」を支援する科目として、2009 年度よ

り「マーケティング インターンシップ１・２」の科目内容を更新した。さらにその後の中長期

的な改善を目指して、カリキュラムの見直しを継続的に行っている（2008 年７月３日の「経営

学部中長期計画―中間報告―」や 2009 年３月 10 日および４月９日の「FD 懇談会議事メモ」を

参照）。 

 

必��教育��における基礎教育、�理性を�う教育の���け 

�現�����点検・評価（長所と問題点）� 

経営学部では、後期中等教育から高等教育への円滑な移行が大学における教育レベルを向上

させるという観点から、少人数教育形式で以下のような導入教育を実施している。 

（１）少人数のゼミナール形式において、大学での学修に必要な基礎的素養を身につけ、「学ぶ」

ことの面白さを知るため、「新入生演習」を１年次春学期開講に開講している。何をどのよ

うに学ぶのか、２年次以降の学習の進め方などについて担当教員と共に考える機会を持ち、
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大学教育へのスムーズな適応を図っている。また、経営学部では、学科を構成する各メジ

ャーの教員がローテーションで担当する、カリキュラム「浸透」の時間を設け、学部・学

科のカリキュラム全体を、直接担当する教員がガイドすることにより理解の促進を図って

いる。 

（２）１年次に学部の基礎科目を、「学科基礎 A」分野として分類し、両学科とも必修として履

修させている。具体的には「経営学概論１・２」、「入門簿記」、「初級簿記」、「情報リテラ

シー１・２」の８科目 16 単位である。このような基礎科目を１年次に履修させることによ

り、２年次以降の専門科目（基幹科目、展開・応用科目）の本格的な学習への円滑な導入

を図っている。 

（３）倫理性を培う教育としては、共通科目の「市民生活と法１・２」、「現代社会と倫理」、「現

代社会と人権１・２」、「入門ジェンダー論」や一般教養人としての倫理感を、また、経営

分野で対象となる企業ないし組織においては、学科科目「経営倫理学」を学部創設以来開

講している。 

�改善方策（�来の改善・改�に�けた方策）］ 

「新入生演習」については、毎年学生および担当教員に対してアンケート調査を実施してお

り、「教務グループ会議」、「FD懇談会」等でその年度の反省と改善策を協議し、次年度の運営法

を教授会に提案し実施している。今後もこの体制を維持していく。倫理性に対しては上記科目

以外には、ゼミ担当教員等を通してその浸透を図る。 

 

必須：「専�に�る専門の学�」を教授するための専門教育的授業科目とその学部・学科

等の理�・目的、学�の体�性�びに学�教育法� 83 条との適�性 

�現���］���・�価（��と���）］ 

学科必修科目は両学科とも、「学科基礎A」として、「経営学概論１・２」、「入門簿記」、「初級

簿記」、「情報リテラシー１・２」の８科目16単位と、「演習」分野の「基礎演習１・２」、「発展

演習１・２」、「卒業演習１・２」の６科目12単位である。すなわち、「学科基礎A」では、経営

に関する理論的基礎のみならず、会計や法律、経営倫理といった職業人としてわきまえておく

べき必須の人的・社会的素養をバランス良く養うものとする。これらの科目は学部・学科の基

礎科目であり１年次に配当されている。 

演習科目は原則として、同一教員が２年次から三年間一貫教育を行う。演習科目は本学部の

専門教育の要であり、新入生演習とならんで少人数教育の中心でもある。なお、演習の履修条

件として３年次の「発展演習１・２」を受講するには、２年次までに「基礎演習１」または「基

礎演習２」を含めて44単位の修得を義務づけている。「卒業演習１・２」の履修には、「基礎演

習１」および「基礎演習２」の修得と、「発展演習１」または「発展演習２」の修得を義務づけ

ている。 

学科全体を通じて中核となる科目群として上記「学科基礎A」と共に「学科基礎B」（選択必修）

を設けている。「学科基礎B」分野は基幹科目に相当する科目であり、各専門分野別に以下のよ

うな科目が設定されている。 

�経営学科� 

経営学分野：「経営管理論１・２」、「経営倫理」、「経営組織」 

会計学分野：「会計学原理１・２」、「原価計算論１・２」 

法学分野：「民法（総則）」、「民法（物権法）」、「商法（総則・商行為）」、「会社法１」 
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�マーケティング学科� 

経営学分野：「経営倫理」、「経営組織」 

国際経営学分野：「国際経営論１・２」 

起業分野：「マーケティング論１・２」 

数理・情報学分野：「経営数学１・２」、「情報科学概論１・２」 

ビジネス心理分野：「産業心理学概論１・２」、「心理解析法１・２」 

なお、いずれの科目も２年次に配当されているとともに、１と２のセット、または以下に述

べる組み合わせをセットとして８単位以上の修得を義務づけている。すなわち、経営学科では、

「経営倫理」と「経営組織」、「民法（総則）」と「民法（物権法）」、「商法（総則・商行為）」と

「会社法１」で１セットと、マーケティング学科でも、「経営倫理」と「経営組織」で１セット

としている。 

さらに、その他の「学科選択科目」は、「学科基礎B」とまでには分類されない基幹または展

開・応用科目に相当する科目であり２年次または３年次以上に配当されている。経営学科では、

「経営」、「会計」、「法学」メジャーの、マーケティング学科では、「国際マーケティング」、「情

報マーケティング」、「起業マーケティング」、「ビジネス心理」メジャーに関連する以下のよう

な豊富な選択学科科目群を準備している。 

�経営学科� 

経営学メジャー：「経営史１・２」、「人的資源管理論１・２」、「財務管理論１・２」、「生産管

理論１・２」、「マーケティング論１・２」、「経営数学１・２」などの経営管理各分野の各論に

あたる専門科目を配し、組織の運営に関する基本的・普遍的な理論と知識およびその応用につ

いて修得させる。 

会計学メジャー：「中級簿記１・２」、「連結会計論」、「財務会計論１・２」、「管理会計論１・

２」、「経営分析論１・２」、「監査論１・２」、「国際会計学１・２」等の科目を通して会計学の

素養を具えた人材の育成を図る。 

法学メジャー：「民法（債権法総論）」、「民法（債権法各論）」、「行政法１・２」、「市場競争法」、

「知的財産法」、「商法（手形法・小切手法）」、「国際法務１・２」、「税法１・２」、「労働法１・

２」等の科目をおき、国内・国外を問わず複雑化してきている企業経営上の法務の素養を具え

た人材の養成を図る。 

�マーケティング学科� 

国際マーケティングメジャー：「国際関係論１・２」、「国際マーケティング論１・２」、「異文

化コミュニケーション１・２」、「ネゴシエーション論１・２」、「国際市場戦略」「多国籍企業論」、

「BRICs 経営論」、「貿易実務１・２」等をおき、一層の普遍化・国際化が予想されるマーケッ

トに即応し、特に関西地区が地理的・歴史的に密接な関係を有するアジア諸国への企業進出や

国際取引なども視野に入れた教育を行う。 

情報マーケティングメジャー：「経営情報論１・２」、「ソフトウェア・システム論１・２」、「プ

ログラミング演習１・２」、「マネジメント・システム論１・２」、「マーケティング情報システ

ム論１・２」、「社会調査法」、「市場調査法」等をおき、「経営データ分析」などともあわせ、

どのような事業・分野においてもキーとなる情報の収集・分析・加工について、基本理論の修

得のみならず、実際の体験により具体的スキルを修得する、実践型の教育を目指す。 

起業マーケティングメジャー：「ベンチャービジネス論１・２」、「中小企業経営論１・２」、「ベ

ンチャーファイナンス論１・２」などの理論科目と、「マーケティング演習１・２」、「ベンチ
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ャーファイナンス演習１・２」などの演習科目を設け、創業のための事業構想や販売施策の策

定、資金調達に係る知識を授けるとともに、少人数の演習科目を通じて学生自身によるビジネ

スモデルの策定を援助し、大学側から積極的に潜在的若手起業家の発掘を行うことを目指す。 

ビジネス心理メジャー：「消費行動研究論１・２」、「リーダーシップ論」、「リスクコミュニケ

ーション論１・２」、「消費者心理学」、「ビジネス心理研究法演習１・２」等を設け、「労働の心

理」、「リスクの心理」、「市場の心理」の学習を行い、心の通った経営を理解させる。 

なお、経営学部では、経営学科、マーケティング学科のいずれの学科に属していても、互い

に別学科の学科科目を 30 単位を限度として、卒業に必要な単位としてカウントできる。もちろ

ん、どちらの学科に属していても、現代 GP プログラムにも参加できる。すなわち、各メジャー

および各学科間の壁を低く設定して、多様な学生の要望に応えるようにしている。 

�改善方策（将来の改善・改�に�けた方策）� 

学科科目に関する改善については、マーケティング学科が完成年度を2008年度に迎えるにあ

たり、2009年度からの学部全体のカリキュラムを見直した。その際に、通常の授業時間内では

なく学外活動として実施される「参画型・実践的型教育」を支援する科目として、「マーケティ

ング・インターンシップ１・２」の講義内容を変更した。さらに、学部の学科体制、学部・学

科カリキュラムの見直し等を含め、その後の中長期的な改善については、学部長の主導の元に

学部懇談会等で議論を深め継続的に見直しを行っている。例えば、2008年７月３日には、学長、

大学担当常務理事、副学長、学長補佐等と学部教授会メンバーとの間で、学部の将来計画およ

び学生募集に関する意見を聴く場として「執行部との懇談会」を開催した。また、11月20日に

は、新入生演習に関しての「FD懇談会」を、2009年３月10日と４月９日には、学部の中長期計

画について、特に、現在の学部教育の問題点の洗い出しと解決法の検討を目的に懇談会を開催

した。 

 

必�：一般教養的授業科目の�成における「幅広く深い教養�び総合的な��力を�い、

豊かな人間性を�養」するための配�の��性 

�現�����点検・��（長�と問題点）� 

本学の共通科目（基礎科目、外国語科目、体育科目、総合科目）については、全学共通のカ

リキュラムとして位置付けられており、以下全学共通の内容として記述する。共通科目の設定

における基本的な考え方としては、大学での学習活動のなかで修得する専門的知識を、卒業後、

広く実社会で生かしていくために、豊かな人間性と深い教養、幅広い視野、国際化社会時代に

対応できる語学力など、基礎となる知識を身につけ、各分野での専門知識を学ぶうえにおいて

非常に重要で、確かな土台づくりを目指している。 

本学の一般教養的授業科目は「共通科目」のなかの「基本科目」、「体育科目」と「総合科目」

で提供されている。「基本科目」は、本学が文系総合大学である特色を活かし、全学科共通科目

として幅広い分野にわたる科目を設定している。基本科目は以下の三つの分野にわたって開講

している。また、おのおのの学修プランに柔軟に対応できるよう、すべての基本科目は１年次

より配当され、自由に履修できるよう展開されている。 

言語と文化：地球上のいろいろな地域にまたがり、長い時代を経て地理的にも歴史的にも多様

に形成されてきた人間社会を文化と言語の側面から捉える。 

生活と社会：社会のなかでの人間と、社会の形成に関する問題を、経済学、心理学、社会学、

法学などの理論を通して見る。 
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自然と�理�自然現象の捉え方・考え方を学ぶことによって、人間を自然のなかで理解できる

ようにする。また、いかなる分野の専門知識にも必要となる合理的な思考の形成の基礎となる

科目を含む。 

体育科目は講義と実技に分かれ、講義は「体育概論」および「スポーツ概論」に、実技は「基

礎体育」、「応用体育」および「余暇生活実習」に細分化されている。人間を身体的に理解し、

スポーツおよびレクリエーションを通じて人格の形成を行うことを目的としている。また、体

育科目も１年次より自由に履修が可能である。 

総合科目では、本学の独自性や特性を打ち出すとともに、多様な能力を引き出し、それに応

えようとするものである。総合的・学際的色彩を持つ科目を、以下の４分野にわたって展開し

ている。多くの科目は１年次より自由に履修できるが、効果的な学習を考慮し「国際現地研修

１・２・３」、「キャリア形成論」、「ボランティア論」、「オーストラリアを学ぶ」は２年次、「イ

ンターンシップ１・２」は３年次からの配当としている。 

�大UI科目�「学び論」、「北摂を学ぶ」 

�大プロジェクト科目�「インターンシップ１・２」、「キャリア形成論」、「ボランティア論」、

「オーストラリアを学ぶ」 

国際交流科目�「交換留学（インド、オーストラリア、アメリカ、中国）」、「海外セミナー１・

２・３」、「国際現地研修１・２・３」 

このように本学における一般教養的授業科目は、経営学部の専門性に偏ることなく、幅広く

豊かな教養、人間性、的確な判断力が修得できるように配慮されている。 

���方�（��の��・��に�けた方�）� 

一般教養的授業科目に関しては、全学的な課題であり、教務委員会、カリキュラム検討委員

会で検討される。経営学部としては、特に「インターンシップ１・２」に関し、全学的見地か

ら実習企業開拓、学生指導方法の提言を行う。 

 

必��外国語科目の�成における学部・学科�の理�・目的の実現�の配慮と「国際化�

の�展に��に�応するため、外国語能力の育成」のための�置の��性 

�現������検・��（長�と�題�）� 

英語をはじめとして、ドイツ語、フランス語、中国語および日本語（外国人留学生および帰

国生徒のうち指定された学生のみ履修）といったさまざまな言語を学ぶことを通じて、幅広い

コミュニケーション能力を身につけるだけではなく、それぞれの言語の背景にある文化をも学

ぶ。外国語科目の履修を通して、社会で活躍し貢献できる力を身につけることができ、また人

間的な成長をより促し、豊かな人生を送ることができると考える。なお、外国語科目は主に共

通科目として提供され、学習効果を高めるため、各言語について１年次から３年次まで段階的

な年次配当を行っている。また、共通科目のなかの「総合科目」には国際交流科目として、「交

換留学（インド、オーストラリア、アメリカ、中国）」、「海外セミナー１・２・３」や「国際現

地研修１・２・３」が設置されており最大４単位まで卒業に必要な単位として認めている。さ

らに、語学教育に関連する学科科目には、英語関連では、「経営実務英語１～４」、「経営外国文

献講読１・２」、「異文化コミュニケーション１・２」および、アメリカ ノースウェスタン ミ

シガン カレッジでの３週間にわたる演習を中心とする「国際共同演習１」とオーストラリア メ

ルボルン大学における同様のプログラム「国際共同演習２」が、また英語以外の語学に関連す

る科目としては、「韓国の文化と社会１・２」、「現代韓国事情」などがあり、グローバル化する
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経営環境のなかで活躍するための基礎の確立のために不可欠な科目を提供していると評価して

いる。 

しかしながら、外国語教育においていくつかの問題点があることは率直に認めざるを得ない。

例えば、 

（１）卒業に必要な外国語科目（英語、ドイツ語、フランス語、中国語）が６単位のみであり、

しかも各国語を取り混ぜることが可能となっている。また、先修条件を定めていないので、

スキルがあるわけではないのに初歩的な科目を受講せずにレベルの高い科目を登録するな

どの弊害がある。 

（２）また、各国語がそれぞれ体系的に学べるように科目が提供されているにもかかわらず、

多くの学生が最小限の科目を１年次に履修しそれだけで済ましている。 

（３）国際共同演習科目については、費用の問題もあり、例年ミシガンでの「国際共同演習１」

のみが開講され、メルボルンでの演習はここ数年不開講である。 

等を挙げることができる。 

�改善方策（将来の改善・改�に�けた方策）� 

経営学部では 2009 年度からのマーケティング学科の定員増を申請するにあたり、学部として

のカリキュラムを修正したが、その際には、経営学部のみの努力では解決困難な問題が多く、

外国語科目のカリキュラムについては手づかずのままである。今後は、学部の将来計画の作成

と歩調を合わせて抜本的な改善策を探るとともに、当面は大学全体の共通科目の語学科目の改

善策や、国際交流教育センター提供の「国際交流科目」の拡充等とうまく連動させることによ

り改善を図っていく。なお、初歩的な科目を受講せずにレベルの高い科目を登録するなどの問

題点への対応は、当面は指導等の運用により改善を図る。 

 

必��教育課程の開設授業科目、卒業�要総単位に�める専門教育的授業科目・一般教養

的授業科目・外国語科目等の量的配分とその適切性、妥当性 

�現�����点検・評価（長�と問題点）� 

2009 年度における教育課程の開設授業科目は、共通科目（新入生演習１科目、基本科目 69

科目、外国語科目 76 科目、体育科目 10 科目、総合科目 16 科目）、学科必修科目（経営学科、

マーケティング学科とも、「学科基礎 A」８科目、および「演習科目」６科目）、学科選択必修

科目（「学科基礎 B」科目で経営学科 12 科目、マーケティング学科 14 科目）、学科選択科目（経

営学科 171 科目、マーケティング学科 169 科目）である。 

経営学部の卒業必要単位数は 124 単位以上であり、そのうち、学科必修科目の「学科基礎 A」、

「演習」と、選択必修科目の「学科基礎 B」の内８単位以上を含めて学科科目を 76 単位以上修

得し、外国語科目の６単位以上と体育科目の２単位以上を含めて、共通科目を 38 単位以上の修

得が要求される。いわゆる専門教育科目の履修要件が若干多いが、適切であると判断する。 

�改善方策（将来の改善・改�に�けた方策）� 

現在のところ、専門教育的授業科目・一般教養的授業科目・外国語科目等の量的配分とその

適切性、妥当性に問題はないと判断しているが、継続的に検討している学部の中長期計画にお

いて、これらについても必要に応じて検討を加える。 

 

必��基礎教育と教養教育の��・運営のための��体�の確立とその���� 

�現�����点検・評価（長�と問題点）� 
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共通科目（基礎科目、外国語科目、体育科目、総合科目）については、全学共通のカリキュ

ラムとして位置付けられており、全学的な委員会であるカリキュラム改革委員会（2008 年度か

らリニューアル）および教務委員会が、共通教育の運営についての管理・責任を担っている。 

カリキュラム改革委員会は、副学長を委員長とし、各学部長、教務部長、教育研究所所長、

各学科選出委員で構成されている。また、教務委員会は、教務部長を委員長とし、各学科選出

の教務委員、英語以外の外国語担当者より選出された委員、体育担当者より選出された委員、

資格課程担当者より選出された委員で構成されている。 

学部の基礎教育の実施・運営は、基本的に学部教授会の責任のもとで行われている。基礎教

育の実施・運営にあたっては、専門的観点からの判断を要するため、経営学科とマーケティン

グ学科の学科長と教務委員をメンバーに含む教務グループで事前に検討を行い、最終的に教授

会の議を経て承認している。 

以上のように基礎教育と教養教育の実施・運営のための責任体制は確立され実践されており、

おおむね適切であると評価できる。しかしながら、共通科目については、その基本方針を決定

するカリキュラム改革委員会であるが、まだその機能が十分に発揮されているとは言い難い。 

�改�方策（��の改�・改革に�けた方策）� 

共通科目全体の方針を決定する主体は、副学長を議長とするカリキュラム改革委員会である

が、その機能をまだ十分に発揮されているとは言い難い。カリキュラム改革委員会、あるいは

教務委員会に共通科目検討部会といったような部会等を設置する等の対策が必要であると考え

るが、これは全学的な検討事項である。経営学部としては、実質的には経営学部が主導してい

る「インターンシップ１、２」に関して、全学的なサポート体制を早急に整えることを要望し

ている。 

 

必��カリキュラム�成における、必修・選択の�的�分の適切�、�当� 

�������点検・評価（長所と��点）� 

経営学部では、「経営学部規程」により、卒業必要単位数を 124 単位以上修得しなければなら

ないと規定している。共通科目は、基本科目、外国語科目、体育科目、総合科目で構成されて

おり、経営学科、マーケティング学科とも必要単位数について、次のように定めている。必修

科目ではないが、「新入生演習」は１年次春学期に全員が履修することが求められている。外国

語科目については、英語、ドイツ語、フランス語および中国語の科目から６単位以上、体育科

目からは２単位以上修得する必要がある。卒業に必要な共通科目の単位数は、上記外国語科目

と体育科目を含めて 38 単位以上である。 

学科科目については、両学科とも、「学科基礎 A」と「演習」の科目が必修で合計 24 単位で

ある。また「学科基礎 B」に分類される科目から、セットでとる等の一定の条件を満たしたう

えで８単位以上を修得する必要がある。以上の科目を含めて、学科科目は 76 単位以上修得する

必要がある。 

経営学部では設定している必修科目は合計 24 単位で、卒業に必要な単位数の 19％に相当す

る。それに加えた、選択必修科目で最低限修得する必要のある単位数は、共通科目で８単位、

学科科目でも８単位で合計 16 単位である。これらを加えると、40 単位の科目選択について必

修あるいは選択必修の制約を課していることになる。これは卒業必要単位数の約 32％に相当す

る。必修科目あるいは選択必修科目を比較的多めに設定しているのは、体系的に学習させるこ

とを比較的優先させたことによるわけで、体系的学習をさせるという観点から評価できるもの
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と考えている。さらには、経営学部では、学科間・各メジャー間の壁は低く設定しているので、

最低限の体系的な学習を保証するための適切な措置であると確信している。その反面、学生に

とっては、履修登録の際に間違いが生じやすいが、2008 年度から導入された履修登録システム、

および新入生演習を含む演習担当者の丁寧な履修指導で解決できるものと考えている。 

���方策（将来の��・��に向けた方策）� 

上述したように、履修登録の際に間違いが生じやすいが、2008 年度からの導入された履修登

録システム、および新入生演習を含む演習担当者の丁寧な履修指導で解決できるものと考えて

いる。また、必修、選択必修科目の見直しを含めて、カリキュラムの見直しは学部の将来構想

とあわせて学部懇談会等で継続的に見直している。 

 

（カリキュラムにおける高・大の�続） 

必��学生が後期中等教育から高等教育へ円滑に移行するために必要な導入教育の実施状

況 

��状説明� 

経営学部では、後期中等教育から高等教育への円滑な移行に資するよう、大きく分けて２つ

の施策を講じている。 

第一は、入学予定者に対するものとして、 

（１）入学前教育プログラムであるプリエントランスの集いの実施と「学び論 C」の開講であ

る。 

第二は、入学後の本学部生を対象にするもので、 

（２）「新入生演習」（春学期）と「キャリア・ガイダンス」（秋学期）の開講である。 

���・��（��と問題�）� 

（１）入学前教育プログラムのうち、プリエントランスの集いは、年内（入学年度の前年 12

月まで）の入試で合格し入学手続きを完了した入学予定者全員を翌年１月末の土曜日に本学に

集め、全学行事に引き続き経営学部独自のプログラムとして毎年実施している。内容は、経営

学部に入学後の大学生活に関しての概要（学部・学科の特色・留学プログラム・演習・卒業後

の進路など）を説明したり、小論文など課題を課したりするものである。後者の課題について

は、各自が自宅で答案を作成し大学に郵送したものを添削したうえ再び返送していたが、2007

年度からは課題の実施（２月および３月の２回）とその詳細な結果分析を外部に委託している。

2008 年度の課題提出状況は、次頁の表にまとめられる。2008 年度から開始した「学び論 C」の

対象は、プリエントランスの集いと同じく年内の入試に合格し入学手続きを完了した入学予定

者のうち希望者である。それぞれの学部・学科がオムニバス形式で担当する 12 月末の３日間の

集中講義の開講であり、受講修了者に対して、本学の単位認定に値すると認められる場合には、

入学後、当該科目の単位（２単位）が認定される。これら入学前教育プログラムは、入学が早

期に決定している学生を、後期中等教育から高等教育へと円滑に移行させることを主たる目的

とし、入学予定者の学習意欲やその他モチベーションの維持向上、大学生活に対する疑問や不

安の緩和、大学入学後の個々の目標の明確化等もあわせて図るものである。 
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入学前教育プログラムの課題提出状況（2008 年度） 

 
対象者 

第１回 第２回 

提出者 提出率 提出者 提出率 

経営学科 182 159 87.4％ 150 82.4％ 

マーケティング学科 161 140 87.0％ 117 72.7％ 

合  計 343 299 87.2％ 267 77.8％ 

（２）「新入生演習」（春学期）・「キャリア・ガイダンス」（秋学期）は、高等教育への導入を目

的とした全員履修科目であり、本学部１回生は学籍番号別のクラスを指定され全員が受講して

いる。「新入生演習」（春学期）では、20 名前後の少人数のクラスにおいて、科目履修や大学生

活全般に関する指導（ほかに図書館ガイダンスや外部講演会等を含む）のほか、２年次以降の

「基礎演習」を担当する教員が中心となって自身の専門分野をわかり易く各クラスを回って解

説している（ローテーション制度の採用）。ローテーション制度は、１年次科目を担当していな

い経営学部の教員に対し、なるべく多くの学生が親しめることを目的としたものであり、経営

学の諸分野の概要に関する知識を修得し、かつ専門演習を決定する際に役立っている。また、

単一の教員を割り当てた場合に指摘されるクラスごとの教育内容の差異を最小化することにも

寄与していると言えよう。「新入生演習」（春学期）の最終回に実施されるアンケートでは、当

該制度の妥当性を受講生から毎年聴取しているが、おおむね好評であり抜本的な変更を求める

回答は少ないものである。しかしながら、ローテーション制度では、大学における学習に必要

な基礎的な能力やコミュニケーション能力の獲得、および大学生活全般についての完全な理解

が保証されるとはかならずしも言い得ないことも事実であって、統一した内容の実施などを組

み込むかどうかは検討している事項である。なお、「新入生演習」（春学期）の各クラスの担当

教員（ローテーション制度は採用するものの、各クラスの担任が置かれている）は、２年次春

学期の「基礎演習１」が開始するまでは引き続き担当学生とさまざまな形で関わることになる。 

「キャリア・ガイダンス」（秋学期）は、本学部卒業後の生涯設計に思いを馳せてもらうこと

で、大学生活をそのために如何に過ごすかを帰納的に理解させることにより、導入教育の役割

を果たすものである。 

以上、経営学部では、学生が後期中等教育から高等教育に円滑に移行するために必要な各種

の導入教育を実施してきている。しかしながら、入学する学生の後期中等教育までの学力には

相当の分散が見られ、なかには大学での高等教育に耐えうるだけの基礎学力が十分に備わって

いるとは言えない学生が存在しているのも事実である。後期中等教育から高等教育へ円滑に移

行するためには、一定の効果を上げていると考えられる現状の導入教育に加えて、実情に応じ

た教育システムを新たに構築することも必要である。 

���方�（将来の��・��に�けた方�）� 

大学入学前後の高等教育についての本学部の導入教育に関しては、各種の制度が設定され、

一定の効果を上げてきていると考えられる。しかしながら、個々の学生の後期中等教育での諸

課程の習熟度合いを測定し、その必要に応じた高等教育への導入教育のためのプログラムを実

施するという観点から見ると十分とは言えない。このため、将来において、高等教育を受ける

ために必要な基礎学力を入学する学生に示したうえで、リメディアル教育を重点的に行う授業

科目を新たに設置するなどして、学生の基礎学力の養成・強化を目的としたプログラムを構築
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する必要があると思われる。 

 

（カリキュラムと���験） 

必�：���験につながりのあるカリキュラムを持つ学部・学科に�ける、カリキュラ

ム�成の適�性 （大学��データ 表�） 

�現状��� 

該当するカリキュラムは実施していないので該当しない。 

 

（医・歯・薬学系のカリキュラムに�ける��実習） 

必�：医・歯・薬学系のカリキュラムに�ける、��実習の位置�けとその適�性 

�現状��� 

医・歯・薬学系の学部・学科は設置していないので該当しない。 

 

（インターンシップ、�ランティ�） 

任�：インターンシップを導入している学部・学科等に�ける、そうしたシステムの実施

の適�性 

�現状������・評価（�所と���）� 

本学では、全学部の３年次学生を対象に、インターンシップを正規の授業として 1999 年度か

ら単位認定している（春、秋学期各２単位）。経営学部が授業の主管学部としての責任を持ち、

全学的に推進している。インターンシップ授業の参加状況は下表の通りであり、学生の参加人

数、受け入れ企業の開拓状況、また授業内容の多様性など他大学の状況に比べ極めて高いレベ

ルにあると評価できる。 

 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 

対象学生数（３年

次全学生数） 
1,415 1,375 1,456 1,479 1,575 

実習参加学生数 183 156 187 175 148 

受け入れ企業数 100 94 125 110 123 

単位：人数 

�．シラ�スに�るインターンシップ実施の�い 

インターンシップ授業は、「組織のなかで働くときに必要な技能と知識を修め、高度で専門的

な職業人を目指す」ことをテーマに、春、秋学期とも学生全員によるスピーチ、外部講師によ

る講義、講演を多く取り入れ実施している。 

春学期：各業界の経営者、人事担当者、現場責任者を講師に招き、ビジネスについて実践的に

学習し、最終的に夏期休暇中に企業や市役所等の職場で２週間以上実習する。仕事を体験的に

学び、職業適性を探ることが目標となる。また実習に先立ち、履歴書の書き方、面接の受け方

などを個人ごとに指導する。 

秋学期：春学期で経験した企業実習に関する全員のスピーチを含む報告会等を行い、実習の成

果をしっかり身につけさせる。報告会実施にあたっては、実習報告書を提出させ、文章の書き

方などの指導を行う。またチームに分かれビジネスゲームなどのケーススタディを実施、ビジ

ネスの仕組みを学ぶと同時に、グループワークの重要性を体験し、リーダーシップを向上させ

る。さらに各自企業研究を行わせそれに対し個別指導を行う。 
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２．指導�制 

授業担当の主管部門である経営学部から３名の教員が担当、ほかに経済学部から１名の教員

を加えた計４名の教員に加え、キャリア開発担当の事務系のスタッフ２名で実施している。 

３．スピーチに�る学生の成� 

毎年同じ傾向にあるが、各学生の春学期、秋学期のスピーチを比較すると内容に大きな差が

ある。約２週間の企業実習とそれに伴う準備やレポート、企業担当者への礼状などを通じ、学

生は自らの行動に大きな自信を持つようになったことがスピーチに表れており、インターンシ

ップの大きな成果である。 

４．学生の�� 

特に学生は、外部企業の経営者、担当管理者の講義を極めて熱心に聴講している。この授業

に対する学生の参画意識は極めて高くほぼ全員が企業実習に参加している。平均２週間にわた

る企業実習の感想は、学生の実習報告書から判断して、企業の事業内容・厳しさ、学生と企業

人の取り組み姿勢の差など多くの点について深く感銘を受けていることがうかがわれ、人生観

さえかわったという学生がいるほどである。 

�．��点 

学生が希望する企業と実際の実習先がミスマッチしているケースが多い。最初の面談で希望

通りの実習先が決まる比率は半数程度で、完全に学生の希望を受け入れるところまでは至って

いない。ただ学生は、希望とは異なる職種、企業における実習でも積極的に参加、収穫を得て

いることが実習報告書からうかがえる。 

���方�（�来の��・��に向けた方�）� 

１．受け入れ企業の開拓 

学生が希望する職種、業界、企業に派遣できるよう企業の受け入れ先の開拓を今後とも積極

的に行うと同時に学生自身が自己開拓できるよう支援する。 

２．ゼミ担当教員の参画 

インターンシップに参加する学生数が多く、よりきめ細かく個人ごとの指導を行い、また就

職にも結び付けるため、ゼミ担当の教員の積極的関与を行う仕組みを考える｡ 

３．授業内容の�� 

今までの内容に加え、ロールプレイ、グループディスカッション、より多くのスピーチの機

会、文書（ビジネス文書、履歴書、挨拶状・礼状など）作成の指導など、従来以上に学生が直

接参加できる内容を増やす。 

４．主管部門の��および外部��の検討 

今後さらに参加学生人数が増える可能性が高く、学生個人ごとのきめ細かいフォローをする

ため、主管部門を経営学部からキャリア開発部へ移管すると同時に、一部外部の人材を活用す

ることも検討する。 

 

（授業形態と単位の関�） 

必��各授業科目の特�・内容や履�形態との関�における、その各�の授業科目の単位

計�方法の�当性 

��状��� 

本学では、単位制を採用し、開講科目の授業形態、授業方法、時間数等によってそれぞれ付

与する単位数を規定している。１単位の授業科目は、学生による自習も含め 45 時間の学習を必
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要とする内容をもって構成することを標準とし、具体的には次のような基準となる（学則第 19

条・経営学部規程第 16 条）。なお、本学では１時限を 90 分授業で行い、制度上２時間の時間数

として取り扱っている。 

（１）講義、演習科目は 15 時間の授業をもって１単位とする。 

・毎週１時限（２時間）の授業が春学期または秋学期 15 週行われる科目 

２時間の授業×15 週＝30 時間 →２単位 

・毎週２時限（４時間）の授業が春学期または秋学期 15 週行われる科目 

４時間の授業×15 週＝60 時間 →４単位 

（２）外国語、実験、実習、実技科目は、30 時間の授業をもって１単位とする。 

・毎週１時限（２時間）の授業が春学期または秋学期 15 週行われる科目 

２時間の授業×15 週＝30 時間 →１単位 

上記のほか、総合科目のうち国際交流科目の各国交換留学、海外セミナーおよび国際現地研

修については本学の設定する約 20 日間から５ヵ月間のプログラムを修了することによって、ま

た学科科目のうち国際共同演習１（ミシガンセミナ―）と国際共同演習２（メルボルンセミナ

―）については、研修授業、企業訪問・調査およびホームステイから構成される３週間から４

週間のプログラムを修了することによって、４単位を修得できる。また、３年次配当のインタ

ーンシップは、事前研修を経て、夏期休業期間中の２週間に企業・自治体などで実習すること

で２単位を修得できる。 

��検・��（��と問題�）� 

経営学部では、学則（第 19 条）にしたがった単位計算を原則とし、科目の特性に応じた適切

な対応が現段階においてなされており、特に問題はないものと考えられる。 

���方策（��の��・��に�けた方策）� 

経営学部では、学則（第 19 条）にしたがい科目の特性に即応した基準によって単位の計算を

行っており、問題となる事項は現存しないと考えられる。しかしながら、今後とも引き続いて

その妥当性について留意していくものとするが、授業内容を理解するのに支障があれば、履修

単位制限（各セメスターで１年次から３年次は 25 単位、４年次は 30 単位）の上限の見直しや

教育方法の変更など何らかの施策を講じなければならないと考えている。 

 

（単位互換、単位認定等） 

必��国内外の大学等での学修の単位認定や�学前の�修得単位認定の適切性（大学設�

基準第 28 条第２項、第 29 条）（大学基��ータ �４・�５） 

�現���� 

１．国内外の大学等での学修の単位認定 

経営学部では、国内においては、別に定める放送大学の科目を修得した場合ならびに「大学

コンソーシアム大阪」単位互換協定により科目を修得した場合および別に定める資格・検定試

験で一定以上の成績を修めた場合は、総合科目（共通科目）として認定し、それぞれ最大４単

位まで卒業に必要な単位として認めている。また、国外の大学等での学修については、国際交

流科目（総合科目）として、１年次からの交換留学、海外セミナーおよび２年次以降配当の国

際現地研修を認定し合計で最大４単位まで卒業に必要な単位として認めているほか、学科科目

として「国際共同演習１・２」の２科目を設定し、それぞれ４単位を卒業に必要な単位として

認めている。 
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このうち、放送大学については、「追手門学院大学と放送大学との単位互換に関する規則」

（2002 年 12 月９日制定）にしたがい、放送大学から通知のあった指定科目（例えば、ネット

上 http：//www.otemon.ac.jp/kyogaku/030701hoso.htm で公開）の成績が 60 点以上のものに単

位を認定することになっている（同規則第９条）。 

「大学コンソーシアム大阪」に関して、2007 年度のコンソーシアム内での単位互換制度によ

る単位認定状況については、認定者数１名（マーケティング学科）、認定単位数４単位であった

が、2008 年度は該当者はいなかった。その他、単位互換協定以外で大学独自に行っている単位

認定（大学設置基準第 29 条および第 30 条）は、本学部において 2008 年度は実施されていない

が、学則第 24 条で認めている。 

資格・検定試験については、実用英語技能検定（２級以上）、TOEIC®（500 点以上）、TOEFL®

（470 点以上）、日本漢字能力検定（２級以上）、日本商工会議所簿記検定（３級以上）、ドイツ

語技能検定（４級以上）、実用フランス語技能検定（４級以上）、中国語検定（準４級以上）、漢

語水平高試（基礎１級以上）について単位を認定している。 

国外の大学での学修としては、本学が学生交換協定を締結する６ヵ国・８大学（アメリカの

バルドスタ大学とフェリス大学、イギリスのヨーロピアン・ビジネススクール、オーストラリ

アのグリフィス大学とディーキン大学、インドのグジャラート大学、中国の南京大学およびタ

イのチェンマイ大学）に留学が可能であり、また本学の国際交流教育センターが企画する海外

セミナー（ロンドン・モンタナ、モンタナは 2008 年度から開始）のほか、経営学部が企画・主

催する国際共同演習（ミシガンセミナー、メルボルンセミナー）が存在している。学生の国際

交流の実績は、『大学基礎データ（表 11）』にあるが、６ヵ月以上の期間を要する学生は、全学

で中華人民共和国からの受け入れ１名である。その他、学則第 24 条および「経営学部における

本学入学以前および以後の修得単位の認定に関する基準」（2000 年２月 28 日制定）で、本学に

入学後外国の大学で修得した単位については、本学の開講科目（学科科目・共通科目）に相当

すると見なしうる単位を修得している場合は、教授会の議を経て読みかえを認めている。ただ

し、読みかえる単位は 30 単位を上限とし、入学する以前に修得した単位を合わせて 60 単位を

超えないものとしている。 

２．入学前の履修単位認定の��� 

本学に入学する前に修得した単位数は、学部の定めにしたがい認定される（学則第 23 条およ

び「経営学部における本学入学以前および以後の修得単位の認定に関する基準」）。これに基づ

き、本学部では、３年次編入生に対し、本大学および他大学、短期大学、高等専門学校または

専修学校において履修した科目について、単位認定の審査および入学前履修科目の本学科目へ

の読みかえのうえ、本大学における授業科目の履修と見なしている。その場合、単位認定制度

としては、入学前の履修単位を、（１）本学共通科目（基本科目、外国語科目、体育科目および

総合科目）として一括認定（48 単位）するもの、（２）経営学部学科で開講している科目（学

科科目）を 20 単位まで単位認定優遇措置に基づき読みかえ認定するものが存在する。また、経

営学部の単位の認定および読みかえは、経営学部の両学科長と教務委員が共同してその案を作

成し、教授会における審議を経て最終的に決定される。 

編入学のほか、高大連携の一環として、本学は 2007 年度中に大阪府立茨木西高等学校・阿武

野高等学校の２校と教育交流に関する協定書を締結し、2008 年４月から特別受講生の制度を開

始している。これは、本学で開講される春学期「学び論 B」と秋学期「人間関係の心理学」を

両高校在学生が受講し、該当学生が本学に入学したさいに本学の単位認定に値すると認められ
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た場合は、当該科目を卒業に必要な単位（２単位または４単位）として認定するものである。

さらに、2008 年 12 月には、本学への入学が決定している高校生を対象にした「学び論 C」が開

講され、本学の単位認定に値すると認められる場合は、当該科目を認定する（２単位）するこ

とになっている。 

�点検・��（��と問題点）� 

以上、経営学部における国内外の大学等での学修の単位認定は、制度として充実したもので

あって、開設されていない科目の学修機会を付与し、かつ他大学生との交流、国際的な視野の

拡大や大学生活の充実につなげるという目標を十分に達成可能なものであると考える。しかし

ながら、現在のところ、制度の利用状況は低調である。 

また、経営学部における入学前の履修単位認定は、編入学生については適切かつ明確な認定

の審査および履修済科目の本学科目への読みかえのプロセスを経て決定されており、高校生を

対象にした全学のプログラムの履修単位認定は、本学の学生の基準と同等の基準での単位認定

が実施されており、現状において特段の問題点はないものと考えられる。 

���方�（��の��・��に�けた方�）� 

国内外の大学等での学修の単位認定については、制度の充実に比較して、学生の利用状況は

低調であると言わざるを得ない。経営学部では、すでに学生の学修ニーズに即応した授業プロ

グラムを提供してきていると考えるため、利用状況を増大させることのみが望ましいとはかな

らずしも言えないものの、他大学生との交流や海外での学習体験は学内では得がたい貴重なも

のであるので、従前以上に喚起していくことにしたい。また、資格・検定試験は、卒業後の進

路決定に鑑みても、積極的な挑戦を奨励したい。このため今後は、本学部の設定する制度の概

要を学生に説明し、制度の積極的な活用を働きかけていくことが必要である。さらに、本学部

の学生の学修ニーズを調査するなどして、個々の制度自体の拡充を図っていくことも重要であ

ると考える。 

入学前の履修単位認定は、明確な基準に基づき公正なプロセスにしたがってなされており、

適切であると考えられる。今後とも、適切性を確保し続けられるように努力していきたい。 

 

（開設授業科目における専・兼比率等） 

必��全授業科目�、専任教�が担当する授業科目と�の�合（大学基��ー� 表３） 

�現状説明� 

経営学部の開設授業科目（学科科目）と全学科共通の科目（共通科目）の専兼比率は、下表

の通りである。 

学科 

（科目分類） 
 必修科目 

選択必修 

科目 

全開設 

授業科目 

経営学科 

（学科科目） 

専任担当科目数（A） 110 20 161 

兼任担当科目数（B） 16 ０ 36 

専兼比率 ％ 

（A／（A＋B）＊100） 
87.3 100.0 81.7 

マーケティング学科 

（学科科目） 

専任担当科目数（A） 78 10 137 

兼任担当科目数（B） ０ ２ 28 

専兼比率 ％ 

（A／（A＋B）＊100） 
100.0 83.3 83 
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全学科共通 

（共通科目） 

専任担当科目数（A） ― ― 285.2 

兼任担当科目数（B） ― ― 433.2 

専兼比率 ％ 

（A／（A＋B）＊100） 
― ― 39.7 

 

経営学部の数値も含まれる全学科共通の科目（共通科目）では、総計で 718.4 科目開講し、

そのうち専任教員が 285.2 科目（39.7％）、兼任教員が 433.2 科目（60.3％）を担当している。

全学科共通の科目（共通科目）には、新入生演習、基本科目、外国語科目、体育科目および総

合科目が含まれるが、このうち新入生演習は本学部の専任教員がすべて担当している。 

経営学部経営学科では、総計で 197 科目開講し、そのうち専任教員が 161 科目（81.7％）、兼

任教員が 36 科目（18.7％）を担当している。必修科目は 126 科目開講し、専任教員が 110 科目

（87.3％）、兼任教員が 16 科目（12.7％）を担当している。選択必修科目は 20 科目開講し、そ

のすべて（100.0％）を専任教員が担当している。選択科目については 51 科目開講し、専任教

員が 31 科目（60.8％）、兼任教員が 20 科目（39.2％）担当している。 

マーケティング学科では、総計で 165 科目開講し、そのうち専任教員が 137 科目（83.0％）、

兼任教員が 28 科目（17.0％）を担当している。必修科目は 78 科目開講し、そのすべて（100.0％）

を専任教員が担当している。選択必修科目は 12 科目開講し、専任教員が 10 科目（83.3％）、兼

任教員が２科目（16.7％）を担当している。選択科目については 75 科目開講し、専任教員が

49 科目（65.3％）、兼任教員が 26 科目（34.7％）担当している。 

���・��（長�と���）� 

このように経営学部の専任教員が担当する経営学部の開設の科目（学科科目）とその割合は、

必修科目、選択必修科目について両学科とも総じて 80％以上であり、経営学科の選択必修科目

とマーケティング学科の必修科目は 100.0％となっている。したがって、経営学部が開設する

科目（学科科目）の担当において、専任教員はその重責を十分に果たしていると考える。また、

大学全体としては、兼任教員の担当授業数の増減に特に配慮しており、カリキュラム編成の早

い時期において、翌年度の増減、特に増加数を把握し、学部長や教務部長など関連各部署に報

告するようにしている。 

�改善方�（��の改善・改�に��た方�）� 

経営学部が開設する学科科目の専兼比率は経営学科 81.7％、マーケティング学科 83.0％と高

く、現在のところ緊急に改善する必要はないものと考える。今後ともこの比率を維持・上昇さ

せるべく努める必要がある。 

なお、全学科共通の科目（共通科目）の専兼比率は 39.7％と余り高くないが、教員の労働条

件、社会貢献や研究条件の確保等の大学としての社会的使命を勘案すると、兼任教員に依存せ

ざるを得ない側面があるのは仕方のないことである。とは言え、今後カリキュラムの見直しの

時期に改善を図る必要があると思われる。その場合、カリキュラム編成の第一義的な役割を担

う、本学部教務グループ会議（経営学科長が議事進行）の役割が重要になると考えられる。 

 

必��兼任教員等の教育���の関�の�� 

�現���� 
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経営学部では兼任教員に授業科目の担当を依頼する場合に、本学の教育理念とともに、科目

の性格や本学の教育課程上の位置づけ、さらに対象とする学生層と望まれる教授内容を明確に

伝達することにしている。また、兼任教員の専攻・研究業績や学歴・職歴等の知識的背景を教

授会において厳格に審査しており、かつ兼任教員候補側から疑問・要望が述べられることもあ

り、兼任教員等の教育課程への関与がなされている。 

�点�・評価（長�と問題点）� 

科目担当を依頼した後の兼任教員との継続的意思疎通は、決して十分とは言えない側面があ

る。すなわち、「経営学」、「会計学」、「法学」、「国際マーケティング」、「情報マーケティング」、

「起業マーケティング」および「ビジネス心理」の各メジャーでは、専任教員が年に数回のメ

ジャー会議を実施するほか、日常的にも公式・非公式に自身の属するメジャーの教育課程の問

題点を互いに話し合い改善点を探る試みをしているものの、兼任教員が参加することは非常に

まれである。 

�改善方策（将来の改善・改�に向けた方策）� 

経営学部では、科目担当の依頼のさいに専任教員が兼任教員と密接なかかわりと連絡を持ち、

経営学部の教育理念および当該科目の教育目標の共有化を図っており、かつ組織として適切な

教育課程への関与が実現されるかを審査している。しかしながら、いったん担当を依頼したあ

とは、兼任教員が教育課程へ関与できる状況は限定されている。現実に兼任教員が果たしてい

る役割の重大さに鑑みれば、こうした状況を改善すべく、年に１回でも兼任教員との懇談会を

もつ機会を設ける、あるいは日程の都合上これが困難であれば、兼任教員のもつ貴重な意見を

教育課程に反映すべくアンケートを実施するなどの改善方策をとるなど、将来の可能性を模索

したい。さらに、兼任教員からの一方向の意思伝達とならないよう、本学部各メジャーの会合

の結果を伝達し、専任・兼任教員間の情報を共有化することも必要と考える。 

 

（社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮） 

任意�社会人学生、外国人留学生、帰国生徒に対する教育課程編成上、教育指導上の配慮 

�現状�明� 

外国人留学生および帰国生徒については、共通科目の「外国語科目」として「日本語読解中

級１・２」、「日本語聴解中級１・２」、「日本語読解上級１・２」を必修科目として設置してい

る。さらに日本語能力の向上を目指す留学生および帰国生徒に対して、共通科目の「外国語科

目」として「日本語聴解上級１・２」、日本の文化、現在の日本の事情を教授する「日本事情１

～４」（外国人留学生用）を設置している。 

外国人留学生に対しては、専任教員を外国人留学生担当として教育指導にあたらせ、オリエ

ンテーション時には個別の履修相談に応じるほか、場合によっては留学期間の長い外国人留学

生（大学院生）をサポーターとして配置し、多面的に大学生活を支援できるようにしている。

また、外国人留学生の専門演習（ゼミ）選択に際しては、担当教員によるきめ細かな教育指導

を可能とするため、興味や関心に留意しつつも、特定のゼミに偏ることのないよう一定の配慮

を行っている。 

�点�・評価（長�と問題点）� 

以上の通り、外国人留学生、帰国生徒に対する教育課程編成上、教育指導上の配慮はなされ

ていると評価できる。 

社会人学生は大学全体でも数が少なく、現在、経営学部にはいないことから、格別の配慮は
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していないが、新入生演習や専門演習等の少人数クラスでの授業やオフィスアワー等を活用し

て教員と密接な交流を図り、教育指導を受けることは可能である。 

�改善方�（将来の改善・改�に向けた方�）� 

外国人留学生、帰国生徒には教育課程編成上、教育指導上の配慮はなされていると判断して

いる。本学部には社会人学生がいないので、社会人学生への配慮について評価を下せる状況に

ない。しかし、社会人学生の存在はほかの学生の学習意欲を刺激し、教育上良好な影響をおよ

ぼすものであるから、将来的に社会人学生の人数が増加した場合には、それに合わせて柔軟に

対処し、仕事や家庭生活との両立へのサポートなど、ニーズに合った配慮をする予定である。 

 

② 教育方法等 

（教育効果の測定） 

必��教育上の効果を測定するための方法の有効性 

��状�明� 

教育上の効果を測定する試みは、教員個人レベルと学部全体レベルで行われている。まず教

員個人レベルでは、各科目担当者が年度始めに提示する『シラバス』の「評価方法」に記載し

た方法で、「成績評価」をするという形態で行っている。「成績評価」は、各授業担当者に委ね

られているが、学期末試験、小テスト、レポート、課題提出、出席調査、ノートのチェックな

どにより行われ、一度限りの学期末試験の成績だけで評価を下すのではなく、できるかぎり総

合的な判断に基づき評価を下す工夫がなされている。また必要に応じ個別の授業アンケートを

実施している授業もある。 

次に学部全体レベルでは、年１回、各担当教員の科目について授業アンケートを実施して教

育上の効果を測定している。アンケート結果は、個別的、総合的な教育効果の測定、教育状況

の把握と授業改善に役立てられている。また FD 委員会を設置し、これらのデータを分析し、カ

リキュラムや教育方法の改善のために検討を重ねている。 

このほかに、経営学部の教育課程編成・実施の方針と整合性を持つ各種資格試験・検定試験

の合格者や、課外活動のグランプリの受賞者などに対して、年２回、「追手門学院大学経営学会」

による表彰制度が行われている。 

�点検・評価（��と�題点）� 

教員個人レベルならびに学部全体レベルとも、教育効果を測定するための方法は有効に機能

しているものと言える。特に追手門学院大学経営学会による表彰制度は、学生の学習意欲の向

上に資するものであることはもとより、学習成果を効果的に上げることを学生に促す点でも有

意義であり、また難易度の高い資格・検定に対しては卒業後もその表彰対象となるところから、

教育上の効果を測定する一方法として、有効に機能していると評価できる。 

�改善方�（将来の改善・改�に向けた方�）� 

教育効果にはさまざまな要因が作用するため、教育効果を客観的に測定するための方法を構

築することは極めて難しい。しかし、経営学部の卒業生が、「21 世紀型市民」として自立した

行動ができるようにするためには、まずは、本学および経営学部の教育理念・教育方針との関

連性に十分留意して、学生が達成すべき学習レベルを明確に示すことが重要である。そのうえ

で、教員間の共通理解のもと、各授業科目が到達すべき目標に対応した成績評価基準の明確化

を図る必要がある。個々の教員の良識のみに依存するのではなく、組織的なチェックが働く仕

組みでなければならない。そのために、FD 委員会の主催する研修会や、教授会における FD 懇
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談会などを有効に活用して、継続的な検討を精力的に進めていきたい。 

 

���卒業生の進路状況 

�現状説明� 

経営学部では、建築業、製造業、情報通信産業、運輸業、卸売業、小売業、金融保険業、不

動産業、飲食店・宿泊業、サービス業、公務（教育を含む）等さまざまな分野に卒業生を送り

出している。2008 年度は経営学科の就職希望者の 97.0％、国際経営学科（現マーケティング学

科）の同 98.6％が就職している。大学院への進学、小中高校教員、学芸員、社会教育主事、リ

クレーション・インストラクターなどの免許・資格を取得する学生もいる。公認会計士や税理

士、中小企業診断士などの専門性の高い資格やロースクール（未修者コース）に合格者を輩出

している。なお 2008 年度における経営学部生の進路状況の詳細については、本報告書「評価大

項目５．学生生活」を参照されたい。 

�点検・評価（��と��点）� 

経営学部では、キャリア開発課の協力を得て、１年次の「新入生演習」、「キャリアデザイン

論」、２年次の「キャリア形成論１・２」、３年次の「インターンシップ１・２」の講義でキャ

リア教育を実施している。それに加えて、２年次の「基礎演習１・２」、３年次の「発展演習１・

２」、４年次の「卒業演習１・２」の少人数クラスで教育の一環として就職指導を行っている。

３年次には、本学４年次生の就職内定者による就職活動体験談に加えて、外部講師による企業

研究、エントリーシートの書き方、面接指導等の実践的な指導も実施している。また、日商簿

記検定や情報処理技術者試験のように就職に役立つ資格取得のためのセミナーや特別ゼミも開

催するほか、１年次の新入生演習の授業を利用して、経営学部出身の公認会計士を招き、2006

年から「公認会計士制度説明会」を実施するとともに、2008 年には「会計研究会」を発足させ、

公認会計士や税理士資格の取得を積極的に支援している。さらに、2009 年度からは、企業全体

の業務プロセスを経営資源の有効活用の観点から統合的に管理し、経営の効率化を図るための

手法である ERP（Enterprise Resource Planning—企業資源計画）についての研究会「経営ビジ

ネスプロセス研究会（ERP 研究会）」も発足させた。 

このような少人数クラスにおけるきめ細かな指導や体系的なキャリア教育が、本学部におけ

る就職率の高さに結びついていると認識している。 

���方�（��の��・��に�けた方�）� 

学生の就職への支援として、キャリア開発課のサテライトオフィスを阪急茨木駅前と大阪市

の天満橋に開設して就職推進体制を整えており、在校生だけでなく、既卒学生の就職活動支援

も行っている。今後も、この体制の維持・強化に努めていきたい。 

 

（成績評価法） 

����格な成績評価を行う���と成績評価法、成績評価基�の��性 

�現状説明� 

各教員の成績評価方法は、『シラバス』において明示されている。シラバスには、テーマ、講

義概要、講義計画、関連講義、評価方法、テキスト、参考書の情報が記載されており、学生は、

そこで各科目の担当者の成績評価方法について知ることができる。また、各教員は各担当科目

の授業中においても、成績評価方法を学生に周知徹底させており、このように公表された評価

方法にしたがい、各教員は、試験、レポート、出席状況等により、学生の成績を総合的に評価
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している。学生は、教員による模範解答の公開制度を利用して、試験における採点基準を確認

することができる。 

本学の成績評価は、下表の評価をもって行われている（『2009 年度履修要項経営学部』pp.20

を参照）。 

合否 評価 点 数 

合格 

優 100～80 点 

良 79～70 点 

可 69～60 点 

不合格 不可 

59 点以下 

試験欠席・出席日数

不足等による無効 

学生に対する成績発表は、まず総合的な判断に基づいて下された素点による評価で行われ、

この成績発表の結果について疑問がある場合には、学生は成績調査を教務課に願い出ることが

できる制度が設けられている。本学では、成績評価の厳密性が重視されるため、提出した成績

評価を変更することはできず、転記ミスがある場合の修正は、教授会の審議事項となっている。 

�点検・評価（�所と問題点）� 

厳密な成績評価は、上述のような全学的な取り決めと授業を担当する各教員の責任のもとで

実施されており、これらの点に関し、現状はおおむね妥当であると言える。 

���方�（��の��・��に�けた方�）� 

FD 委員会主催の研修会等において期末試験問題や成績評価に関して情報交換し、教員間の共

通理解を得たうえで各授業科目の到達目標や成績評価基準を明確化するよう取り組んでいくこ

とが求められる。成績評価の厳格化は、学生に対するきめ細かな教育指導や学習支援と表裏一

体で進めなければならないという認識を、組織として共有することも重要である。また 2010

年度入学生より GPA 制度を導入する計画であり、現在詳細について検討している。 

 

���履修科目登録の上限設定等、単位の実質化を図るための��と�の�用の��性 

�現状�明� 

経営学部では、１～３年次は各年度に半期 25 単位（年間 50 単位）を上限として履修できる。

ただし、４年次に限り半期 30 単位（年間 60 単位）まで履修できる。３年次編入生については、

各年度半期 35 単位（年間 70 単位）まで履修可能である。ただし、総合科目のうち国際交流科

目、放送大学の科目、資格・検定試験で一定以上の成績を修めた場合および大学コンソーシア

ム大阪単位互換協定により修得した単位数はこの上限外である。また資格取得に関する授業科

目のうち、卒業要件の単位に含めない科目の単位数もこの限りではない（『2009 年度履修要項−

経営学部−』pp.９を参照）。 

�点検・評価（�所と問題点）� 

履修可能単位数を制限することについては、学生の主体的学習を促し、単位制度の実質化を

図る観点から、年間・学期に履修登録可能な単位数の上限を定めており、学生の学習にとって

も効果的である。また、３年次までにすべての卒業所要単位を修得することはできないシステ

ムとなっていることから、学生が４年間、十分に学習することができるよう考慮された履修体

系であると評価できる。４年次生については、履修可能単位の上限が 60 単位となっているが、
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これは学生が余裕をもって卒業所要単位を修得し得るための措置であり、教育的配慮として妥

当である。なお、その場合においても上限を定めることで、学生が学習に困難をきたす単位数

を履修することができないようにも配慮されており、適切である。さらには、学生が４年間で

取得可能である単位数は、210 単位であり、卒業所要単位数である 124 単位を十分に上回って

いるので、学生は余裕をもって履修することが可能である。したがって、現状で一応適切であ

ると評価している。しかし、履修登録可能な単位数が若干多いことから、履修登録だけして最

後まで受講しない上級生も見受けられる。 

���方�（��の��・��に�けた方�）� 

履修科目登録の上限が設定されている趣旨は、単位制度の実質化にあるのであるから、不断

の検討が必要である。まず、履修科目登録の上限を下げるべきか否かの議論が、学生の学習実

態との関連でなされなければならないし、シラバスについては、準備学習等についての具体的

な指示を盛り込むことも必要である。この問題に関連して、全学的に 2010 年度より GPA 制度が

導入されることが決定している。GPA 制度導入の効果による履修科目登録数の変化等も勘案し

ても検討していく必要がある。また、本学では全学的にセメスター制を採用しているが、細分

化された２単位科目（週１回開講）を多数履修するような在り方を見直し、４単位科目（間に

休憩を入れた２コマ続きの授業または週複数回開講する授業）を標準形態とするセメスター制

を導入することへの検討も必要である。なお、これらの授業形態は経営学部単独で決定・実施

することは非常に困難である。全学的組織であるカリキュラム検討委員会ならびに教務委員会

で検討後、全学的な合意のもとに実施が可能となる。さらには、各学生が、各年次にわたって

学習計画に基づき適切に履修ができるような指導を積極的に行うよう努めることも重要である

と考える。 

 

必��各年次および卒業�の学生の質を検�・��するための方�の適切�（�学基礎�

ータ ��） 

�現状��� 

経営学部では、専門科目（学科科目）を、『学科基礎 A』、『学科基礎 B』、『演習』、各種メジャ

ー関連科目（経営学、会計学、法学、国際マーケティング、情報マーケティング、起業マーケ

ティング、ビジネス心理）、経営外国語、経済学などの分野に分類している。『学科基礎 A』は、

１年次配当で、経営・マーケティング両学科とも「経営学概論１・２」、「入門簿記」、「初級簿

記」、「ビジネス法基礎１・２」、「情報リテラシー１・２」がある。これらは学部専門教育の入

門的内容の基礎科目群であり、８科目 16 単位がすべて必修になっている。そのため本学部の学

生は、これらの入門的内容を修得していることが卒業の要件となる。『学科基礎 B』は、２年次

配当科目であり、専攻分野の基幹的内容を修得することを目的とする。経営学科では、「経営管

理論１・２」、「経営倫理」・「経営組織」、「会計学原理１・２」、「原価計算論１・２」、「民法（総

則）」、「民法（物権法）」、「商法（総則・商行為）」、「会社法１」、マーケティング学科では、「国

際経営論１・２」、「国際マーケティング論１・２」、「経営数学１・２」、「情報科学概論１・２」、

「経営倫理」、「経営組織」、「マーケティング論１・２」、「心理解析法１・２」（本科目は 2009

年入学生から開講）が用意されている。これらはすべて選択必修科目であり、１・２セットで、

４科目８単位以上修得しなければならない。ただし、経営学科では、「経営倫理」と「経営組織」、

「民法（総則）」と「民法（物件法）」、および「商法（総則・商行為）」と「会社法１」で１セ

ット、また、経営学科では、「経営倫理」と「経営組織」で１セットとする。セット履修を義務
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づけているのは、学生が場当たり的な履修をするのを防ぎ、専攻分野の体系的な履修を可能に

するためである。それを実質化するため、後述する演習の担当教員が、それぞれの演習内容の

基礎となる『学科基礎 B』科目についてオリエンテーション時に説明し、履修を指導している。 

『演習』は、「基礎演習１・２」、「発展演習１・２」、「卒業演習１・２」の６科目 12 単位で

あり、それぞれ２年次、３年次、４年次に配当され、原則として担当者の変更を認めていない

（基礎演習から発展演習に進む際に、学生に具体的な研究計画の変更があった場合のみ、その

旨を記したレポート提出、受け入れ先の演習の担当教員を含む両担当教員の同意および教授会

の承認を要件として例外的に担当者の変更を認めている）。これは、学生が選択した専攻分野を、

段階的かつ体系的に学習させるためである。また、この３年間の「ゼミ持ち上がり制」により、

担当教員と学生および保護者とのコミュニケーションは深まり、学生は担当教員との人格的な

触れ合いのなかで、学習意欲を喚起し、継続的な学習計画に基づき学ぶことができるのである。

このように本学部では、演習の担当教員と学生との結びつきが密接であるゆえ、基礎演習の選

択（すなわち専攻分野の選択）を慎重ならしめるため、１年次の全履修科目である「新入生演

習」では複数教員によるローテーション制を取っているほか、ゼミガイダンス時に、学生が主

体的に教員の研究室を訪れ演習内容等について質問することを積極的に奨励している。さらに、

３年次配当の「発展演習１・２」を履修するには、２年次配当の「基礎演習１」または「基礎

演習２」のいずれか２単位を修得していることと、その科目とそのほかの科目を合わせて 44

単位以上を修得していなければならない。また４年次配当の「卒業演習１・２」を履修するに

は、「基礎演習１・２」の４単位と「発展演習１」または「発展演習２」のいずれか２単位を修

得していなければならない。これら「基礎演習１・２」、「発展演習１・２」、「卒業演習１・２」

の演習６科目はすべて必修科目であり、上記のような先修科目の単位修得が履修要件となって

いることから、年次毎の学生の質を検証・確保する工夫がなされている。同様に、専門英語教

育である「経営実務英語３・４」においても、先修科目制度を採用している。 

一般的には、４年次になった時点の未修得単位数が４年次の履修可能単位数を越える時に留

年が確定するが、経営学部では、上記のように、２年次配当の「基礎演習１」または「基礎演

習２」のいずれか２単位を修得していない学生や、その科目とそのほかの科目を合わせて 44

単位を修得していない学生は、３年次配当の「発展演習１・２」を履修できないところから、

３年次になった時点で留年が確定することになる。このような「発展演習無資格者」に対して

は、次年度には「発展演習１・２」を履修できるようになるよう両学科長が個別に指導にあた

っている。 

�点検・評価（長�と問題点）� 

基本的に各学生は３年間同じ教員から継続的に指導を受けるため、レポート作成、論文執筆

などについては長期間の個別指導を受けることになり、学生の質的向上が図られている。本学

部における各年次および卒業時の学生の質を検証・確保するための方策は適切であると評価し

ている。 

���方策（��の��・��に向けた方策）� 

現状において特に問題はないと判断しているが、入学してくる学生の気質や意欲、レベルな

どの変化に合わせて適切に対処すべき課題があると認識している。例えば、３年次配当の「発

展演習１・２」を履修するには、２年次配当の「基礎演習１」または「基礎演習２」のいずれ

か２単位を修得していることと、その科目とそのほかの科目を合わせて 44 単位以上を修得して

いなければならないということは、入学時から「新入生演習」等を通じて学生に周知徹底させ
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ているが、これについて、「２年次が終了した段階で 44 単位あればよい」という誤った意識を

もつ学生も少なからず存在するようなので、一層の注意を促していきたい。 

 

（履修指導） 

必�：学生に対する履修指導の��性 

���説明� 

１．対�による履修指導 

履修指導に関しては、まず前年度末に十分な時間（２時間～３時間）を取って専任教員向け

の説明会（履修指導向けのガイダンス）を開いたうえで、年度開始時に以下のような学生向け

の履修指導を徹底している。 

新入生に対しては、①入学式直後の２時間ほどを使い、学科別の学科説明会（新入生歓迎ガ

イダンス）を行っている。これにより、経営学部やその両学科において何を学べるのか、学部・

学科の目的や各メジャーの内容、特色ある教育の実例などをパワーポイントやビデオを利用し

て紹介し、学部・学科の大枠がわかるようにしている。この新入生歓迎ガイダンスには、本学

部の教育内容等に対する保護者の理解を得るため、保護者の参加を促しており、入学式に参加

された保護者のほぼ９割方が出席している。また、②入学式の翌日は新入生オリエンテーショ

ンに充て、「新入生演習」クラス別に単位制度や休講措置等の連絡の仕方、学年暦等、履修に係

る最も基本的な事項を説明のうえ、時間割作成指導を行っている。当該オリエンテーションは、

（a）「共通科目と学科科目の違い」や「必修科目・選択必修科目・選択科目の違い」といった

科目の性質から、（b）卒業までの科目履修の流れ、（c）履修登録のしかたといった基本的事項

を重々説明したうえで「実際に１年次の自分の時間割を作成してみる」ことまで行うという意

味で、新入生に対する履修指導の中核となるものであり、また共通科目である「新入生演習」

（全員履修：２単位）の実質的な第一回目の授業ともなっている。翌週の「新入生演習」にお

いて各学生が作成した「自分の１年次履修科目（時間割）」を担任が個別にチェックしたうえで

の履修登録を徹底している（なお、学年を問わない履修相談期日があることは後述の通りであ

るが、同相談期日に実際に会場を訪れる学生は新入生が中心となっている）。 

次に２年次生以上に関しては、年度の初めに演習科目（基礎演習、発展演習、卒業演習）ご

とにゼミ担任主導によるオリエンテーションを行っており、そこではゼミ生全体に対して当該

年度に全員が共通して履修すべき科目や特定の科目の履修登録のしかたについて注意を喚起す

ると共に、学生ごとに前年度末までに修得した科目（また不合格となった科目）をチェックし

たうえで、再履修すべき科目や全般的時間割設定について指導を図っている（留年生について

は後述）。なお、１年次生については全員「新入生演習」を履修することから、同演習の担任が

担任教員となっており、２年次生以上については２年次の「基礎演習」、３年次の「発展演習」、

４年次の「卒業演習」を通じて各所属ゼミごとに担任教員が設定されている（２年次以降の演

習は原則として「持ち上がり」）。 

また、４月第一週には半日（13：00～16：30）を割いて、学年を問わない履修相談期日を設

けている。当該期日には相談会場となった教室（その場で履修登録作業を行えるよう、PC 教室

を充てる。）に教員が常駐したうえで相談者を受け入れ、教員と共に登録作業を行うことになる。 

２．シラバスその� 

実際の履修登録作業を進めるにあたっては、学生・教職員向けの教務関連システムである

「UNIVERSAL PASSPORT」において、各科目のシラバスを閲覧できるようになっている。シラバ
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スには各科目の①テーマ、②講義の概要、③授業計画、④評価方法、⑤テキスト、⑥参考書が

盛り込まれているので、どのような内容をどういうスケジュールで学んでいくのかが具体的に

理解できるようになっている。また、シラバスで示されるような学期ごとの具体的な授業内容

ではなく、経営学部における各学科科目の位置付けや一般的意義等について事前に把握できる

よう、本学部においては毎年度『経営学ガイド』という冊子（A４版・約 150 頁強）を作成し、

新入生に配布している。同書では、経営学・会計学・法学・国際・情報・起業・ビジネス心理

の各専門分野（メジャー）について、各メジャーに属する学科科目の性質や内容について叙述

し、演習科目や研修制度などの説明も行ったうえで、新入生オリエンテーションで解説するよ

うな履修計画の立て方や履修登録のしかたについてのマニュアルも提供している（また、各専

任教員の紹介として、新入生に対する各教員のメッセージを顔写真付きで載せている）。特に１

年次の時間割作成のしかたや履修登録のマニュアルについては、新入生オリエンテーションで

も活用されているところである。さらに、新入生に対しては、次年次の「基礎演習」選択のた

めの説明会を秋学期に開催している。同説明会では「基礎演習選択ガイド」と言う冊子（B５版・

約 30 頁）を配布し、基礎演習担当者全員が、おのおの直接演習内容を分かり易く学生に説明し

ている。 

３．履修登録のシステム 

履修登録は「UNIVERSAL PASSPORT」システムによってオンラインで行うことになるので、開

講年次等の理由により当該学生が履修できない科目は登録できないように、システムでチェッ

クしている。したがって、「登録すべき科目を登録し忘れた」といった場合を除き、登録上のミ

スが生じる余地は相当削減されていると言える。この点も各年次に適切な履修を図ることに役

立っていると思われる。 

４．教育懇談会 

全学生に関して、６月には保護者宛の進路等の説明会や担任との個別面談を行う場として「教

育懇談会」を挙行しているが、特に成績の芳しくない学生（「別便案内者」）の保護者に対して

は、通常の開催通知とともに、別便でも同懇談会への出席を促している。ここで「別便案内者」

に該当する学生とは、①２年次生の場合、修得単位数が 20 単位以下の者、②３年次生の場合、

発展演習履修無資格者（後述）および発展演習履修有資格者の内修得単位数が 50 単位以下の者、

③４年次生以上の場合、発展演習履修無資格者、卒業演習履修無資格者、卒業演習履修有資格

者の内修得単位数が 64 単位以上 76 単位以下の者などを指す。同懇談会（本学会場の場合）で

は、午後１時から 30 分程度、大学全体での説明会（修学状況、就職等に関するガイダンス）を

開催した後、保護者と担任教員との個別面談を行っている。個別面談では個々の学生の修学状

況（ゼミでの様子を含む）や単位修得状況（なぜ留年したか等の説明を含む）、今後の履修計画

などが話題の中心となるが、大学の授業への出席に係る家庭でのバックアップの依頼、体調等

による個別的配慮の応談、学生が巻き込まれうる悪徳商法などへの注意喚起など、必要に応じ

てさまざまな相談業務にあたっている。また、演習無資格者に関しても漏れがなきよう、学科

長・教務委員が中心となって相談にあたっている。なお、本学会場での実施の翌週に岡山市で

同様の懇談会を行うのが通例となっている。 

５．修学相談会 

経営学部では、2006 年度より上記「教育懇談会」と同様の相談の機会として 10 月下旬に「修

学相談会」の開催を開始し、現在では全学的な制度として挙行されるに至っている。対象者は、

①１年生は修得単位数が 12 単位以下の者、②２年次生は修得単位が 30 単位以下の者、③３年
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次生は、発展演習無資格者で修得単位が 44 単位未満の者、④４年次生は、履修登録時に卒業見

込みであったが、春学期の成績により卒業見込み要件を充たすことができなくなった者である。

担任教員が保護者に対して、１年次生、２年次生については、「基礎演習１・２」、「発展演習１・

２」の履修資格についての指導を中心に個別懇談し、３年生、４年次生については、卒業要件

を中心に、懇談・指導をしている（担任教員による個別面談のほか、事務サイドによる奨学金・

教務関係・就職関係等の相談会場も設けている）。 

６．オフィスアワー 

演習に限らず、一般の講義系授業の履修生等であっても特定の教員にコンタクトを図り履修

指導を受けることができるように、各専任教員あたり週最低１コマ（90 分）は「オフィスアワ

ー」を設け、『履修要項』への記載などにより周知を図っている。 

�点検・評価（�所と��点）� 

以上のように、学生に対する履修指導は、全体として適切になされていると評価できる。 

���方�（��の��・��に向けた方�）� 

新入生に対するオリエンテーションについて、その内容が充実していることはもちろん望ま

しいが、現状では入学式近辺で上述のような学部紹介・履修関係のもののほか、学生生活や進

路（就職活動）などに関するものなどが集中しており、日程的・内容的（あるいは体力的）に

見て学生に対してかなり負担が重いものになっているように思われる。時間割作成と履修登録

の重要性を考えると、上述の新入生演習クラス別のオリエンテーションは非常に重要であるが、

入学式の翌日にさまざまな情報を詰め込まれる結果、情報の整理がつかずに飽和状態となる傾

向も見られる。したがって、もう少し期日を増やし、１回あたりの時間を削減することによっ

て、「徐々に知識をつけていく」といった方式も検討してみるべきであろう。今後、「オリエン

テーションとして集中的に行う」という形態から、「年度開始時の導入授業として行う」といっ

た方向への転換を考慮する必要があると思われる。 

また、新入生に関してはオリエンテーションをはじめ、上述の『経営学ガイド』による時間

割作成マニュアルなどが用意される等、手厚く履修指導の機会が確保されているのに対して、

２年次生以上に関しては基本的に、①各演習クラスによる担任の指導と、②自主的な履修相談

期日の利用に委ねられている点で、制度的には若干手薄であるとも言える。「UNIVERSAL 

PASSPORT」システム上、担任教員がゼミ所属学生の成績・履修状況につきチェックすることが

可能である以上、そちらで個別的な指導を図ることが重要なのは言うまでもないが、２年次生

以上を対象とするモデル時間割などを提供するなど、指導用のツールを増やし、年次に応じた

体系的な履修指導を図るため、年度開始時の導入授業を充実させる必要が今後あると思われる。 

 

必��留年者に対する教育上の��の適切性  

�現状��� 

経営学部における留年者は、①卒業に必要な修得単位数が不足している者（４年次終了時点

以降において、総数 124 単位、うち学科科目 76 単位、共通科目の基本科目 12 単位・外国語科

目６単位・体育科目２単位といった要件を充たしていない場合）のほか、３年次以降のものと

して、②「２年次開講の『基礎演習１・２』のいずれか２単位を修得しており、それを含めて

合計 44 単位を修得していること」との要件を充たしていない場合には、３年次開講の「発展演

習１・２」を履修できず、③「『基礎演習１・２』の合計４単位を修得しており、かつ『発展演

習１・２』のいずれか２単位を修得していること」との要件を充たしていない場合には、４年
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次開講の「卒業演習１・２」を履修できない結果、４年次終了時点を待たずに留年が確定して

しまう者とが存在する。②③に該当する者を「演習無資格者」と呼んでいる。 

演習無資格者（留年の結果演習に参加することができなくなった者）に対しては、４月の一

連のオリエンテーション期間中に「演習無資格者オリエンテーション」も行っており（学科長

が担当する）、そのなかで当該年度になすべきこと等の指導を図っている。また、一旦演習を履

修することができた者については担任による個別の指導が行われているのも当然のことである。 

上述のように、６月には「教育懇談会」、10 月には「修学相談会」が実施されるが、そこで

の修学関係の個別面談は特に留年生を対象にしたものであり、最善の対処を執れるよう、担任、

保護者、そして留年生本人との間での意思疎通を図るべく努力している。 

�点�・��（長�と問題点）� 

経営学部では、「基礎演習１・２」、「発展演習１・２」、「卒業演習１・２」が必修科目とされ

ており、しかも原則として３年間持ち上がりであるため、ゼミ担任と学生・保護者間の関係が

密接であって、留年者に対する教育上の措置は、適切になされていると判断している。 

�改善方�（�来の改善・改�に�けた方�）� 

担任からの個別の連絡等にも応ぜず、実質上、連絡不能状態になっている留年者に対しては、

定型的な文書の用意や対処マニュアルなども具備しておくことが望ましいと考える。 

 

任意�科目等履修生、聴講生等に対する教育指導上の配慮の適切性 

�現状��� 

本学において科目等履修生やそれに類似する制度としては、①科目等履修生（年度あたり単

位以内の枠内で特定科目の履修を願い出た者）、②聴講生（特定科目の聴講を願い出た者）、③

研究生（指導教員のもとでの研修を願い出た者）が主たるものとなっている。 

この内、①②に関しては、受入数が少数であるので特にオリエンテーションや個別指導を行

っている訳ではない（なお、科目等履修生に対しては、履修科目の試験に合格した場合には単

位認定を行っている）。これに対して、③研究生に関しては、単位を付与しないものの、研修修

了時には「研究報告書」の提出を義務づけており、また研修の趣旨からも（a）指導教員の授業

への出席や（b）指導教員による個別指導（外国人の研究生の場合は国際交流教育センターへの

月例報告を含む）を要求しており、各研究生に見合ったきめ細かな対応がなされている。 

これら科目等履修生などは、図書館・学内 PC 等の学内施設が利用可能であり、学内での施設

利用等につき特段の苦情は発生していない。 

�点�・��（長�と問題点）� 

以上のように、科目等履修生、聴講生等に対する教育指導上の配慮は適切になされているも

のと判断できる。 

�改善方�（�来の改善・改�に�けた方�）� 

科目等履修生や聴講生については制度趣旨が「（講義系の）授業に出席して講義を聴く」とい

うところにある以上、特に改善の必要性等は見出し難い。一方、研究生については、例えば「元々、

当該指導教員のゼミ生が大学院進学などのために研究生としての研修を行う」といった場合に

は現在のところ何ら問題は見られないが、研究生の募集要項や各教員の担当科目・シラバスな

どを公表している結果、「募集期日になって突然、各研究室を来訪した見ず知らずの者が研究生

となる」といったケースも皆無ではない。特に外国人（ニューカマー）について在留資格取得

のために便宜的に「研究生」となるおそれについては十分な注意が必要であり、現に上述の月
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例報告や研究報告書によるチェックは図っているものの、受け入れ時点においては「各教員の

判断に任せる」という措置しか取られておらず、どういった人物か確かめようもないのが現実

である。この点で、「本学出身者以外については突然の訪問とその場での受け入れ判断は不可（制

度として事前にもう少し厳密な申込・評価などを行う）」といった方向での改善を今後検討して

いきたい。 

 

（教育改善への組織的な取り組み） 

���学生の学修の活性化と教員の教育��方法の改善を�進するための組織的な取り組

み（��カ���・����ッ��ント（FD））およ�その�効性 

�現��明� 

FD は、「教員が授業内容・方法を改善し向上させるための組織的な取り組みの総称」とされ

ているが、その目的は、学生の学修の活性化を図り、大学が掲げる教育目標を実現することに

ある。 

経営学部では、まず、毎年度、全学的に実施されている「授業アンケート」に全学的な計数

処理を行った結果に基づいて、学部の自己評価委員会が中心となり、各教員による評価と改善

策を募り、『経営学部授業改善報告書』を作成・発刊して、全学に配布している。内容は、経営

学部の場合、前年度に実施された授業アンケートの評価が中心であったが、2008 年度は、FD

の実質化の観点から、その内容の多面化を図った。その結果、「大人数教育に関する工夫と成果」、

「学生の成績評価の行い方」、「双方向授業への工夫と成果」、「受講態度に対する対応の工夫」、

「教材作成、教科書使用の工夫と効果」等の報告が集まり、教員の個人的・集団的な日常的教

育改善の一助になるのではないかと思われる。 

次に、2007 年度より、全学的委員会である FD 推進委員会が中心となって、「授業公開」が実

施され、学期毎に、各学部から４講義程度の授業を公開している。経営学部では、2008 年度の

春学期に、「基礎演習１」、「会計学原理」、「経営戦略論」、「民法（Ⅰ）」の４講義の授業を公開

し、積極的に参加している。 

さらに各教員は、FD 推進委員会や本学の「教育研究所」が主催する研修会にも主体的に参加

しているが、それ以外にも経営学部の専任教員全員が参加する「FD 懇談会」を教授会終了後の

時間等を利用して開催している。そこでは、学生の授業アンケートを授業改善に役立てる方法

や初年度教育の内容・方法等について話し合い、FD に対する教員間の共通認識と相互理解を深

めることにより、FD に対して、学部として組織的に取り組もうと努めている。 

�点検・評価（�所と問�点）� 

個々の教員の授業改善に対する取り組みは不断に行われていると評価しているが、FD に対す

る学部としての組織的な取り組みは、この数年の間に始まったばかりである。学生の授業アン

ケート等の授業評価結果を、教員の自己評価や FD の活動に活かしていくことは重要であるだけ

に、アンケート項目の内容については、改善の余地が大きいように思われる。「授業公開」も軌

道に乗りつつある。 

�改善方策（��の改善・改�に向けた方策）� 

授業改善と成績評価基準の明確化は表裏一体の関係にあるゆえ、学生の学修の活性化を図る

ためには、FD 懇談会をより一層活用して、成績評価基準の策定とその明確化について議論し、

組織としての教員間の共通認識を得ることも重要である。また、カリキュラムの多様化に伴い、

兼任教員や実務家教員への依存度は高まらざるを得ない一方で、それらの教員の職能開発には
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十分目が向けられていない現状を考慮し、その面での FD 実施体制をより強化していくことが必

要であると思われる。 

 

必��シラバスの作成と活用状況 

�現状�明� 

シラバスは、全学的に統一された基準にしたがって作成することが義務付けられており、本

学部でも、これに即して授業科目名、単位数、担当者、開講学期、授業形態、テーマ、講義概

要、授業計画、関連講義、成績評価方法、テキストおよび参考書等の詳細な情報が明示されて

いる。特に授業計画には、半期 15 回分の授業内容を夫々記述することを義務付けている。また、

成績評価方法の記載は学生に対し評価基準の明確化が図れるよう、評価項目ごとに点数配分な

どを明記するよう義務付けている。本学では、シラバスをホームページ上に掲載して、学内お

よび学外から検索・閲覧できるようになっている。さらに、シラバスを印刷しファイルに綴じ

たものを教務課に備え置き、学生の閲覧に供している。 

�点検・評価（��と問題点）� 

シラバスは有効に活用されていると評価している。ちなみに、本学では学生アンケートによ

り、履修登録の際のシラバス利用率を継続的に調査している。2007 年度までの調査結果では、

シラバス利用率の低さが浮き彫りとなり、この問題は各教員の共通認識ともなっていた。シラ

バス利用率が低くなっていた要因として、数多くの開講科目のシラバスを１科目ずつホームペ

ージ上で検索する作業が非常に煩雑であったことが予想される。また、従来のシステムでは、

シラバス検索と履修登録の２つの手続きが連動していない面もあり、履修登録の手続きで精一

杯になってしまう学生においては、シラバスを検索・参照する余裕がなかった可能性もある。 

しかしながら、本学では 2008 年度に新しい履修登録システム（UNIVERSAL PASSPORT）を導入

し、それに伴い、ホームページ上で公開されているシラバスへの参照機能も大きく拡充された。

これにより、履修登録手続きとシラバス検索とが連動するようになり、シラバス参照の利便性

は飛躍的に高まった。すなわち当該新システムでは、学生個人のポータルサイトから履修登録

を行うのであるが、そこでは、各学生が履修登録可能な科目一覧が曜日・時限ごとに表示され、

科目名をクリックするだけでシラバスを参照することできる。さらに、履修登録後も、履修科

目一覧のページからワン・クリックでシラバスを参照することができる。このような履修登録

と連動したシラバス参照機能の提供により、学生のシラバス参照の利便性が大きく高まり、シ

ラバスの有効活用が促進されたと考えられる。 

���方�（�来の��・��に向けた方�）� 

シラバスは、授業を選択する学生と授業を担当する教員の両者を結ぶ重要な役割を果たすも

のであるところから、より一層の有効活用が望まれる。したがって、現状に満足することなく、

今後もアンケート調査等を通じてその活用状況を把握しつつ、さらなる工夫を模索していく必

要があるだろう。また、利便性の追求のみならず、「準備学習等について具体的な指示」を盛り

込んでいく等、記載事項およびその内容に関する継続的な検討も必要であろう。 

 

必��学生による授業評価の活用状況 

�現状�明� 

本学では、全学的な取り組みとして、全教員の担当科目のうち１科目について、受講生を対

象とした「授業評価アンケート」を毎年度実施している。アンケートはマーク式および自由記
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述式の両者が採用され、質問項目も多岐にわたる内容となっている。過年度には、担当科目２

科目以上について各学期にアンケートを実施していた時期もあったが、本学では授業時間中に

アンケートを実施する関係上、貴重な授業時間を少しでも多く確保するために、やむなく実施

科目が削減されるに至っている。 

「授業評価アンケート」の結果は、全学、学部、学科、学年および科目ベースで集計され、

各教員へと報告される。本学部の専任教員は、アンケート結果についての所感として、主に、

結果の概要および改善策を記述した報告書を、前年度のアンケート結果との比較も含めて作成

することが求められている。これにより、各教員は、当該年度の授業を点検するだけでなく、

前年度との比較で各自の授業改善の程度を把握することになる。 

各教員が作成した報告書は、経営学部の自己評価委員会によって取りまとめられ、学部全体

としての反省点および改善点等が検討される。各教員からの報告書ならびに自己評価委員会に

よる検討結果は、最終的に『授業改善報告書』（追手門学院大学経営学部自己評価委員会年報）

として冊子にまとめられ、全学の教員に配布されるとともに、図書館等にも備え置かれ、学生

および一般来校者の閲覧に供されている。この『授業改善報告書』は、経営学部の教員が真摯

に学生の批判を受け入れ授業改善に取り組んでいることを明らかにしており、さらには、授業

改善についての意見交換の場ともなっている。 

�点検・評価（�所と問題点）� 

以上のように、経営学部では、アンケートの実施、各教員による自己点検・評価、学部・学

科としての意見の集約、および、それらの結果の公開、さらにはアンケート項目等の改善点の

検討という一連のステップを着実に踏むことにより、学生による授業評価を有効に活用してい

る。このような取り組みにより、学生の授業評価の結果が FD の活動に活かされていると評価で

きる。 

�改善方策（�来の改善・改�に向けた方策）� 

学生による授業評価の結果は、FD 活動に有効に活用されていると評価している。しかし、『授

業改善報告書』のなかでは、アンケートの質問内容、実施方法および集計方法等に対する問題

点も指摘されており、それらの改善方策について慎重に検討していかなければならない。また、

アンケート実施から報告書の公表までの期間短縮を図る必要もあるだろう。 

他方、各教員が作成する報告書については、アンケートでの質問事項を中心とした記述内容

に偏りがちである。しかし、アンケートにおける個々の質問事項を対象とした改善策に限定せ

ず、より本質的・発展的な授業改善を促進するための幅広い視角からの考察も重要である。そ

うした内容を盛り込むよう、報告書における記述内容を改善する必要性があり、2008 年度以降

は、その方向での記述内容の多面化が図られているが、今後も FD 活動の実質化の観点から、一

層の検討が必要である。 

なお、貴重な授業時間を減らさないため、またより公正さを保つため、2009 年度から

UNIVERSAL PASSPORT（新しい教育情報支援システム）の機能を用い、インターネットによるア

ンケート実施を行っている。2009 年度アンケートの回収率は 2008 年度の紙ベースによるアン

ケートの回収率に比べ 60％程度に低下したが、この方法による学生の評価は高く、今後継続し

ていく予定である。継続にあたり、いかに回収率を向上させるかが重要なポイントであり、

UNIVERSAL PASSPORT の掲示板機能や授業時の案内徹底などにより学生への啓蒙を図っていく。

また、アンケート手段の変更に伴い、質問項目の見直し、実施科目数の拡大などにつき全学自

己評価委員会、FD 委員会にて議論を交わしている最中である。 
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任意�卒業生に対し、在学時の教育内容・方法を評価させる仕組みの導入状況 

�現状�明��点検・評価（��と��点）��改善方策（�来の改善・改�に�けた方策）� 

現在のところ、本学には、卒業生に対して在学時の教育内容・方法を評価させる明確な仕組

みは存在しない。ただし、卒業生との交流を通じ、各教員が個別に把握する情報を集約するた

めの仕組みについて検討したい。また、本学で随時実施される各種講演会、および毎年秋に開

催されるホームカミングデー等の行事を意見収集の場として活用することについての検討も望

まれる。 

 

任意�教育評価の結果を教育改善に直結させるシステムの確立状況とその運用の適切性 

�現状�明� 

「学生による授業評価の活用状況」の項で触れた通り、「授業評価アンケート」の結果を受け

て、各教員は授業改善方策について検討することが求められている。ここで検討した改善方策

を、各教員がその後の授業で実行する。そして、その成果が次年度のアンケート結果で確認さ

れることになる。このような「授業評価アンケート」に係る一連の自己点検・評価プロセスが、

教育評価の結果を教育改善に直結させるシステムとしての機能を果たしていると言える。 

�点検・評価（��と��点）� 

本学部では、こうしたシステムをさらに確立し、適切に運用していくため、従来から設置さ

れていた「自己評価委員会」から独立させる形で、2008 年度に「FD 推進委員会」を発足させた。

FD 推進委員会は、自己評価委員会と密接な連携を持ちながら、活動を始めている。この FD 推

進委員会が中心となって行う組織的な取り組みや、「FD 懇談会」が果たしている機能について

は、「学生の学修の活性化と教員の教育指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み（フ

ァカルティ・ディベロップメント（FD））およびその有効性」の項で述べた通りである。 

�改善方策（�来の改善・改�に�けた方策）� 

FD 推進委員会による今後の積極的な活動が期待されるとともに、FD 懇談会等を活用して、成

績評価基準の策定とその明確化を図るシステムを確立することが重要である。また、FD に関す

る専門的な人材を育成する等、全学的な FD 実施体制の強化が必要であるし、教員の教育業績の

評価を適切に行うための検討もなされなければならない。 

 

（授業形態と授業方法の関係） 

必��授業形態と授業方法の適切性、��性とその教育指導上の有効性 

�現状�明� 

１．��デー�による分� 

授業形態は、演習に代表される少人数授業と、大人数の講義形式による授業に大別される。

演習は、各ゼミともに１学年 20 名程度を上限として募集を行い、２年次より実施している。ま

た１年次には、導入教育として、新入生演習を 20 人弱の規模で行っている。 

まず、経営学部全体として見た場合、専任教員 36 名に対して学部学生数は合計 1,914 名であ

り、専任教員１名あたりの学生数は約 53 名となる。この教員数は学生数に対して十分である。 

次に、2009 年５月１日現在の経営学部の規模別講義室・演習室使用状況は次頁の表に示す通

りである。 
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収容人数 使用教室数 総授業時間数（A） 使用度数（B） 
使用率（％） 

（B）/（A） 

１～50 24 

343 

166 48.4 

51～100 24 73 21.3 

101～150 ６ 22 6.4 

151～200 ６ 40 11.7 

201～250 ２ ４ 1.2 

251～300 ４ 18 5.2 

301～350 ０ ０ 0.0 

351～400 ３ 15 4.4 

401～450 １ ２ 0.6 

451～500 ０ ０ 0.0 

501～550 １ ３ 0.9 

計 71 343 100.0 

表からわかる通り、総授業のうち、69.7％が 100 名以下の教室を用いて実施されている。 

大人数の講義には、十分な対話が困難な状況において、授業の効果を上げるためのマルチメ

ディアとして、PC およびスクリーン、プロジェクターをはじめとするプレゼンテーション装置

を利用することのできる大教室が整備されている。教育効果を上げるための機材の整備は、大

教室に留まらない。具体的には、全学レベルのデータではあるが、視聴覚教室 35 室（いずれの

教室も、少なくとも、スクリーン、ビデオプロジェクター、DVD/VIDEO/CD、テープレコーダー、

OHC（教材提示装置）を装備）、パソコン教室 11 室（PC 計 593 台）、語学教育については、LL

専用教室２室、LL／CALL 教室１室を備えている。 

２．大人数授業について 

マスプロ教育の弊害を避けるべく、経営学部においては１クラスの受講者数が 400 名を超え

る場合はクラスの増設をすることとしている（必修科目については、約 200 名を超える場合）。

ただし、経営学部の学生の学力等を考慮すれば、もっと上限を低く設定すべきではないかとも

思われる。また、大人数教育について、学生のマナー（私語）や質問等への個別的対応の困難

さが問題として認識される。これについては FD においてさまざまな検討がなされている。 

３．「新入生演習」について 

１年次の全履修科目である「新入生演習」については、現在、ローテーション制度により、

各教員が毎回異なるクラスを担当する形態の授業が進められている（ただし、オリエンテーシ

ョンと最終回の授業は、かならず担任が担当する）。これについては、２年次以降に始まる必修

科目である「演習（ゼミ）」選択に有効である等一定の教育指導上の効果が認められる反面、１

回限りの、内容も各教員に任された授業となるために、内容の統一が困難であり、その効果に

関して疑問が生じているのも事実である。そこで、新入生演習の導入教育としての意味を問い

直し、抜本的に授業形態を変更すべきとの意見も挙がっている。 

�点検・��（��と問題点）� 

上記の通り、学生の人数規模、ならびに多様なメディアの活用という観点から見た場合、授

業形態と授業方法は、ともに適切、妥当である。 
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�改善方�（��の改善・改�に向けた方�）� 

新入生演習の授業形態と授業方法については、FD 懇談会等で検討されているが、初年度教育

全般との関連において検討を継続していく必要がある。大人数授業に関する問題は、特に１年

次の必修科目（学科基礎科目 A）において、学生の受講態度をいかに維持させるかである。こ

れについても、FD 活動におけるさまざまな検討が継続されねばならないが、授業を受けるマナ

ーや大学生としての倫理観について、学生に自覚させる導入教育も検討する必要があろう。 

 

必��多様なメディアを活用した授業の導入状況とその�用の適切性  

�現状��� 

本学では語学教育向けの CALL 教室が今年度さらに新設された。また、すでに記したように大

人数教室はそのほとんどが PC、プロジェクターをはじめとするさまざまなプレゼンテーション

設備を完備している。本学部では、こうした多様なメディアを活用した授業を積極的に導入し

ている。 

�点検・��（��と問題点）� 

経営学部においては、簿記教育において、「簿記 e-Learning」を実施している。これは、授

業時間と授業時間外の学習サイクルのなかに、各受講生の自学自習と反復練習が効率的に組み

込まれることを効果として期待したものである。このシステムにより、各学生は、授業を受け

た後、自動生成された授業内容に関連する課題を受け取り、解き、提出するという一連の手続

きを、すべて Web ベースで行うことができる。このような学習支援の効果は徐々に現れつつあ

る（http://www.ccile.otemon.ac.jp/link/eLFD/jirei/CEAS.html 参照）。その他、携帯電話を

用いた出席管理、課題提出等も一部経営学部教員により試みられている。 

�改善方�（��の改善・改�に向けた方�）� 

簿記 e-Learning については、学生の参加率（2009 年度は、400 人中 180 人が参加）の向上が

望まれる。マルチメディアの整備状況はすでに述べた通り十分である。しかし、新設されたマ

ルチメディア教室の稼働率が今一つ上がらないという問題点が全学レベルにおいて認識されて

おり、その改善のためには総合情報教育センターと各学部との連携の強化が急務である。また、

本学ではインフラについては十分な整備が行われていると認識している。十分に整備されたイ

ンフラを授業に有効、適切に活用して、教育効果を向上させるという視点からの FD 活動が継続

して求められよう。 

 

必��「��授業」による授業科目を��認�している大学・学部等における、そうした

�度の�用の適切性 

�現状��� 

該当する授業科目は実施していないので該当しない。 

 

③ 国内外との教育���� 

（国内外との教育����） 

必��国際化�の�応と国際��の��に関する基本方�の適切性 

�現状����点検・��（��と問題点）� 

我国企業経営の著しいグローバル化、メガ・コンペティション化のなか、地元関西地域の産

業界からの要請に応え、国際経営の理論と応用に関する専門教育を通し、国際的に通用する国
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際経営能力をもち、外国語運用能力を備えた人材の育成を目指して、1999 年の国際経営学科開

設以来（2005 年に発展的に解消し、現在のマーケティング学科国際マーケティングメジャーに

引き継がれてきている）、経営学に軸足を置きながらも、比較的充実した国際化への対応を行っ

てきたものと自負している。例えば、学科科目の「国際経営論１・２」、「国際関係論１・２」、

「国際マーケティング論１・２」、「ネゴシエーション論１・２」、「多国籍企業論１・２」等の

国際マーケティングメジャーの科目を中心として、地域経済論関係科目（「アメリカ経済論１・

２」、「ヨーロッパ経済論１・２」、「アジア経済論１・２」、「オーストラリア経済論」、「日本経

済論１・２」、「現代韓国事情」）を加えて、国際的・グローバルな視野に立つ国際経営能力を有

する人材の育成を目指している。さらに、語学関連では共通科目の語学科目（「英語講読１～４」、

「英語 L.L.１～４」、「英会話１～６」、「検定英語１～４」等）に加えて、「経営外国語」科目

として、「経営実務英語１～４」、「経営外国語文献講読１・２」で英語運用能力の向上を図って

いる。また、学部主催の海外研修プログラムとして、アメリカ・オーストラリアの大学との協

力のもとに、「国際共同演習１・２」（アメリカ ノースウェスタン ミシガン大学）、「国際共同

演習３・４」（オーストラリア メルボルン大学）を用意している。このプログラムでは、企業

研修・訪問・調査を中心とし、語学学習を主眼とはしていないが、英語の講義や研修、ホーム

ステイを通して英語でのコミュニケーション能力の向上を図っている。 

なお、全学的な取り組みとして、学生交換協定を締結しているヨーロピアン・ビジネススク

ール（イギリス）、バルドスタ大学（アメリカ）、フェリス大学（アメリカ）への数ヵ月間の留

学、海外セミナー（ロンドン、カナダ モンタナ）があり、帰国後レポートを提出すれば国際交

流科目４単位が認定される。そのほか学則 24 条に基づき、外国の大学で修得した科目の単位認

定を行うことができる「認定留学」制度を 2008 年度より実施している。 

教員の外国の大学との交換制度としては、バルドスタ大学（アメリカ）、ゲッチンゲン大学（ド

イツ）、ゲッチンゲン専門大学（ドイツ）への派遣制度がある。 

以上、学生・教員とも国際交流に対して一応の対応ができていると考える。 

���方�（�来の��・��に向�た方�）� 

制度的には一応の水準に達していると思われるが、費用的な問題のためか、ここ数年「国際

共同演習３・４」（オーストラリア メルボルン大学）は参加希望者が少なく実施できていない。

また、学部主催の海外研修制度等のバラエティももう少し拡充したいところであるが、学部独

自のプログラムとしては維持することが困難であることが予想される。国際交流教育センター

等との連携を深め、全学的プログラムの一層の活用を図りたい。 

 

④ 通信制大学等 

（通信制大学等） 

���通信制の大学・学部にお�る、実施している教育の内容、方法、単位認定、学位�

�の���とそのための条��備の��� 

�現���� 

通信制の学部は設置していないので該当しない。
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�．心理学部 

��達目標� 

心理学科においては、「心理学の各領域の理論、実証的研究結果、研究方法などに係る幅広い

学識の涵養を図り、現状の課題の理解と問題解決能力を有する人材を育成することを目的」と

している。「独立自彊・社会有為」の理念のもとで各学科の目的を達成するためには、学生が自

主的に、自由に、そして自立して学ぶ姿勢を培うことが重要である。本学科が目指す方向は、

生活人として必要な心理学の基礎的知識の獲得と専門家になるための基礎的知識・技法・研究

法の習得を目指す教育と少人数の演習科目を軸として、学生が自己の関心に応じて主体的に学

べるよう科目選択の幅をできるだけひろげたカリキュラムを提供することである。 

 

① 教育課程� 

（学部・学科�の教育課程） 

必�：教育目標を実現するための学士課程としての教育課程の体系性（大学設�基�� 19

��１�） 

�現状��� 

2006 年の学部改組のために、2004 年度から新しい学部での教育目標とそれに合致したカリキ

ュラムの構成を決定するために、学科内にプロジェクトを立ち上げた。この構成メンバーは次

世代を担うべき 40 歳代以下の教授および准教授に新学部長予定者が加わり５名から成ってい

た。そこで検討された教育理念およびカリキュラムは順次学科会議に提出され、学科教員全員

で討議し決定したものである。その結果具体的には、専門性に根ざしての基礎教育として、１

年生から４年生までの４年間で学生自身が自ら自己の生き方を決定するために、１年次にはま

ず大学への導入教育と共に心理学への導入教育としての「新入生演習」および「ライフスタイ

ル演習１：自己を知り他人を知る」に加えて、心理学の基礎的領域である認知・脳科学系およ

び臨床心理学系、生涯発達・生涯教育心理学系、社会・犯罪心理学系の４領域の入門を受講す

ることにより幅広く心理学の基礎的知識を知ることから開始し、２年次には 50 以上の心理学の

主として概論科目に加えて、初歩的な実験心理学、心理技法演習などの履修が可能であり、徐々

に深い心理学的知識・技能を習得するとともに、自分自身の最も関心ある領域の決定を目指す。

３年次になると主たる３メジャーから自分自身の将来の生き方に合致している１つのメジャー

を選択し、そのメジャーを中心にしてより深い心理学の知識および技能の習得、訓練を行い、

４年次に大学４年間の集大成として１人の教員を指導者として選び、卒業研究および論文・レ

ポートの作成を行う。かくのごとく１年次から４年次まで段階的にカリキュラムを構成するこ

とにより学士課程における教育課程の体系性が確保されている。大学としての「FD 推進委員会」

および「カリキュラム改革委員会」が別途設けられているが、学部・学科の理念・目的・教育

目標を常に点検評価するように組織化をしている。点検する組織としては、学部長、学科長、

研究科長、大学院専攻主任に加えて「FD 活動推進委員」「学部自己評価委員」「入試主事」「教

務委員」から構成される「学科内の執行体制」が心理学科内に設けられており、学部の教員間

の教育の連携を有効に機能させるために、「学部自己評価のための学生アンケート」の実施、「学

部 FD 談話会」の開催などを行うことにより、将来に向けての改善・改革を立案し具体化してい

く。 

�点検・評価（長�と問題点）� 

2009 年度に心理学部の完成年度となるが、この４年間で教育目標を実現するために議論を重
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ねて作成された教育課程の実現化を図るものであるカリキュラムにおいて、学年による段階的

科目構成に曖昧なところが出てきたり、学生のニーズに合致していないために履修者が少数に

過ぎる科目も有ることが判明している。これらの点に関しては特に新しく就任した教員が多数

おりそれらの教員へのカリキュラム構成の目的・意図を明確に伝えきれていなかったために順

序性が無視されたこと、カリキュラム構成上学生の履修が難しいような科目数の重なりが生じ

たことなどがあったためと考えられる。また、シラバスの書き方についても形式が教員間で異

なっているために、学生に内容が正確に伝わらなかった科目も散見される。 

�改�方�（将来の改�・改革に向けた方�）� 

2008年度まで行われてきた新入生演習、語学科目、情報教育科目に関しては全学的にカリキ

ュラム改革委員会に専門部会が設置されて、見直すことがすでに決定されている。特に語学教

育は、英語・フランス語・ドイツ語・中国語の４ヵ国語のいずれかから４単位を履修すること

が卒業要件となっているが国際化が急速に発展した現在の社会においては、特に英語教育の充

実を図ることが必要であり、履修単位のみならず科目の内容に関しても見直しが必要とされる。 

さらに他学部他学科から心理学の科目履修の要望が強く出されている現状から考えると、新

たに他学部他学科用の日常生活に有効な入門心理学の開講、あるいは１年次生向けの学科教育

への導入科目を各概論（入門）科目として履修させることを可能にする必要がある。将来的に

は、全学カリキュラム検討委員会において、外部に委託して、基礎的知識に関する補習授業（リ

メディアル教育）の導入も計画する必要がある。例えば、日本語の読解、初歩的な自然科学の

知識、統計学の初歩的な知識などに関する確認作業としての授業である。このような補習授業

（リメディアル教育）をできるだけ早く開始することが要望されている。 

 

必��教育課程における基礎教育、倫理性を�う教育の位置�け 

�現状�明� 

共通認識のうえで心理学の基礎的教育を行っているとは言えないが、個々の教員が教科の特

性に応じて、小テスト、レポート、試験（学期末、授業時）を通して、基礎教育における教育

効果を測っている。しかしながら、おのおのの教員の裁量に任せられているため、教員により

基礎教育の認識にズレがあり、かならずしも客観的とは言い難い側面があることも否定できな

い。学部・学科レベルでは次の課題がある。特に同一科目の複数クラス間で担当者が異なる場

合、また同一コース内において段階的に構成されている科目における学習到達度が学生により

異なるような場合、評価の基準作りが必要となる。具体的に突っ込んだ議論には至らなかった

ものの、この問題特に成績を中心とする評価による学生の達成度の測定については心理学部の

全教員が参加して行ったFD談話会のテーマである。 

さらに心理学においては教育・研究における倫理性はほかのいかなる学問に比してもより大

きな問題であり、いかに学生に心理学の倫理性を徹底させるかは教育における課題である。現

状では個々の科目のなか（例えば心理検査学、心理検査法演習、臨床心理学基礎論、心理療法

等）で学生に提示し教育は行っているが、徹底するには至っていない。それに加えて教員の教

育・指導における倫理性に関しても徹底しているとは言い難く、特にハラスメントの問題に関

しての研修は行われているが十分であるとは言い難いのが現状である。 

�点検・評価（��と問題点）� 

これらの問題は、残念ながら、学科における研修会等において、いまだ結論を出すには至っ

ていない。心理学部では、心理現場におけるインターンシップなど実践的教育を重視する姿勢
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を鮮明に打ち出している。しかし、どれほど心理学の知識・技法が身についたのかを測り、ど

のように到達度別クラス編成を行うのか、またどのように４年次で教員にゼミとしての振り分

けを行うのかは学生の意志にまかされているため、その習熟度についてはなんら判明していな

いし、今の段階では手段も明確化していない。しかし心理学会連合が心理学検定を行って、そ

の習熟度についての試験を2006年から実施しはじめた。この検定を参考にして、追手門学院大

学心理学部心理学検定を実施し、その習熟度により認定をすることを現在検討しており、その

ために2008年度には文部科学省経常費補助金の認可により、学生のマルチメディアによる心理

学の自学自習システムを構築した。これらの設備を利用することにより学生が自ら積極的に心

理学の知識・技能を修得し、基礎教育の補完的な役割を果たしうるものと考える。 

���方�（��の��・��に�けた方�）� 

評価基準をめぐる問題は、FD活動推進委員会、教授会、心理学部カリキュラム検討員会等で、

今後も継続して検討を加えていかねばならない。この件に関しては、後述の「厳格な成績評価

を行う仕組みと成績評価法、成績評価基準の適切性」も参照されたい。 

その詳細な運用方法については、現在、上述の如く追手門学院大学心理学部心理学検定を実

施し、その習熟度により認定をすることを現在検討しており、早急に実施できる体制作りを行

うべく検討中である。 

 

必��「専�に�る専門の学�」を教授するための専門教育的授業科目とその学部・学科

等の理念・目的、学問の体系性�びに学�教育法第 83 条との適合性 

�現��明� 

心理学科の理念・目的は「学部規程」第２条に明記されている通り、「心理学科では、幅広い

教養的基礎のうえに、認知・脳科学系心理学、生涯発達・生涯教育系心理学、臨床系心理学、

および社会・犯罪系心理学にわたる心理学の基礎知識を学ばせるとともに、専門領域として、

人の心のケアと福祉に関わるメンタルケア、人の生涯の発達と教育のサポートに関わるチャイ

ルドサポート、または企業に就職して種々の仕事に役立てるビジネスリサーチの各メジャーの

いずれかを重点的に学ばせ、心理学の知識および方法を様々な職業に生かし、自己実現を目指

す豊かな人間性を持つ人材の育成を目的とする。」ことである。その教育目標は『履修要項』に

も記載されているように「心理学の知識の習得と研究を通して、現代社会における日常生活に

有効に活用することができるように、自主的かつ論理的に考え、総合的に判断し、行動する「21

世紀型市民」と呼ぶに値する人材を育てること」にある。 

上記の目標を達成するために、心理学科では、本学他学部・学科と同様、共通教育科目と学

科教育科目の合計124単位を卒業必要単位として定めている。学部・学科の領域を超えて豊かな

教養と幅広い知識を身につけることを目的とする共通教育科目は、さらに新入生演習、基本科

目、外国語科目、体育科目、総合科目に分けられる。このなかで基本科目は、「言語と文化」「生

活と社会」「自然と数理」に大別され深い教養を見つけ幅広い視野を持つべく自由に履修できる

ように展開されている。総合科目では本学独自性や特性を打ち出すとともに多様な能力を引き

出しそれに応えようとする科目であり、１年次より自由に履修できるが特にキャリア形成論、

追大UI科目（学び論、北摂を学ぶ）等専門的知識を習得するための基礎的深い教養の育成を目

指している。専門科目は、１年次から広く心理学の基礎的知識を身につけると同時に、自分を

知り、他者とのかかわり方を学び、種々の心理に関連する職業の特徴や心理学の種類について

学習し、生涯の目的を設定することにより自分の生き方を明確にして２年次の後半からはその
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生き方に沿って自分に必要な心理学を学ぶために３メジャーの専攻領域別学習プランを作成し

て現実的に社会に出てから必要とする心理学の知識と技能を習熟することができることを目指

して教育課程を編成している。 

このような教育課程は、学校教育法第83条の「学術の中心として、広く知識を授けるととも

に、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的および応用的能力を展開させること」、および

大学設置基準第19条の「学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い教養

および総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養する」という大学教育の根本的な目的を実

現するためのものでもある。 

本学では全学的な教育課程の見直しを定期的に行っており、2002年度には半セメスター制へ

の移行を柱とする大規模なカリキュラム改革が行われ、その点検を踏まえて2005年度より再組

織された心理学部のカリキュラムの実施を行ってきた。 

�点検・評価（長�と問題点）� 

2009年度に心理学部が完成年度となった。現在までにすでにいくつかの改善すべき教育課程

の問題が指摘されており、学部長、研究科長、学部教務委員、入試主事、大学院専攻主任で構

成されている学部執行体制において改善すべく鋭意検討を進めている。心理学部だけでなく大

学全体でもカリキュラム改革委員会に専門部会がつくられ、新入生演習、語学教育、情報教育

に関して早急に改善するために検討を始めた。またカリキュラムの見直しも順次行われている。 

心理学部のカリキュラムは、幅広い専門教育の基礎的教育と深い専門性の追求のために最も

バランスをとった教育課程である。もちろん社会環境の変化や学生の資質の変化に対応して変

更すべき点は常に生じてくるが、その都度、定期的にカリキュラムの見直しを行い、改善をほ

どこすべく検討を重ねていることは評価できる。 

�改善方�（将来の改善・改革に�けた方�）� 

心理学部としては、現在のところいくつか改善する必要がある。2009年度以降大幅なカリキ

ュラム改訂をするために、将来の生き方を形成するためにキャリア形成論、ライフスタイル演

習等の早期履修やカリキュラムの整備、また心理学科のアイデンティティを学生が明確に意識

し確保できるような基礎的な実験演習の開講形態の整備、３年次に選択するメジャーの名称の

変更と増設を意図して、心理学部では次のような変更を行うことを学科会議において承認され

ている。各変更点については、以下の該当する項目で改めて詳述する。 

１．新入生演習の充実と２年次に総合科目である「職業としての心理学」を全員履修できるよ

うな開講科目表とする。 

２．「心理現場でのインターンシップ」の受講希望学生のニーズにマッチするような現場を確

保する。 

３．現行の秋学期開講２単位科目「実験心理学演習」を、充実するためにクラス編成の数を増

やして、当該科目は必修ではないが、履修クラスを指定し、なるべく多くの学生が受講する

ことができるよう努める。 

４．現行のメンタルケアメジャー、チャイルドサポートメジャー、ビジネスリサーチメジャー

という名称はかならずしも内容との整合性があるとは言えない。そこで「認知・脳科学メジ

ャー」「臨床心理学メジャー」「生涯発達・生涯教育心理学メジャー」「社会・犯罪心理学

メジャー」と変更することにより科目との一致を図ると同時に、新たに４つのメジャー（例：

基礎心理学メジャー、学校心理学メジャー、犯罪心理学メジャー、臨床発達心理学メジャー）

の増設を行い履修しやすくする。 
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必��一�教養的授業科目の編成における「幅広く深い教養および総合的な判断力を培い、

豊かな人間性を涵養」するための配慮の��性 

�現���� 

全学に開かれた共通科目は、基本科目、外国語科目、体育科目、総合科目、新入生演習で構

成されている。2008 年度の基本科目は、言語と文化領域 23 科目、生活と社会領域 27 科目、自

然と数理領域 17 科目で、ほかに留学生や特に指定された帰国生徒のための日本事情４科目が開

講されている。これらから 16 単位以上を修得しなければならないが、それを超える修得単位は

卒業要件として認められるので、各自の関心によって幅広く選択できる。多くの科目が複数ク

ラスを用意して多人数にならないように配慮したり、学部・学科によってクラス編成をしたり、

それぞれが教育成果をあげるように工夫している。外国語科目は、英語（18 科目、１単位、以

下同様）、ドイツ語（16 科目）、フランス語（16 科目）、中国語（18 科目）の４ヵ国語が開設さ

れており、４単位以上を修得しなければならない。学生は一つの外国語を上位のレベルまで積

み上げて４単位を修得することも、複数の言語を学んで４単位修得することもできる。また４

単位を超える修得単位は卒業要件に含められるので、関心のある学生は多くの科目を選択して

語学力を伸ばすことができる。いずれも講読（読解）と会話（表現）を中心にしているが、英

語では LL と検定英語の科目がある。また留学生と特に指定された帰国生徒のために日本語８科

目が用意されている。体育科目は、健康科学群（基礎体育、体育概論）、スポーツ科学群（応用

体育、スポーツ概論）、ネイチャーアクティビティ（余暇生活実習）に区分される 10 科目で構

成されている。概論講義は２単位、実技・実習は１単位で、２単位を修得しなければならない。

総合科目は、追大 UI 科目、追大プロジェクト科目、国際交流科目、自主活動科目の４分野で構

成されている。追大 UI 科目は「学び論」と「北摂を学ぶ」の２科目（各２単位）で、複数教員

の経験を通して本学での「学」を考え、また大学の所在地域への理解を深めて、本学学生とし

てのアイデンティティを醸成しようとする科目である。追大プロジェクト科目は「インターン

シップ」「キャリア形成論」「ボランティア論」などの６科目（各２単位）である。国際交流科

目と自主活動科目は単位認定制度で、前者は本学の各種の交換留学制度や海外セミナーなどへ

の参加（各４単位）、後者は放送大学の科目修得や本学の指定する資格・検定の結果を本学所定

の基準で認定（各２単位）するものである。これらは選択必修ではなく、追大 UI 科目はすべて

の単位を卒業要件単位として認めるが、あとの３科目については各分野おのおの４単位までを

認めることとしている。新入生演習は 2003 年度からはじめられた導入教育で、新入生全員が受

講するが必修科目ではない。事実上ほぼ全員がよく出席して単位を取得している。学科別に 20

名程度に編成された少人数クラスで、かならず専任教員が担当する。内容は授業の選択の仕方、

受講の仕方やノートの取り方、発表の仕方やレポートの書き方など、ある程度全学的に定めて

いるが詳細は担当者に任されており、学科の特徴や担当教員の個性が大きく影響するようであ

る。この科目のなかで、新入生オリエンテーションとは別に、かなりの程度のきめ細かい履修

指導がなされている。また、新入生演習の担当教員が３年次までのアカデミック・アドバイサ

ーとなって、学習上の相談・指導・支援にあたっている。 

��検・��（�所と���）� 

基本科目は、ほかの科目群とも相まって「幅広く深い教養および総合的な判断力を培い、豊

かな人間性を涵養」する教育の中心となっている。例えば外国語科目の学習と基本科目の言語

と文化領域の講義内容（「ことばと文化」「英米の文化・文学」「異文化交流とコミュニケーショ
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ン」など）とが学生の内面でうまく統合されれば、グローバル化した時代に相応しい教養を生

み出すこととなろう。だが、日韓に大衆文化交流の大きな橋が架橋されたいま、最も近しい国

の言語であるハングルが開講されていないのは、課題であろう。中国のみならず、アジアにつ

いての学生の歴史認識を培っていくうえでも、早急に実現が望まれる。また自然と数理領域の

「入門コンピュータ１､２」は春学期と秋学期の積み上げで各９クラス開講され、情報化社会の

要請にほぼ応えられている状況である。外国語科目、体育科目、総合科目を見ても、それぞれ

多様な学生のニーズを取り入れながら教育目標を達成する工夫をこらしており、適切な全学共

通教育が実現していると考えられる。さらに新入生演習を開設してから早期退学や１年次最初

の履修登録の混乱が減ったと言われており、導入教育としての効果を発揮したのではないかと

推察される。全体として共通科目の目標は達成されていると評価できるが、さらに改善すべき

点も認められる。 

一方基本科目では、受講生が多すぎる講義クラスを分割しようとしても、教室や時間割の都

合で分割できない場合があるというような、技術的な工夫で解決できるはずの問題も見られる。 

�改善方�（将来の改善・改�に向けた方�）� 

技術的に解決できるはずの多人数科目の問題にしても、カリキュラムが複雑多様になり、学

生の選択動向も把握しにくくなって、教室配当や時間割編成を受講生数にマッチさせることが

難しくなっているようである。大学の将来像や、学部の人材育成の基本に置かれている理念を

どのように学生に浸透させていくことができるのかについて、今後とも授業内容にも工夫を重

ねて、基本科目は 200 名までのクラス、できれば 100 名ぐらいのクラス規模に抑えたい。語学

力に見られるような学生の二極分化については、進度別のクラス編成や補習授業による改善も

あり得るが、問題点もあるためか、本学ではまだ考えられていない。それは外国語教育に限ら

ず、今日の大学にとって今後に残された大きな課題であろう。 

 

必須�外国語科目の編成における学部・学科�の理念・目的の実現�の配�と「国際化�

の進展に適切に対応するため、外国語能力の育成」のための�置の適切� 

�現状�明� 

外国語教育についてみれば、大学生の学力低下が危惧される今日、一般教養としての外国語

能力をいかにして伸長させるかが問題であろう。レベルの高い学生とそうでない学生とに二極

分化する傾向が、外国語学習をはじめとする積み上げの必要な教科に特に見られるように思わ

れる。外国人教員と英会話を楽しむ雰囲気は確かに学生のニーズに合っているであろうが、そ

れだけでは巷の英会話教室と同じで、大学としての「国際化の進展に適切に対応するため」の

語学教育たり得るかどうか疑問である。 

�点�・評価（長�と問題点）��改善方�（将来の改善・改�に向けた方�）� 

上記したように、外国人教員と英会話を楽しむ雰囲気が、まずは英語の苦手な学生にとって

最も大きなことであることは確かである。ここ２・３年、そうした教員と学生との間のコミュ

ニケーションがかならずしもスムースにいかず、実用英語としても学生のニーズに合っていな

いことが問題になった。たしかに、それだけでは巷の英会話教室と同じであるが、入門時につ

まずけば、「国際化の進展に適切に対応するため」の語学教育を目標にしていくうえで、大いな

る支障となる。ネイテイブの語学に接していくことは必須であるが、大学のカリキュラムを理

解して、共にどのような学生を育てようとしているのかを考え、理解してもらえる教員の確保

が必須であることが明らかになった。ここには、カリキュラムの工夫や FD 活動などで容易に改
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善できるとは思えないような、今日の大学のかかえる困難な問題がある。 

 

必��教育��の開設授業科目、卒業所要総単位に�める専門教育的授業科目・��教養

的授業科目・外国語科目等の�的配分と�の適切性、妥当性 

�現���� 

心理学科の卒業必要単位数は 124 単位以上で、これは全学共通である。 

共通科目の卒業必要単位数は 28 単位以上である。内訳は、新入生演習２単位、基本科目が

16 単位、外国語科目（英語、ドイツ語、フランス語、中国語から）が計４単位、体育科目が２

単位、総合科目が４単位以上である。総合科目群のなかには追大 UI 科目と追大プロジェクト科

目があり、特にキャリア形成論は１年次生全員履修科目として位置づけられている。 

卒業必要単位数において、基本科目は 16 単位「以上」、学科選択科目が 62 単位「以上」とな

っている。これらの２科目区分に加えて外国語科目、体育科目および総合科目と学科選択科目

において履修単位数を選択調整できるようになっている。この点は心理学科学生の幅広い関心

に応えられる長所である。心理学科の選択必修の学科科目の細区分のなかで、ライフスタイル

演習、演習系、特殊演習、実践演習、研究法・技法という心理学の現場に密着した多彩な実践

的演習が開講され、心理学の知識だけでなく研究法・技法についての習熟を求めていること、

概論および各論との開講科目数の割合がほぼ半々であることは本学科の開講科目の特色である。

また、情報教育に関しては、学科教育の特殊演習、心理学的データ解析において、情報機器の

操作技術の習熟が求められており、また共通科目としてコンピュータ関連科目が開設されてい

る。開講科目の種類はかならずしも多くないが、心理学自学自習システムを構築して、演習科

目で十分に習得することができなかった実験および心理検査についての学生の興味関心に基づ

く学修を学生自ら自由に実践することを可能としている。 

�点検・評価（長所と問題点）� 

学科教育科目の卒業必要単位数は 66 単位以上で、内訳は、学科必修科目の「卒業演習１、２」

が４単位、学科選択必修科目が 62 単位以上である。「専攻に係る専門の心理学の基礎知識」を

教授するための専門教育的授業と、「幅広く深い教養および総合的な判断力を培い、豊かな人間

性を涵養」するための科目との比率は、現在のところ、おおむね妥当な配分だと評価される。

また、開講科目のなかでの概論科目および特殊講義科目等の講義科目群と演習科目、研究法・

技法科目等の実践的科目群との全開講科目数に対する割合はほぼ同じであり、心理学科の教育

目標を達成する基礎としては妥当であると評価できる。特に現代のコンピュータによる心理実

験、心理検査の処理等について学生自身の関心に基づく自学・自習を可能にするシステムを設

置していることは、学生の学修意欲を促進する点から重要であり、適切な措置であると言える。 

�改善方�（��の改善・改�に�けた方�）� 

基本科目群の割合が学科科目群に比して少なく、特に外国語科目が４単位と少ないことは、

心理学の専門的知識・研究法の修得のために少なからず支障をきたすことがあり、今後早急に

外国語科目および学科科目のなかの講読演習群の内容について検討・改善をすることが必要で

ある。 

 

必��基礎教育と教養教育の実�・��のための��体�の��と�の実践�� 

�現���� 

本学では、共通科目のうち、基本科目、体育科目、総合科目については、全学横断的に教務
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委員会で、共通教育のあり方の方針決定、運営についての管理・責任を担っている。教務委員

会は、教務部長、各学部選出の委員等で構成されており、全学的な責任体制を確立している。 

新入生演習は専任教員のみの担当制を敷いており、全学部・全専任教員が共通教育について

責任を持つ体制をとっている。また、基礎教育科目の外国語科目のうち英語については、各学

部でその実施についての責任をもって行うことになっている。 

また、キャリアに関する科目群はキャリア教育センターが責任を持って実施することとなっ

ている。心理学科に固有の基礎教育科目のうち、「心理学の総合的理解」と「ライフスタイル演

習１」は選択必修科目であるが、１年次生全員履修の科目であり、後者の「ライフスタイル演

習１」は、「わたしを知る他人を知る」という心理学の基礎となるテーマについて毎年度６～８

名の専任教員が課題についての共通認識のもとで責任をもって演習を行っている。必修ではな

いが、「特殊演習」については可能なかぎり多くの教員が担当者となり心理学の卒業研究に必要

な課題発見の方法、研究方法、資料分析法などについて教員間で調整して実施している。さら

に「心理現場へのインターンシップ」は担当教員を中心に学科内にプロジェクトチームを作り、

外部の諸機関との提携をして実践的実習を行うための責任体制を作り上げている。 

�点検・��（長�と�題点）� 

教務委員会は、教務部長、各学部選出の教務委員等により構成されているが、連携がかなら

ずしもスムースに取れているとは言えない。ともすれば、各学部から提出された授業計画の実

施にのみ終始し、各学部間の調整など重要な課題の解決には至らないことが往々にしてあり再

検討が必要であろう。今後は、関連組織との関係強化を図り、共通教育の理念・目的を再確認

したうえで、共通教育を担う役割について明確な方針を打ち出すよう努めなければならない。

特に基本科目のなかでも、自然科学系の科目群についてはその必要性について見直すことが求

められる。新入生演習についてはほぼ全員の専任教員が担当することになっているが、実際の

演習の進め方については確立されておらず、この点は今後の課題として検討していかなければ

ならない。 

�改善方�（��の改善・改革に�けた方�）� 

2010 年度に心理学科のカリキュラムの改革を実施する予定で進めているが、そのなかで１年

次から４年次まで段階的に構成されているカリキュラムの内容については改善することが必要

である。特に心理学科としては、ライフスタイル演習の担当者をどのように決定するのか、適

切な方式を定める必要がある。また、基本科目のうち特に英語については修得単位数も含めて、

教育方法、内容についての学科としての方針を明確にして、担当者についての決定にも責任を

持つ必要がある。 

 

必��カリキュラム�成における、必修・選択の�的�分の適切性、�当性 

�現��明� 

授業科目は、履修方法上の区分として、必修科目、選択科目（選択必修科目、選択科目）お

よび自由科目に分かれている。そのうち、自由科目は、必修科目および選択科目（選択必修科

目、選択科目）以外の科目であり、卒業要件単位とはならない科目である。 

旧人間学部心理学科のカリキュラムの必修科目は、１年次の「基礎演習１（春学期）」、２年

次の「基礎演習２（春）」・「基礎演習３（秋）」、３年次の「特論演習１（春）」・「特論演習２（秋）」、

４年次の「卒業演習１（春）」・「卒業演習２（秋）」であった。各学年次での必修科目を積み上

げた後に、最終ゴールとしての４年次の卒業演習に至るという根幹科目としての位置づけであ
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った。 

これに対し、2006 年度開設の心理学部のカリキュラムの必修科目は４年次の「卒業研究１」

２単位、「卒業研究２」２単位の計４単位である。この「卒業研究１、２」を目指して、以下に

示す選択必修科目の卒業要件を満たすように履修したうえで個々人の志向性に応じた多様なル

ートを許容する方式にかえた。 

心理学部の選択必修科目は、まず全学共通科目のうち基本科目から 16 単位以上、外国語科目

から４単位以上、体育科目から２単位以上を必修とし、さらに総合科目群から１科目２単位以

上、概論講義科目群から７科目 14 単位以上、特講群から１科目２単位以上、ライフスタイル演

習群から１科目２単位以上、演習系から１科目２単位以上、特殊演習群から１科目２単位以上、

実践演習群から１科目２単位以上、研究法・技法群から３科目６単位以上、講読群から１科目

２単位以上を選択必修としている。そして卒業論文４単位は選択科目である。以上の単位修得

条件を満たしたうえで、上記の学科科目の修得単位数が 66 単位以上、かつ修得単位数の合計が

124 単位以上でなければならない。 

心理学部カリキュラムでは、学生の人格的成長と社会性形成をうながすために、自分を理解

し、他者と関わり、将来の生き方を展望させることを目的とした「ライフスタイル演習１、２」

を新たに設置した。さらに１年次から履修できる「認知脳科学入門、生涯発達・生涯教育心理

学入門、臨床心理学入門、社会・犯罪心理学入門」が新設された。さらに人間学部カリキュラ

ムに比して、より、細分化され広域をカバーした選択必修科目（総合科目、概論講義、特講、

演習、講読など）が開設された。なかでも演習には研究法関係の演習として、「心理学的データ

解析」、「面接調査法」、「レポート・論文の書きかた」や「プリゼンテーション法」といったこ

れまでにない科目の新設を行った。これらの科目を個人の志向性にあわせて、各科目を卒業要

件にあわせて、履修科目を組み合わせて履修することで４年次の必修科目である「卒業研究１、

２」にうまくつながると考えた。 

�点検・評価（長所と��点）� 

心理学部カリキュラムの特徴は、必修科目は４年次の「卒業研究１、２」のみとなったこと

およびバラエティに富んだ選択必修科目を展開したことである。多様な専門科目を提供したこ

とは総合的な「心理学部」たる長所であり評価できる。 

本カリキュラムでは、学生は目指す「卒業研究１、２」のクラスで必要とされる基礎力を身

につけることを意識して２年次から選択必修科目を履修しなければならない。「卒業研究１、２」

のクラス決定は３回生の秋学期に行われるために、１、２回生の秋学期末に「履修説明会」を

行い、自分が目指す「卒業研究１、２」のクラス（いわゆるゼミとほぼ同じ）で要求される基

礎力を身につけるために、どのような選択必修科目を履修すべきかを説明している。これらの

情報をもとに、ライフスタイル演習などで涵養された進路に対する志向性や目的に応じて科目

を自ら選択することを想定した。 

選択必修科目がバラエティに富んでいる点は長所である一方、科目の多様な展開は複雑さを

生み、学生が履修登録の際に科目選択に関わる自己決定を難しくしているのではないかという

危惧もある。１、２年次の秋学期に「履修説明会」を開催するなど工夫はしているが、どのよ

うな効果があったのかは 2009 年度に心理学部開設後最初の４年次生が最終ゴールの「卒業研

究」を終えたのち、検証する必要がある。 

���方�（将来の��・��に向けた方�）� 

心理学部心理学科の新カリキュラムは、2009 年度に完成年度を迎える。４年間の教育実践を
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振り返り、カリキュラムの見直しを考える必要があると考えている。科目の多様な展開を目指

すことと、学生から見た履修決定のわかりやすさを追求することは相矛盾しやすい。この両者

をうまくバランスするために、今後のカリキュラムの見直しを進めていく必要がある。例えば

2009 年度に心理学部初の卒業生をだすことになるが、４年次生の成績修得状況をチェックして、

カリキュラムがうまく機能しているかどうか検証し、今後の見直しの資料としなければならな

い。そのなかでも特に１年次から４年次まで段階的な構成を意図して作成されているカリキュ

ラムが、実際の講義・演習の内容から見ると逆になっている点も見受けられる。この点に関し

ては、教員に対して順序性の理解を促すと同時に、学生にも理解することが容易になるよう再

編成する必要がある。 

 

（カリキュラムにおける高・大の�続） 

必��学生が後期中等教育から高等教育へ��に移行するために必要な導入教育の実施状

況 

��状��� 

大学全入時代を迎え、全国的に入学者の学力・学習意欲の低下が見られることから、導入教

育の重要性が高くなっている。これまで心理学科では、内部専願および指定校推薦制による入

学予定者に対して、事前教育として、毎年、心理学と心理学に関連する幅広い領域からのブッ

クレポートを課している。提出されたレポートについては、教員による添削を行ったうえで入

学後ただちに、新入生全員が履修する新入生演習にて各自に返却している。また、入学予定者

に対して、導入教育として教員によるガイダンスを行っている。これらの取り組みは、大学入

学決定者の学習の継続を促すことを期待してのことである。2008 年度の 12 月には、入学予定

者のなかから希望者を対象として、集中講義形式で「学び論 C」が開設したことも新しい工夫

である。この「学び論 C」を修得すると、入学後の単位として認められることになっている。 

１年次の春学期に新入生演習が実施されている。これにより、後期中等教育から高等教育へ

移行するためのガイダンスが丁寧に行われている。プログラムは大学教育への適応を第一に考

えており、履修指導を始め、図書館オリエンテーション、効果的な学習法、ノートテイキング、

ディスカッション、プレゼンテーションの仕方の学習など、大学での学習をスムースに行うた

めの土台作りが中心である。心理学部が開設された 2006 年度より、新入生演習担当教員がアカ

デミック・アドバイザーとして学修上の相談にのるシステムを導入した。 

一方、高校から大学への移行に伴い、知り合いや友達を作れないという学生も近年多々見ら

れる。そのため、大学に入って不適応に陥るケースもある。情報を得られず仲間から助けても

もらえないため、大学から足が遠のき単位不足になり留年を余儀なくさせられる学生も見られ

る。通常、この部分を補うクラブやサークル活動は、その参加人数が年々減少しており、今後、

学生間のコミュニケーション不足によるさまざまな影響は深刻化すると思われる。対応として、

心理学科の新入生演習は、コミュニケーションを促す対人関係の学習やグループワークがしば

しば用いられ、友人形成のきっかけとしている。 

�点検・評�（��と��点）� 

入学予定者に対するブックレポートと事前教育としてのガイダンスおよび「学び論 C」の開

設は、大学入学が決定してから入学するまでの空白期に学習の継続を促す役割を果たしている

と思われる。20 名前後の少人数制による新入生演習は、学生にもおおむね好評である。高等教

育への移行をスムースにするだけでなく、学生間のコミュニケーションを深める工夫（食事会、
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ディスカッション、対人関係トレーニング）も友人関係を深めるのに役立っており、友人関係

が大学全般への適応を促し、学習の基盤づくりにも役立っていると考えられる。アカデミック・

アドバイザーは教員１人につき全学年を合わせると 60 名程度を担当するのは負担であり、目が

行き届くかどうかが懸念される。 

�改善方�（将来の改善・改�に�けた方�）� 

入学予定者に対するブックレポートと事前教育としてのガイダンスおよび「学び論 C」の開

設は、現在は内部専願入試、指定校推薦入試の合格者を中心として行っており、その他の学生

が入学までの期間をどのようにして過ごしているのかについては、今後、在学中の追跡調査が

必要と思われる。新入生演習では、クラス間で内容の違いがあるため、その共通化を図る必要

があると考える。また、担当者を増やすなど早急に解決すべき課題である。担当者の増加のた

めにはほかの科目の担当を減じることも必要になる。そのためには現在開講しているカリキュ

ラムの科目の見直しをして、履修者が少なくほかの科目でも補うことができる科目は統合する

というごとき改善の必要がある。このようにして新入生演習のクラスを少人数化することによ

りアカデミック・アドバイザー制をより機能しやすくする必要がある。 

 

（カリキュラムと��試験） 

必����試験につながりのあるカリキュラムを�つ学部・学科における、カリキュラ

ム��の適�� （大学基�データ ��） 

�現���� 

該当するカリキュラムは実施していないので該当しない。 

 

（医・歯・薬学系のカリキュラムにおける��実習） 

必��医・歯・薬学系のカリキュラムにおける、��実習の位置づけとその適�� 

�現���� 

医・歯・薬学系の学部・学科は設置していないので該当しない。 

 

（インターンシップ、ボランティア） 

���インターンシップを�入している学部・学科�における、そうしたシステムの実施

の適�� 

�現���� 

2007 年度まで心理学科では、独自のインターンシップは行っていなかった。それまでは、経

営学部が単位認定を行っているインターンシップ１、２（計４単位）に心理学科学生も参加し

ていた。しかし、2006 年度より本学人間学部心理学科は、心理学部心理学科として改組し、「生

き方に沿った心理学の学習」のためのカリキュラムが工夫され、従来の経営学部が主催する全

学対象のインターンシップ科目に加え、心理学科独自の「心理現場へのインターンシップ」（２

単位）が学部インターンシップ科目としてスタートすることになった。この科目の目的は、「心

理学的な知識や技能を用いる現場で実習体験をし、将来の職業選択に生かす。また、社会に貢

献する態度を身につける」ことである。科目開講に先立ち、2007 年度には「インターンシップ

準備委員会」が立ち上がり、インターンシップ先の選定や学生へのインターンシップ希望先ア

ンケート調査を実施し、検討を重ねていった。 

心理学科では、これまでもボランティア活動として教育サポートやメンタルフレンド活動に
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参加する学生がかなり多かった。活動先機関は、公立の小・中学校や教育研究所、家庭児童相

談室、障害福祉センター、教育センターなど、本学心理学科教員が窓口になっている機関だけ

で 36 箇所にのぼり、多くの学生が参加していた。これらのボランティア学生には、これまでも

窓口教員による事前指導やボランティア中の定期的な指導に加え、実習先での指導者による教

育などがそれぞれの機関で行われていた。活動に参加した学生の評判はよく、また学生自身も

貴重な体験をした結果、本学および他大学の大学院に進学する者も決して少なくなく、より専

門的な進路選択や職業選択の重要な契機のひとつとなっていることは以前より明らかであった。 

そこで、検討を重ねた結果、教育実習機関として適切なインターンシップ先として 2008 年度

は６機関を選定し、「心理現場へのインターンシップ」科目をスタートすることとなった。2008

年度希望者は 31 名であり、これは当該学年の学生数の 13％にあたる。また、従来の全学対象

のインターンシップ受講者もこれとは別に 18 名おり、これは当該学年心理学科学生の８％にあ

たる。両インターンシップに延べ合計で 51 名の学生が参加しており、これは 2004 年度の心理

学科学生のインターンシップ参加者 13 名から比べると３倍以上の参加人数となった。 

現在、「心理現場へのインターンシップ」の運営は、実施責任主体が組織され、適切に運営さ

れている。今年度の単位認定はこれからであるが、実施責任主体が厳格な評価作業を行ったう

えで単位認定を行う予定である。 

［点検・評価（�所と問題点）］ 

［現状説明］で述べたように、心理学を生かした活動を行っている心理現場でのインターン

シップを行うことは、心理学を社会に生かす職業選択を考えるうえで非常に有用だと思われる。

外部機関との連携も、これまでのボランティア派遣等での実績もあり比較的スムースに行われ

ている。問題点として準備委員会で懸念していたのは、「単位になるから」という安易な動機で

参加する学生が増えるのではないか、ということであった。そのため、事前の説明会として、

全体説明会を１回、その後に個別面接での説明を１回行い、さらに機関毎の詳しいオリエンテ

ーションを行った。個別面接では複数の教員による面接を行い、特に慎重を期した。 

しかし、教員の心配に反して、本学科のインターンシップ参加希望者は、熱心で社会性があ

る学生が多かった。以上のように、現在のところシステムは適切に運営されており、システム

改善についての問題点は現時点では見当たらない。 

［改善方�（�来の改善・改�に向けた方�）］ 

今後はさらに学生希望のインターンシップ体験ができるように、インターンシップ先の拡充

を行う方向で検討している。 

 

（授業��と単位の関�） 

����授業科目の特�・内容や�修��との関�における、その��の授業科目の単位

計算方法の�当性 

［現状説明］ 

追手門学院大学心理学部規程第 13 条は、単位計算方法について授業科目の単位の計算方法は、

１単位の授業科目には 45 時間の学修を要することを標準とし、次の基準によるものとする。 

（１）講義及び演習については、15 時間の授業をもって１単位とする。 

（２）外国語科目については、30 時間の授業をもって１単位とする。 

（３）実験、実習及び実技については、30 時間の授業をもって１単位とする。 

（４）卒業論文については、４単位とする。 
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心理学部心理学科の単位計算は全学共通の基準にしたがい、15 週授業で通常科目は２単位、

外国語科目・体育実習は１単位で計算を行っている。 

�点検・評価（�所と問題点）� 

外国語科目および体育実習科目においては、週１回 15 週の講義を１単位とし、卒業論文を除

くその他の科目では、週１回 15 週の講義を２単位としている点は、規程通りの運用であり評価

できる。 

�改善方�（�来の改善・改�に�けた方�）� 

現状において規定通りの運用がなされており、今後とも継続していく。 

 

（単位��、単位認定等） 

必��国内外の大学等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の���（大学設置

基準� 28 条�２�、� 29 条）（大学基���� �４・��） 

�現状�明� 

１年次入学生については、４年制大学、短期大学、高等専門学校および専修学校の専門課程

において修得した単位のうち、本学の科目と読みかえられるものについて、60 単位を上限とし

て一括認定している。転学編入学生については、４年制大学、短期大学、高等専門学校の卒業

者および専修学校専門課程修了者については、2000 年度から共通科目 58 単位を無条件で認定

している。４年制大学の２年以上修了者および短期大学、高等専門学校生については、以前に

所属した大学・学校において 58 単位以上を習得していることが編入の条件となっており、編入

後は本学における共通科目の必要単位取得済みとして取り扱っている。また、編入学生につい

ては、学科科目についても、本学の科目に対応する科目の単位を修得している場合には、12 単

位を上限として単位の認定を行っている。以上の単位認定においては、３月末に提出される出

身校での成績取得状況に関する証明書をもとにして、教務委員を中心にして既修得科目のうち、

読みかえ可能科目をリストアップし、そのリストを入学直後に当該学生に示して十分な話し合

いを行って決定し（心理学以外の読みかえ科目の担当者に照会することもある）、最終的に教授

会で審議するという手順で行っている。 

�点検・評価（�所と問題点）� 

上記の内容は、2000 年度から実施されており、従来よりも多くの単位を認定できるよう改正

を行ったものである。編入学については以前に所属した学校での既修得単位の単位認定に上限

を設けているので、いたずらに単位を認定するのではなく、すでに学修されたものは再学修の

必要はないとの目的に合致している。短大指定校を含め、編入生の志願者は多く、2001 年度か

ら編入学生の定員化を行い、心理学科では 10 名を定員としている。３年次に編入し２年間で卒

業単位を修得すること、また専門知識を身につけるという点において、一般学生と比べかなり

不利な立場に置かれる編入学生にとって、このような措置は必要なものであったと言える。む

ろん、編入学生のこのような問題は、単位の読みかえという措置だけで解決するものではなく、

教育指導やカリキュラムの工夫などとも結びつけて、検討していくべき課題である。 

�改善方�（�来の改善・改�に�けた方�）� 

臨床心理の専門家としての資格取得等を目指し、多様な経歴を持つ編入生や社会人が入学す

るようになり、今後もその増加が予想される。このような入学生の読みかえ措置について、そ

のシラバス等の提出を求めて内容の点検をすることにより、さらにきめ細かな措置を検討して

いく用に改善する必要がある。 
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（開設授業科目における専・兼�率等） 

必��全授業科目中、専任教員が担当する授業科目とその割合 （大学���ータ 表３） 

�現状��� 

2008 年度心理学科の学科科目の全授業科目数 180 のうち、専任教員は 172、兼任教員は８を

担当している。専任教員が担当する授業の割合は 95.6％であり、必修科目・全員履修科目のす

べてと、専門科目のほぼすべてを専任教員で担当できている。 

なお、2004 年度においては、心理学科の全授業科目 151 のうち、専任教員の担当は 117、兼

任教員の担当は 34 であった（専任教員が担当する授業の割合は 77.5％）。2004 年度当時、兼任

教員が担当していた科目の主たるものは、犯罪心理学、生理心理学、精神医学等の心理学およ

びその周辺領域の科目であったが、2006 年度以降、当該領域を専門とする教員が専任教員とし

て加わったことによって、専任教員率が大幅に高まり、ほとんどすべての科目を本学専任教員

で担当することが可能になった。 

��検・��（��と�題�）� 

上記の通り、本学部の専任教員率は非常に高くなっている。幅広い領域の専門領域を専任教

員でカバーし、連携しながら、責任を持って教育を実施できていると言える。 

しかし、兼任教員依存率が低い分専任教員の負担が大きくなるところがあり、また、ひとつ

の科目内で多くの受講生を一斉に見なければいけない現状もある。兼任教員の助けも得ながら、

こまやかな指導ができるような体制を考えていく必要があるだろう。 

�改善方�（��の改善・改�に�けた方�）� 

同じ科目名の演習授業でも複数のクラスを設け、専任教員による授業運営を中心にしつつ兼

任教員にも入ってもらうなど、授業の質を高めよりこまやかな教育が行えるよう、兼任教員の

力を借りるような体制を工夫することによる改善が望まれる。 

 

必��兼任教員等の教育課��の関与の状� 

�現状��� 

2008 年度心理学科の全授業科目数 180 のうち、専任教員は 172、兼任教員は８を担当してい

る。専任教員が担当する授業の割合は 95.6％であり、兼任教員依存率は非常に低い。 

学科科目のうち、兼任教員が担当する科目は、消費者行動論、産業心理学など心理学科専任

教員の専門領域から離れている科目、およびメンタルケア演習、実験心理学演習の演習科目で

ある。なお、メンタルケア演習、実験心理学演習は、同じ科目名で複数クラスが同時開講され

ており、専任教員も担当している。これらの科目は、実験・実習に関する演習課題を複数回課

し、各課題に対して学生にレポートの提出や発表を求め、添削指導も含めてきめこまやかに教

育するという授業形式を取るため、多くの教員を必要とする。よって、科目の性質上、これら

は兼任教員の関与を仰がざるを得ないものであると言える。 

��検・��（��と�題�）� 

兼任教員依存率は非常に低い。これは、本学の専任教員が責任をもって教育にあたれている

ということを示している。 

しかし、ひとつの科目内で多くの受講生を一斉に教育しなければいけない現状もある。心理

学の教育においては、心理検査の実習や実験など、個別的な対応を必要とする授業も多い。よ

って、現在のメンタルケア演習や実験心理学演習のように、兼任教員の助けも得ながら、適正
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人数においてこまやかな指導ができるような体制を考えていく必要があると思われる。 

�改善方�（��の改善・改�に向けた方�）� 

同じ科目名の演習授業でも複数のクラスを設け、兼任教員にも入ってもらうなど、専任教員

による授業運営を中心にしつつも兼任教員の力を借りるような体制を工夫することが望まれる。 

 

（社会人学生、外国人留学生等�の教育上の配慮） 

任意�社会人学生、外国人留学生、帰国生徒に対する教育����上、教育指導上の配慮 

�現状��� 

2008 年度心理学科の社会人学生の在籍数は、１年次から４年次まで各１名、計４名である。

また、外国人留学生の在籍数は、１年次２名、３年次１名、４年次１名の計４名である。帰国

生徒枠で入学した学生は、現時点ではいない。 

外国人留学生と、帰国生徒のうち指定された学生については、基本科目に「日本事情１・２」

を履修するように義務づけている。さらに、上記の学生には外国語科目として日本語の選択履

修が認められている。 

また、心理学科では、社会人学生、留学生、帰国生徒学生の相談を担当する教員を置き、個

別の事情に対してもこまやかな指導やサポートができるよう配慮している。さらに、日本語読

解力に不足のある学生向けに、日本語の文献を講読するクラスを設け、心理学文献読解のスム

ースな導入が可能となるようにしている。 

�点検・評価（��と問題点）� 

「日本事情１・２」では、日本で生活するにあたって参考になる事項や心得ておくとよい事

項についても講義している。日本語教育も含め、大学生活全体を個別的にサポートしながら、

教育指導を実施できていると言える。社会人学生は一般に勉学意欲も高く、教育指導上ほかの

学生と比べて特に問題となるような点は見当たらない。 

ただ、社会人学生、外国人留学生、帰国生徒いずれにおいても、受け入れ体制は整えられて

いるものの、志願者数が非常に少ない状況にある。その点は今後検討が必要であろう。しかし、

社会人学生、留学生、帰国生徒に対しては、個別指導が重要になる場合も多く、これら学生の

相談担当教員やゼミでの指導教員がこまやかな接触を保てている点は評価できる点である。 

�改善方�（��の改善・改�に向けた方�）� 

社会人学生、留学生、帰国生徒は、個別の対応やきめこまやかな配慮を必要とする場合が多

い。教員間で連携しながら今後もサポートを充実させていくとともに、彼らからの評価・意見

も受けて、志願者数増にもつながるような受け入れ体制を検討していくような体制づくりをし

ていくように改善することが望まれる。 

 

② 教育方法等 

（教育効果の測定） 

必��教育上の効果を測定するための方法の�効� 

�現状��� 

教育上の効果を測定するために現在採用している主な方法は、定期試験（春学期末、秋学期

末）、レポート試験等の試験によるもの、授業中の小試験、小レポート、ミニッツペーパー等授

業中の提出物によるもの、学生の授業中の発表内容によるもの、授業出席数、討論や授業に参

加する積極的な姿勢等の日常点によるものなどがある。講義要項には、各講義の「評価方法」
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を明記しており、学生はそれを参考に科目履修の選択ができる。また初回の講義では、シラバ

スの紹介とともに、評価方法についても学生に周知している。教員は各担当科目の特性を考慮

し、これらの諸方法を組み合わせて教育上の効果の測定を行っており、ほとんどの科目におい

て２～３種類の評価方法を併用している。複数の評価方法を用いる場合は、その割合などもシ

ラバスや講義のなかで示すようにしている。 

定期試験では、持ち込みを一切許可しない試験とすべて許可する試験がある。科目の基礎的

知識を問うような場合は「持ち込み不許可」が多いが、持ち込んだ資料をもとに論述したり、

自分の考えを述べたりする試験では、「すべて許可」となることが多い。レポート試験では、授

業内容をもとに書かせるもの、自分でテーマを新たに決めて書かせるものがあるが、いずれも、

学生が自分でテーマを決めて資料を調べ、さらに論理的構成を考えてレポートを書くことをね

らっている。また心理学科特有の科目である「実験実習」では、心理学における基礎的な実験

を半期に６課題体験させ、それについて提出された実験レポートによって成績評価をしている。

この授業では、担当教員が添削指導したものを学生にフィードバックすることで、心理学にお

ける論文やレポート作成の基礎を訓練する機会としている。その他にも、「プリゼンテーション

法」では、実際に自分の作ったプリゼンテーションが評価対象になったり、「レポート・論文の

書き方」では、提出されたレポートが、心理学の論文作成ルールにのっとったものであるかど

うかが評価されたりしている。臨床系実習は体験することが主な目的であり、体験に参加する

態度や体験した後でその経験をどのように自分のものにしていったかなどについても、報告や

レポートの形式で評価がなされる。 

�点�・評価（�所と問題点）� 

心理学科では、多彩な授業に合わせて多様な評価方法が用いられており、それによって学生

のさまざまな側面を評価することができている。人前でプリゼンテーションをするのが苦手な

学生も、データを分析、考察して書く緻密な実験レポートは得意だったりする。学科科目でレ

ポート作成をする機会も多く、学生の文書作成や文章表現能力の養成に役立っている。 

一方で、論述試験やレポートなどの評価基準、体験型授業の評価基準が曖昧なことも多い。

現在も複数人で担当して行っている科目では合議して採点の基準を作成しているが公表されな

いままであり、その基準の妥当性・適切性については明確でないことは問題である。 

�改善方�（��の改善・改�に�けた方�）� 

評価は客観的であることが重要なので、今後は、教員間で合議して単独での授業における論

述試験やレポートを評価する際の採点基準を明確化し、評価のポイントや視点をあらかじめ学

生に伝えておくように改善する必要がある。また、複数人での担当科目についてもそこで合議

された採点基準を公表してその妥当性・適切性について、全学科教員で共通認識しておくよう

改善することが必要である。 

 

必須�卒業生の進��� 

�現��明� 

心理学科では、『大学基礎データ（表８）』にあるように、毎年 50％前後の学生が民間企業や

官公庁に就職している。職種は多岐にわたる。警察や福祉施設等に就職が決まった学生のなか

には、認定心理士の資格を取る者が多い。認定心理士は、心理学の所定の単位を取得すること

によって学部卒業で得られる。大学院等進学者も 15％前後いる。心理学の高度専門職である臨

床心理士、臨床発達心理士、学校心理士を取得するためには、大学院進学が必須であるためで
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ある。追手門学院大学大学院への進学者だけでなく、他大学大学院への進学者も多い。自分の

学びたい領域の専門家を求めて他大学院に行くこともあるが、自大学院が不合格だったことな

どにもよる。また精神保健福祉士や言語聴覚士などの国家資格を得るには、そのための専門学

校に行かなければならず、学部卒業後改めて専門学校にいく者もいる。それらも含めて進学者

の割合が多くなっている。１年生から専門職を目指して進学を希望する者は多いが、実際に進

学できる人数は限られている。浪人してでも進学を考える者も多く、それが、就職も進学もし

ない「その他」の人数の一部となって表れている。 

�点�・評価（�所と問題点）� 

大学院等への進学者が多いことは、心理学の専門家養成の基礎教育をするという教育目標を

達成していることでもあり、その点は評価できる。また、民間企業への就職率がそれほど高く

ないことは、心理学の専門職につきたいと願う学生が多いことの現れでもある。ただ、かなら

ずしも大学院や専門学校を出て高度専門職につかなくても、心理学科で学んだ知識は一般企業

でも生かせることがあるので、その点をもう少し学生に知らせ、多種の進路選択の可能性を紹

介していく必要がある。 

問題は、「その他」の学生の中味である。大学院浪人等の目標を持って過ごしている者もいる

が、一方では自分の進む道が決まらずに「自分探し」を続けている者もいる。 

�改善方�（将来の改善・改�に向けた方�）� 

心理学部になってからは、１年次から、「自分の生き方を考え、生き方に応じて心理学を学ぶ」

ことをテーマに、ライフスタイル演習を全員履修として義務づけている。４年生になってから

進路を考えるのではなく、もう少し早い時点から自分の生き方に合わせて、心理学の学び方を

考えていこうという趣旨である。認定心理士等の資格取得に向けた履修指導も、１年次からて

いねいにしており、将来の具体的なイメージがつかめるように工夫している。これらの指導を

積み重ねていくことにより、自分の進路がなかなか決まらないために大学卒業後にフリーター

をしているような学生の数を減らすように教員間で問題についての共通認識を図るとともに、

学科内にも学生の進路相談に係わる体制づくりをするよう改善する必要がある。 

 

（成績評価法） 

必��厳格な成績評価を行う�組みと成績評価法、成績評価基�の��性 

�現��明� 

学則第 22 条および心理学部規程第 18 条において、科目修了の認定は試験によるほか、出席

その他平素の成績を考慮して行うと定め、成績評点は 100 点を満点とし、60 点以上を合格とす

ること、合格を得た科目に対して所定の単位を与えるとしている。また、学則第 25 条を受けた

心理学部規程第 19 条においては、原則として各科目とも出席すべき授業時数の３分の１以上欠

席した者は、科目修了の認定を受けることができないと定めている。 

さらに履修要項においては、評価と成績評点との関係を示し、「優」（100～80 点）、「良」（79

点～70 点）、「可」（69 点～60 点）、「不可」（59 点以下／試験欠席・出席日数不足等による無効）

としている。 

�点�・評価（�所と問題点）� 

成績評価の方法は、担当教員によって、試験、試験にかわるレポート、小レポート、平素の

取り組み（平常点）、出席などによっており、その評価の割合を含めて、科目ごとにシラバスに

明記されている。また、学期末の定期試験は不正の入り込む余地のない厳格な体制で実施し、
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試験にかわるレポートも様式・期限等を厳正に守って提出させている。 

小レポートや平素の取り組み（平常点）、出席などの評価については、担当教員の基準によっ

て評価に組み込まれることになるが、各科目とも出席すべき授業時数の３分の１以上欠席した

者は科目修了の認定を受けることができないという原則は、履修者の多い大教室での授業など、

出欠の管理を厳正に行うことが困難な場合には、厳密には適用はできず、評価の不統一感や不

公平感を生み出しかねない。 

また、授業は教員が提供するプログラムと学生の学習との交互作用によるものであり、多様

な個性をもつ学生の到達度にも個人差が生じるため、相対評価よりは絶対評価の観点を組み入

れることになる。成績評価が各教員の裁量に委ねられているということは決して不適切なこと

ではないが、成績評価の客観性を保ち、授業科目や担当教員の違いによる不統一感や不公平感

は可能な限り払拭すべきである。 

�改善方策（��の改善・改革に向けた方策）� 

心理学部のファカルティ・ディベロップメント（FD）活動の一つである「FD 談話会」などで

も学生の成績評価が話題になっており、今後も「FD 談話会」や授業研究会等の成果を踏まえ、

成績の評価方法についておよびその体制作りに向けて、引き続き議論を行っていくことが必要

である。さらには現在も成績評価の基準について公表を任意で求めているが、今後は任意でな

く全員参加にするよう改め、評価基準を公表することにより、各教員の評価の適切性・妥当性

について検討するように改善すべきである。 

 

必��履修科目��の上限�定等、単位の実質化を図るための措置とその�用の適切性 

�現状�明� 

各学年・各学期に履修することができる単位数の上限は、心理学科履修細則により、第１年

次から第３年次までは春学期・秋学期ともそれぞれ 25 単位、第４年次はそれぞれ 30 単位であ

る。また、編入学生については３年次・４年次の各学期とも 35 単位としている。 

ただし、総合科目のうち、国際交流科目、放送大学の科目を修得した場合、資格・検定試験

で一定の成績を修めた場合、大学コンソーシアム大阪単位互換協定により修得した単位につい

てはこの制限を受けない。また、資格取得に関する科目のうち、卒業要件とならない科目につ

いても、この制限を受けないこととしている。 

�点検・評価（��と�題点）� 

上記のような配慮がある以上、現行の単位数の制限を修正する理由は特に見当たらないが、

学生が授業時以外の学習にもさらに時間を費やすなど単位の実質化を図るためには、さらに単

位数を制限する方が望ましいとする意見がある。その一方で、学習意欲の高い積極的な学生や

資格取得を目指す学生からは履修単位の制限を緩和してほしい旨の要望がある。 

�改善方策（��の改善・改革に向けた方策）� 

高い意欲と明確な目的を持って学習を進めており、かつ一定の要件を満たす学生には単位の

上限を緩和する措置をとることも検討されてよい。この点については、現在の履修状況と単位

の取得状況を点検すると共に、カリキュラム改革委員会の議論を受けて、具体的な対応策を打

ち出す。 

 

必��各年次および卒業時の学生の質を検�・確保するための方�の適切性（大学基�デ

ー� 表�） 
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�現状�明� 

４年間で所定の単位を取得して卒業する学生の比率は、卒業時の学生の質を検証する有効な

指標の一つである。『大学基礎データ（表６）』を参照し、「卒業判定」によって心理学科学生の

合格率（卒業予定者に対する合格者の比率）を検討すると、2005 年度では 86.6％と大学全体で

最も高かったほか、2006 年度は 87.4％、2007 年度は 84.1％と社会学科に次いで高い比率を示

している。 

�点検・評価（�所と��点）� 

「卒業判定」による合格率の観点からみれば、卒業時の学生の質は保証されていると考えて

よい。その一方で、10～15％程度の学生は４年次で卒業が延期されるという現実があるが、こ

れは限られた年限で卒業に必要な単位を修得できなければ、その後の継続的な指導によって一

定の水準を達成させるという意味を含んでいる。しかしながら、心理学部では、学年進行の際

に「原級留置」になるという留年制度はなく、取得単位が少なくても上級学年に進むことが可

能であることから、各年次の修了時点において学生の質を検証する方法は明確でない。 

�改�方�（��の改�・改�に�けた方�）� 

各学年の各学期の修了の時点で学生に成績評価を提示するが、この情報を活用して、各学年

の学期ごとに検証を行うとともに、単位の修得状況が少ない学生を対象に個別指導や相談の機

会を設け、そのなかで得た情報を活用する。 

 

（履修指導） 

必��学生に対する履修指導の�切� 

�現状�明� 

心理学部の取り組みとしては、年度初めに学年ごとのオリエンテーションを実施し、履修要

項、時間割作成の手引きなどをもとにした履修ガイダンスと個別の履修相談を行っている。３

年次および４年次については、卒業研究や特論演習などのいわゆるゼミの担当者が個別の履修

相談を行うほか、オフィスアワーを利用しての履修相談も行っている。なお、１年生に関して

は、約 20 人１クラスの新入生演習の授業のなかで、担当者が改めてガイダンスをフォローし、

履修相談を行っている。 

�点検・評価（�所と��点）� 

学年ごとに行われるガイダンスに続いて実施される個別の履修相談は、心理学科の全教員の

分担によって行われる一人ひとりの学生のニーズに応じたきめ細かな支援体制であり、学生と

の緊密なコミュニケーションを基礎にした学科全体を上げての取り組みは高く評価されてよい。

特に、１年生に関しては新入生演習の担当者が懇切丁寧なガイダンスと相談を受け持つことに

なっているほか、その後もアカデミック・アドバイザーとしての役割と機能を担うこととなっ

ており、継続的な指導・援助の体制が整っている。 

�改�方�（��の改�・改�に�けた方�）� 

今後も現状の体制を維持することに努めたい。 

 

必��留年者に対する教育上の�置の�切� 

�現状�明� 

心理学部では、学年進行の際に「原級留置」になるという留年制度はないので、所定の単位

が修得できていなければ、卒業年次の４年次において卒業が延期されることになる。しかし、
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必要な単位が 30 単位以内であれば半年後の９月末には春学期末卒業が可能であるので、学生に

はその旨を十分に理解させたうえで履修に臨むよう指導している。 

前述の「各年次および卒業時の学生の質を検証・確保するための方途の適切性」で検討した

ように「卒業判定」における合格率は高い方であるが、10～15％程度の学生は４年次で卒業が

延期されることになっている現実があり、そのような学生の多くは、１年次あるいは２年次で

の取得単位数が少ないことが指摘される。３・４年次で履修単位が過少な学生には、特論演習

や卒業研究など、ゼミの担当者が個別に援助している。 

�点検・��（��と問題点）� 

年度初めに実施される学年ごとの履修ガイダンスや個別の履修相談のほか、１・２年次には

新入生演習の担当者、その後のアカデミック・アドバイザーによる支援体制がとられているも

のの、やはり低学年での取得単位数の少なさが４年次の卒業延期につながっていると言わざる

を得ない。取得単位数の過少の背景には、学生が大学にこない、あるいはこられないという事

情もあり、４年次での卒業延期に至る前に退学を選択する学生もあると思われるので、学生へ

の指導や相談だけでなく、保護者の理解や協力を得なければ十分な対応ができないという事情

もあるだろう。 

�改善方�（��の改善・改�に向けた方�）� 

１年次の段階から取得単位や学業成績を、学期ごとに入念に点検し、個別の履修指導や相談

体制を実施することを基礎に、保護者の理解や協力を得るための機会として、取得単位数の少

ない学生の保護者を対象にした「教育懇談会」が春学期・秋学期に開催され、取得単位数の少

ない学生の保護者に理解や協力を求める体制がとられつつあるが、しかし現状では十分である

とは言えない。そこで今後はアカデミック・アドバイザー制を徹底させ、学生への個別の指導

を綿密に行うことにより留年者数の減少を図るように教員の認識を向上する必要がある。 

 

�意�科目等履修生、聴講生等に対する教育指導上の��の適切性 

�現状��� 

心理学部では、科目等履修生や聴講生の履修できる科目が、演習等の少人数での授業を除く

講義科目に限定されており、履修者もごく少ないものの、学生の動機づけや学習意欲は極めて

高く、大学院進学や資格取得といった目的意識をはっきりと持っている者も見受けられる。 

�点検・��（��と問題点）� 

上記の現状に応じて、各科目の担当者が必要に応じて指導や相談にあたっているため大きな

問題はないと思われる。 

�改善方�（��の改善・改�に向けた方�）� 

特に改善すべき問題点は見当たらないが、履修者の系統的な学習につなげるためには、これ

までの学習歴を把握したうえで、適切な履修ガイダンスや相談を行うことも検討していく必要

がある。 

 

（教育改善への組�的な取り組�） 

必��学生の学修の�性�と教員の教育指導方法の改善を�進するための組�的な取り組

�（��カ���・デ���ッ��ン�（FD））およびその��性 

�現状��� 

本学心理学科は、1995 年に文学部から改組して人間学部心理学科となり、さらに 2006 年に
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改組を行い心理学部心理学科となり現在に至っているが、文学部心理学科の時代から学生の声

を聞くことに努め、授業改善の工夫に取り組む姿勢を持ち続けている。 

旧文学部時代の 1994 年に文学部自己評価委員会を設置し、人間学部自己評価委員会を経て、

2006 年度からは心理学部 FD・自己評価委員会を組織して、FD 活動の推進に中心的な役割を果

たしてきている。 

心理学科では、1994 年度以降毎年、学生による授業評価アンケートを実施しており、この取

り組みが発展して、セメスター制が導入された 2003 年度以降、統一授業アンケート調査が毎年

全学的に実施されることにつながっている。 

また、2000 年 12 月には、第一回 FD 談話会を開催している。この FD 談話会の主旨は、教員

が授業の進め方や学生の意識や態度について自由に情報・意見の交換を行い授業の改善に役立

てることにあり、第１回は「ゼミのあり方」、第２回は「講義の方法」をテーマとするものであ

った。この FD 談話会はその後も毎年継続され、セメスター制導入以後は春学期、秋学期のセメ

スターごとの年二回開催されるようになった。心理学部となった 2006 年度からも春学期・秋学

期のセメスターごとに FD 談話会を開催して、教員の教育に関する意見交換、研鑽の場としてい

る。これら心理学部 FD 談話会の内容は、他大学から転任した新任教員による本学における授業

での経験についての報告、全学的な新入生演習の実践報告を行った全学 FD 談話会に参加したも

のなどであった。 

さらに、シラバス作成を勧める活動もこの FD・自己評価委員会が担ってきた。こうしたさま

ざまな授業改善に関する取り組みを広報するものとして、文・人間両学部自己評価委員会の年

報『自己評価』を 1998 年に発行して以来、この『自己評価』は人間学部心理学科の時代に９号

まで発刊され、それを継いで心理学部『自己評価』は 2006 年度の第１号と 2007 年度の第２号

の発刊を見ている。『自己評価』の主な内容は、その年度に開催された FD 談話会についての報

告、FD・自己評価委員または教務委員による授業改善への提言、そして全専任教員の研究活動

報告である。 

全学自己評価委員会によって全学的に実施している授業公開では、心理学部は 2007 年度に、

学部長が代表して実際の授業を公開し、その授業を題材に授業研究会を実施した。この授業公

開は、各学部が輪番で授業を提供し、各学部の FD 推進委員を含む教員が参観する形で公開し、

その後に授業担当者と参観した教員の間で意見交換する形で授業研究会を行うものである。さ

らに授業研究会の内容は『公開授業通信』としてまとめられ、全学教員に配布されている。 

この他に、情報教育の充実を目指して学科を超えた全学的なプロジェクト組織である情報教

育 FD プロジェクトに心理学部から教員を出しており、全学の情報教育のハード・ソフト面の向

上や教員の情報機器の教育利用推進のための講演会などを企画・開催し、全学および心理学部

の情報教育の改善に取り組んでいる。 

�点検・評価（長�と�題点）� 

FD 談話会は、教室という空間のなかで、とかく授業担当教員と学生の間で閉じられた関係に

終始しがちな大学における授業を、他教員との間でオープンにし、教員自身が授業を進めるう

えで困っていることやほかの教員の授業上の工夫などについて情報の交換ができるものである。

また授業公開は、自身の授業を公開する教員にとっては、同じ立場にある他教員からの評価を

得られることにより、自身の授業について客観的視点から再検討を行う機会となり、また具体

的な工夫のヒントを他教員から授かることなどにつながり、一方、参観する教員にとってはほ

かの教員の授業の進め方や工夫を実際に目にして学ぶ機会となるなど、多くの利点を持つもの
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である。これら FD 談話会、授業公開の二つの試みは、最も具体的な授業改善につながるものと

考えられ、大変意義深い取り組みとして評価してよいであろう。 

さらに『自己評価』の発刊、学生による授業アンケートの授業改善への活用、シラバスの整

備と多角的に授業改善への取り組みを続けている点も長所として評価できる。また、その多く

に心理学部の母体となる旧文学部・人間学部心理学科が早くから大学全体をリードする形で取

り組んできた経緯があり、現在の心理学部の授業改善への意識の高さにつながるものであると

いってよいであろう。 

�改善方策（��の改善・改�に�けた方策）� 

心理学部は 2009 年に完成年度を迎え、人間学部から改組後のすべての心理学部の科目の開講

を経験することになった。心理学部化に伴い新しく開講した科目が多くあるため、各講義の間

の教授内容の調整、共坦科目の授業内容の斉一化といった点について、FD 談話会や学生への授

業アンケートなどにおいてテーマとして取り上げることにより、心理学部化を前に構想したカ

リキュラムの実際に運用してみたうえでの問題点、改善点を確認し、さらなる実際的な改善に

取り組んでいくことが課題となる。 

このような課題に対して、まずすぐに取り組める方策としては、FD 談話会において、心理学

部のカリキュラムを運用したなかでの課題をテーマとして取り上げて、教員間で意見交換を行

い、問題点を明確化して改善に取り組んでいくことが考えられる。すでにこの点については、

2007 年度の心理学部『自己評価』第２号において、心理学部教務委員が「心理学部カリキュラ

ムの運営状況と履修指導」として提言を行っており、これを土台としてさらなる議論を教員間

で重ね、心理学部のカリキュラムのより良い運営を図っていくことが必要であると言える。 

 

必��シラバスの作成と活用状況 

�現状�明� 

本学においては、シラバスはここ数年大きくその形態をかえてきた。2003 年からのセメスタ

ー制導入により、それまでの冊子形式の講義要項では、春学期（前期）、秋学期（後期）のすべ

ての科目を掲載するためには、それまでの約二倍の厚さを必要とするなどの事情から、CD－ROM

化した講義要項を採用することとなった。しかしこれはパソコン画面上で見る必要があるため、

シラバスを見る学生が非常に少ないことが問題となっていた。さらに 2005 年度からは、シラバ

スを Web 化して利用に供することとなり、現在に至っている。 

本学のシラバスの内容は、講義概要・評価方法・テキスト・参考書の４項目からなっている。 

各教員のシラバス作成に関しては、シラバス作成のためのガイドラインを明示し、最低限の

必要項目を基本的事項としており、以下の４項目が挙げられている。 

（１）テーマ 

・学習目標を簡潔に。 

（２）講義概要 

・８～10 行程度で、講義の目的と概要を記入。 

（３）授業計画 

・各学期 13 回。各回のテーマまたは授業内容を簡潔に記入。 

・演習授業についてはこの欄の記入は不要。 

（４）評価方法 

・成績評価基準を明確に。 
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�点検・評価（長所と問題点）� 

全開講科目に関して内容を規定してシラバスの作成を図っている点は、長所として評価でき

る。 

シラバスの学生の利用に関しては、全学授業アンケートの心理学部に関する集計結果によれ

ば、科目の履修にシラバスを利用したかどうかという質問に対して、利用したとする回答は、

心理学部では 2006 年度春学期は 42.0％、秋学期が 38.3％、2007 年度は春学期が 39.8％という

結果（当該履修科目の選択に利用したかという質問に肯定的回答をした学生の比率）であった。

前回 2004 年度の自己点検・評価時点の値（36.9％）と比較すると、全体に幾分高い値を示して

いるが、決して十分な値とは言えず、また 2006 年度春の 42.0％から 2007 年度春は 39.8％と

2.2 ポイント後退しており、履修科目の選択その他に学生がシラバスをよく見るように指導す

ることは心理学部にとって大きな課題であり、現時点での達成は低いと言わざるを得ない。 

実際に、学生がシラバスを見ないまま自身の時間的に都合のよい時限などにしたがって履修

選択をしてしまうことで多くの問題が生じている。例えば本学では演習科目の適正受講者数は

上限を 30 名としており、演習科目を実際に演習として進めるために、プレリクエストとして、

その演習にかかわる概論科目や当該科目理解のための基礎となる科目等を履修済みであること

を履修の要件として明示し、履修者数の調整の工夫を行っている。しかし、このプレリクエス

トを見ないで履修登録をしてしまう学生がいるため、演習でありながら 100 名を超える受講者

がある科目が現われてしまい、毎年問題となっている。このような点からも科目の履修選択に

あたってはシラバスをよく読むように学生に指導を徹底する必要があると言える。2007 年度に

は新しい科目が多く開講されたため、各学年への履修説明を例年に比べ丁寧に行ったが、現状

は余りかわったとは言えない。 

教員のシラバスの活用に関しては、セメスター内の講義内容をシラバスと照らし合わせて授

業を進めることは心理学科の教員の間では当然のこととなりつつある。通年科目ではなく半期

科目によって運営されるセメスター制のもとでは、授業進行に余裕が余りないため、事前にき

ちんとした計画を立てなければ教育目標の達成が難しくなってしまう。特に、心理学科では実

習、演習科目が多いため、シラバスにしたがった進行がなされることが多くなると考えられる。 

�改善方策（��の改善・改�に�けた方策）� 

心理学科における履修科目の選択が適切に行われるように、学生がより有効にシラバスを利

用することを推進するためには、シラバスによる科目内容の情報提供の仕方に工夫が必要であ

る。 

具体的には、履修指導のオリエンテーションにおいて、履修科目の決定に際しシラバスをよ

く読むことの重要性をさらに強調して伝えるとともに、各セメスターの最初の講義時間のなか

で、各担当教員が授業の具体的な進め方、評価のあり方等について、シラバスの内容に基づい

て説明を行うよう徹底することが、改善方策としてすぐに取り組めるものであろう。 

さらに教員側においては、単にシラバスを作成して授業を構造化することだけに留まらず、

シラバスをもとに互いの授業内容についても議論し、科目間連携を図り、カリキュラム全体を

有機的なものとし、導入から発展、応用に至れるように、より高いレベルの構造化が果たされ

なければならない。これについては、FD 活動の一環として取り組まれるべきことであるととも

に、学生による授業評価アンケート、学生との対話などを通じて、改善を進めていく必要があ

る。 
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必�：学生による授業評価の活用状� 

�現状��� 

心理学科では人間学部時代の 1995 年から、全学にさきがけ、独自に学生による授業評価のた

めの「授業についてのアンケート」（当初は、教員全員を対象とするものではなく各教員の自由

意思で参加する形式であった）を実施し、集計結果を教員の教育改善に利用する試みを続けて

きた。その後セメスター制を導入した 2003 年度からは、「授業についてのアンケート」は全学

的に取り組まれるに至り、現在は『全学授業アンケート』として学生による授業評価を毎年実

施し、『全学授業アンケート集計報告書』を刊行することにより授業評価の結果を公表している。

また、この『全学授業アンケート集計報告書』のなかでは、各学部のアンケートの集計結果を

公表するとともに、結果についての総括と授業改善についての報告を各学部の自己評価委員長

が行っている。 

�点検・評価（長所と問題点）� 

毎年全学的に授業アンケートを実施し、さらに『全学授業アンケート集計報告書』を発行し

て全学的に結果をフィードバックしているなど、学生による授業評価はひろがりをみせており、

教員の授業改善への意識を高めることにもつながっており、その点は高く評価できる。ただ、

現状では授業アンケートの結果をいかに各授業の改善に結びつけるかは、各科目の担当教員個

人に任されているに留まり、開始した当初の意図が薄れルーティン化の傾向も見られる。得ら

れたアンケートの結果をどのように反映し教育の改善へとつなげていくかについては、さらに

工夫が必要であると言える。 

�改善方策（��の改善・改�に向けた方策）� 

授業アンケートの実施がより実際の授業改善につながる効果を持つように、学生にも結果を

公表するなど、アンケート結果の有効活用について、さらに学部内および全学レベルでの取り

組みが必要と考えられる。特に例年同じ問題が継続されているような課題があると想定される

ことから、アンケート結果から課題を洗い出し、重点的に課題克服に取り組むような試みが必

要であろう。このような具体的試みとして、学部レベルでは、FD 談話会において『全学授業ア

ンケート』の結果についての検討を、テーマとして取り上げることが考えられる。 

実際に、2003 年度には年報『自己評価』において、特集：「授業についてのアンケート調査」

を組んで、教員の担当科目に関するアンケート結果に対する所感や反省・改善目標を掲載して

いるが、こうした試みや、先の FD 談話会で取り上げることなどを、一定の期間で繰り返すこと

は、『全学授業アンケート』を実施することの意味を再確認し、それを効果的に授業改善につな

げるのに役立つ改善策であると考えられる。 

 

（授業形�と授業方法の関�） 

必�：授業形�と授業方法の���、�当�とその教育指導上の有効� 

�現状��� 

本学ではセメスター制を取り入れており、授業は１コマ 90 分である。心理学科では通常行わ

れている講義や演習に加えて、臨床系の科目を中心に体験型の演習を取り入れている。各心理

療法の理論を聞くだけでなく、実際に体験して見ることでより確かな知識として身につくから

である。体験型の演習では、受講者数を多くても 30 名程度に抑え、きめ細かい指導を目指して

いる。また個人に関わる内容が含まれることもあるので、事前に授業でのルールや内容を熟知

させたうえで受講させるようにしている。 
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�点�・評価（��と問�点）� 

授業方法については基本的に担当教員の裁量に任されているが、大人数の講義科目について

は AV 教材の活用など学生の関心を引く努力が行われており、また演習・実習科目については、

本学では従来から演習・実習科目による少人数教育に力を入れている。心理学部心理学科にお

いても、１年次に「新入生演習」、「ライフスタイル演習１」、２年次に「実験心理学演習」、「ラ

イフスタイル演習２」「特殊演習１」（選択必修）、３年次に「メジャー演習」「特殊演習２」（選

択必修）、４年次に「卒業研究１、２」（必修）と、すべての年次に少人数で教育する演習科目

を配置して、学生の履修状況を把握しながらきめ細かい指導ができる体制をとっているため、

大きな教育効果をあげている。 

しかし講義科目については、履修登録者が 300 人を超える大規模クラスが年度によって数科

目存在しており、これは適切な教育指導を行ううえでは好ましくない。今後は、履修年次の制

限および時間割設定における科目の重なりに対する工夫などの措置が必要であろう。 

また、学生の授業評価から鑑みると、体験型の演習はおおむね好評である。「話で聞くだけよ

りもわかりやすい」「体験できて良かった」という意見が多い。ただ授業内容をよく知らずに受

けた学生のなかにはとまどう者もおり、最初にしっかりと授業のガイダンスを行っておく必要

がある。 

�改善方�（�来の改善・改�に�けた方�）� 

授業形態・授業方法については、FD 活動委員会を中心に研修会などの場において議論を重ね

ていく。特に履修登録者が 300 人を超える大規模クラスをなくすために、履修年次の制限を明

確にすること、および時間割の設定を慎重に行うといった工夫を凝らして改善していく。 

また、シラバスの内容を教員間で統一することで学生の理解を容易にすること、学生にはシ

ラバスや授業ガイダンスなど、授業の内容を十分に知ってから受講するという態度を身につけ

させるとともに、教員もその点に関してきちんと配慮すべきである。状況に応じた適切な対応

など、教員の高い専門性が必要とされるので、日々の研鑽を積むことができるよう教員間での

話し合い等を行うことによる改善が求められる。 

 

必��多様なメディアを活用した授業の導入状況とその�用の適切性 

��状�明� 

講義教室には視聴覚機器やコンピュータ機器が完備されている教室があり、演習教室にもテ

レビモニターとビデオ再生装置が備えられている。これらの機器を有効に活用して多様な授業

形態が可能となっている。ビデオテープや DVD による映像の再生はもちろん、パワーポイント

によるプレゼンテーション、インターネットにアクセスしてのデモンストレーションなど、各

教員の工夫でマルチメディアを活用した授業が行われている。ただし一部の教室（特に少人数

教室）においては、上述のような設備が完全に整備されていないため多様なメディアの活用に

対応できないケースがある。 

また、学内外のパソコンからアクセスできるシステム「UNIVERSAL PASSPORT」によって、ハ

ンドアウトの原稿、スライドなどの授業関係のファイルを保存、公開できるようになったほか、

出欠の管理やネット上での小テスト、レポートの提出、授業情報の掲示と教員と学生における

質問と応答など、さまざまな機能が利用可能になり、大きな教育効果をあげている。 

�点�・評価（��と問�点）� 

上記の多様なメディアの活用については、全学的には総合情報教育センター主催の研修が行
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われている。しかし心理学科においては、これらを有効活用していくための教員間での情報交

換の場は設定されていないし、そのための議論もほとんど行われていない。 

科目の内容に即したビデオや DVD などは、学生には好意的に受け入れられている。パワーポ

イントを使った講義は賛否両論で、ビデオを取り込んで授業がわかりやすく進められるという

評価がある一方で、１回の情報量が多くてノートが取りづらい、見にくいなどのクレームもあ

る。学生自身がパワーポイントを使うと、柔軟な発想からおもしろい発表をすることが多い。 

�改善方策（��の改善・改�に向けた方策）� 

PDF による教材提供やオンラインでのゼミ運営、さらには UNIVERSAL PASSPORT の活用など、

FD 活動の一環として多様なメディアの体系的な活用方法について学科として検討し、ノウハウ

を共有していくよう努める。また、FD 委員会による研修など学部の努力だけでなく、総合情報

教育センターによる研修と支援が不可欠である。それから、特に少人数教室においても、必要

とされるマルチメディア機能を十分に吟味したうえで整備していかなければならないだろう。 

また、ビデオや DVD、パワーポイントによるプレゼンテーションでは、見せる前後の指導が

重要である。その教材からどのような知識を得てほしいのか、何を感じ取ってほしいのかを明

確にしておくことが肝要であり、ただの見せるだけでは教育効果は期待できないことになる。

そこで、学生の感想、問題点の指摘などを直後に記入して提出し、次週に学生への応答をする

といった授業方法の改善をすることも必要である。 

 

必��「遠隔授業」による授業科目を���定している大学・学部�における、そうした

��の運用の��性 

�現状�明� 

心理学部心理学科では、現在のところ「遠隔授業」による授業科目は実施していない。 

�点検・評価（�所と問題点）��改善方策（��の改善・改�に向けた方策）� 

本学の学生は、大阪を中心とした近畿圏からの近距離の通学者が多いため、本学所在地の大

阪府茨木市まで通学可能であり、特段の改善方策を必要としない。ただし、今後、中国・四国

地方や中部地方出身の学生が増加した場合は、それらの学生が出身地に帰省した際に学習が継

続できるように、ネット回線を利用した「遠隔授業」の可能性について検討する必要が起きる

かもしれない。 

 

③ 国内外との教育研�交流 

（国内外との教育研�交流） 

必��国際化への対応と国際交流の推進に関する�本方�の��性 

�現状�明� 

本学における国際化への対応や国際交流推進の取り組みは国際交流教育センターがその役割

を担当している。したがって、これらの取り組みは全学的なものであり、学部・学科による個

別な取り組みは行っていない。心理学部においては、大学院進学希望者の多くは「臨床心理士」

「臨床発達心理士」「学校心理士」資格の取得が可能な指定大学院受験を目指しているために３

回生と４回生の学年は主に臨床心理学、生涯発達心理学、教育心理学など演習や講義を受けよ

うという志向が強く、その他の学生については就職志向者が多く海外留学に関心を持つ学生数

は非常に少ない現状である。 

�点検・評価（�所と問題点）� 
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心理学部独自に国際化への対応や国際交流推進は行っていないが、そこには学生そのものの

ニーズの低さ、指定大学院受験希望者の増加、就職活動開始の前倒し、といった複合的要因が

絡んでいる。しかしながら、国際化の流れにそった教育視点という観点からすれば潜在的に海

外留学を志向する学生も数名はおり、その準備段階として、交換留学制度などを利用して海外

生活に触れる機会を広く提供してく必要がある。 

�改善方�（��の改善・改�に向けた方�）］ 

心理学部としては、臨床心理士資格取得を前提とした大学院進学希望者が多いという学部の

特色と就職志向学生による海外留学への関心やニーズの低さという点を踏まえると、早急に改

善しなければいけない点はないと思われる。しかしながら、国際化への対応というグローバル

な視点に立てば、長期的に海外留学を希望する学生に対して、帰国後の就職支援や大学院進学

といった進路指導も含めた個別サポート体制を構築していく必要があると思われる。 

 

���国内外の大学との組�的な教育研�交流の状況 

�現状��］ 

本学全体での取り組みは国際交流教育センターの活動によって行われている。海外留学に関

して、現在、本学は６ヵ国・８大学との間で学生交換協定を締結している。派遣期間は派遣先

大学により異なり、約 10 週間～６ヵ月間程度である。このほか、海外セミナーと海外研修プロ

グラムがあり、実際にこのプログラムで海外での研修に参加した学生数は 2004 年度１名、2005

年度１名、2006 年度２名となっており、2007 年度以降は希望者がおらず０名という現状である。

一方、2008 年度からは共同教育プログラムとして南京大学より１名の学生受け入れを行ってい

る。 

一方、本学の国際交流教育センターが行っている海外セミナーとして、ロンドンとモンタナ

（モンタナは 2008 年度から開始）のコースがあるが、この制度の利用状況は下表の通りである。

2007 年度までは４名から９名近くの学生がこの制度を利用して海外の大学での研修を行って

いるが、2008 年度は利用者が減少している。また 2008 年度から実施されたモンタナコースで

は３名の学生が活用している現状にある。 

心理学部学生における海外研修制度利用状況 

２００８年 ２００７年 ２００６年 ２００５年 ２００４年 合計（人）

４年 0 1 0 0 0 1

３年 1 1 4 1 2 9

２年 1 2 0 7 1 11

１年 0 0 1 1 0 2

４年 0 0

３年 1 1

２年 2 2

１年 0 0

ロンドン・コース

モンタナ・コース

年度

コース名

 

 

�点�・��（長�と��点）］ 

心理学部・心理学科内における海外留学生の数は非常に少ない現状にあり、現在は南京大学
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の１名のみである。また、日本語が不十分なまま入学してくることで心理学の専門的授業につ

いていくことが難しく、単位を修得できないこともある。留学生の日本語能力をあげる措置が

全学的に必要と思われる。一方、本学部学生が交換留学制度を利用している数は０であり、国

際化の流れにそった語学力アップのサポートが必要と思われる。しかしながら、わずかながら

ではあるが短期間の海外研修コースへの参加者数は 2008 年度で合計５名が利用しており、海外

との交流活動を促進する潜在的な人的資源がいることは明らかである。2008 年度にはモンタナ

コースが新たに開設されたこともあり、これらの利用者が増加することが期待される。なお、

今後はこれらの学生を中心に海外留学制度を利用できるよう広報活動や語学力の支援を行って

いく必要があろう。学生交換協定による派遣先大学は 2008 年度より２地域３大学（アメリカ：

バルドスタ大学、フェリス大学、オーストラリア：ディーキン大学）が新たに加わり、学生の

選択肢が増えたことは望ましい。また、認定留学が制度化され、留学先で修得した単位が本学

の単位として認定された場合には、修学年限に参入され、留学した場合でも４年間で卒業でき

るようになったという点は評価できる。 

���方�（��の��・��に�けた方�）� 

国際交流を活発化するということは、単に多くの学生を留学に送り出したり、海外の留学生

を受け入れたりするという形式的なことだけを意味しない。受け入れという点からは、留学生

が日本で充実した学生生活を送れるよう語学力はもとより生活面でのアドバイスも含めた全面

的支援が必要であり、これらは送り出す場合にも同じことが言える。これらのサポートをすべ

て大学だけで行うことには限界があり、地域からの支援や専任教員による個別のサポートも必

要と思われる。そのためには、国際交流教育センターにおける働きかけと学部・学科の専任教

員による連携やシステムづくりが必要不可欠であり、今後はこれらのシステムづくりを推し進

めていく必要がある。 

 

④ 通信制大学� 

（通信制大学�） 

必�：通信制の大学・学部における、実�している教育の内容、方法、単位認定、学位授

�の���とそのための����の��� 

����明� 

通信制の学部は設置していないので該当しない。 
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�．社会学部 

�到達目標� 

「基礎的教養としての社会学、社会福祉学的知見を理解し、社会学的なものの見方ができ、

社会福祉マインドをもった、人間性豊かな自立した市民、職業人を育成する」という学部の理

念・目的に基づいて、文化社会学・社会人間学・社会福祉学の専門分野別に３コースを設け、

講義系科目、実習・体験型科目、演習系科目などを通して、社会および人間に関わる幅広い知

見を学修させることを教育目標としているが、この教育目標を達成するために、社会学部では

以下の到達目標を掲げている。 

（１）高大接続のための導入教育の実施と充実。 

（２）３コースの導入科目を設置することによって、学生全員に学習目標を設定させること。 

（３）体系化された講義科目を通して、社会学および社会福祉学の知見を基礎的素養として全

員に修得させること。 

（４）実習・体験型の科目を設置して、体験と講義内容との統合を図ること。 

（５）少人数編成の演習科目を通して、着実にきめ細かい教育をすること。 

 

① 教育�程� 

（学部・学科�の教育�程） 

必��教育目標を実�するための学士�程としての教育�程の体系性（大学設置基�第 19

条第１�） 

������ 

社会学部では、「社会学部規程」第８条において、卒業要件単位数を 124 単位と規定している。

卒業に必要な単位として認められる科目は、共通科目と学科科目とに分かれている。 

１．共通科目 

大学で修得する専門的知識を、卒業後、広く実社会で生かしていくために、豊かな人間性と

深い教養、幅広い視野、国際化社会時代に対応できる語学力など、基礎となる知識を身につけ、

各分野での専門知識を学ぶうえにおいて非常に重要で、確かな土台づくりを目指して編成して

いる。共通科目は、新入生演習、基本科目、外国語科目、体育科目、総合科目に分かれ、この

うち基本科目は「言語と文化」、「生活と社会」、「自然と数理」に分かれている。 

共通科目については、基本科目 16 単位以上、外国語科目４単位以上、体育科目２単位以上、

合計 22 単位以上修得することとなっているが、それを超えて修得した基本科目・外国語科目・

体育科目の単位および、新入生演習２単位、総合科目の単位（追大 UI 科目はすべての単位、追

大プロジェクト科目は最大８単位まで、国際交流科目は最大４単位まで）は、卒業要件単位と

して認めている。 

２．学科科目 

学科科目については、必修科目 20 単位、選択必修科目 46 単位以上を含む 66 単位を最低修得

単位数と規定している。演習科目は１年次から４年次までのゼミを必修としており、少人数の

ゼミでの学生と教員、学生同志の発表や討論を活発に行うことで、社会学的思考力、発表力の

育成を図っている。選択必修科目は、実習体験型科目（16 科目）文化社会学関連科目（19 科目）

社会人間学関連科目（20 科目）社会福祉関連科目（講義 22 科目、実習・実習指導・演習科目

24 科目）が開講され、幅広い、社会学の諸分野と、社会福祉士資格取得のための実践的科目を

開設している。学生が、自ら選択したコースを中心として、ほかのコースの科目の履修を主体



３．教育内容・方法（社会学部） 

 165 

的に組み合わせつつ、最終的に４年間の学習成果を卒業論文（必修）という形で結実させるこ

とができるように、教育課程が編成されている。 

�点検・評価（長所と問題点）� 

社会学部では、以上のように「体系的に教育課程を編成」（大学設置基準第 19 条１項）して

おり、これによって「幅広く深い教養および総合的な判断力を培い、豊な人間性を涵養する」

（大学設置基準第 19 条２項）ことができるものと考えている。特に、１年次から４年次までの

すべての学年に必修科目として設置されているゼミにおいて、発表や討論を通じてコミュニケ

ーション能力の獲得と良好な人間関係を作り出すための訓練が行われていること、また、３コ

ースの関連科目は幅広い社会学の諸分野をカバーするものであり、学生に広い視野への関心を

提供するものとなっていることは、長所として評価できる。 

2009 年度より、法改正によって社会福祉士受験資格に関する要件科目が大幅に増加されるこ

とになった。法改正に伴う要件充足のために、科目設置、教員配当が過重となるなど教員の負

担が著しく重くなってきたことが、当面の問題である。 

�改�方法（将来の改�・改�に�けた方�）� 

この問題をめぐって 2010 年度は３コース制を維持するが、2011 年度を目途に、３コース制

の廃止・社会福祉士受験資格取得のためのカリキュラムの廃止を視野に入れた、カリキュラム

改編を現在検討しているところである。 

 

必��教育課程における基礎教育、倫理性を培う教育の位置づけ 

�現���� 

全学共通で実施されている基礎教育としては、共通科目の新入生演習・キャリアデザイン論・

入門コンピュータを挙げることができる。新入生演習は、大学での学修に必要な基礎的素養を

身につけさせるものとして位置づけている。キャリアデザイン論は、学生自身に将来のキャリ

アを考えさせることによって、現時点における自らの課題を認識させるものとして位置づけて

いる。入門コンピュータは、コンピュータ・リテラシーおよび情報倫理を修得させるものとし

て位置づけている。 

社会学科が実施している基礎教育としては、１年次の表現演習、２年次の基礎演習１・２（必

修のゼミ）の 20 名を上限とする少人数のゼミ教育を挙げることができる。１年次では大学での

学習と生活の基本的オリエンテーション、２年次では社会学的に考え、発表し討論することを

目指しているが、それらを通して、仲間意識を形成し、ゼミに居場所を見出すのに有効である

と位置づけている。また、３コースへの導入科目（文化社会学への招待、社会人間学への招待、

社会福祉学への招待）は、それぞれのコースの複数担当教員によるオムニバス科目として１年

次に開設されているが、各コースの担当教員の紹介とともに、各コースが社会学のどのような

分野を取り扱っているのかを紹介するコース導入科目と位置づけている。 

倫理性を培う教育としては、共通科目として開設されている「現代社会と倫理」、「現代社会

と人権１・２」、「市民生活と法１・２」、「入門ジェンダー論」などが挙げられる。また、社会

学科の学科科目（文化社会学関連科目・社会人間学関連科目・社会福祉学関連科目）は、それ

ぞれのアプローチの仕方は異なるが、いずれも市民としての倫理性を培うものとして機能して

いる。 

�点検・評価（長所と問題点）� 

教育課程における基礎教育の位置づけも、倫理性を培う教育の位置づけも適切であると評価
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している。ただし、教育課程における基礎教育および倫理性を培う教育の成果を検証する基準

や仕組みがないのは問題であると認識している。 

�改善方�（��・改�に�けた方�）� 

特に改善すべき点はないが、完成年度（2009 年度）終了後に、教育成果を検証する基準や仕

組みについて検討を開始したい。 

 

必��「専�に�る専門の学芸」を教授するための専門教育的授業科目とその学部・学科

�の理念・目的、学問の体系性�びに学校教育法第 83 条との適合性 

�現���� 

社会学部では、「社会学部規程」および「社会学科履修細則」において、学科科目を必修科目

と選択科目（選択必修科目、選択科目）とに区分している。必修科目は、１年次から４年次ま

でのゼミ（演習）７科目 14 単位と卒業論文６単位の合計 20 単位である。選択必修科目として

は、コース導入科目３科目、実習・体験型科目 11 科目、文化社会学関連科目 19 科目、社会人

間学関連科目 20 科目、社会福祉学関連科目 32 科目を開設し、コース導入科目４単位以上を含

めて 46 単位以上を修得させることとなっている。選択科目としては、14 科目を開設している。

学生が自ら選択したコースを中心に専門科目を履修するように指導するとともに、基礎から専

門もしくは応用へと段階的に専門科目の学習ができるように、配当年次にも配慮している。 

これらの科目群は、「社会学的ものの見方ができ、社会福祉マインドを持った人間性豊かな自

立した市民、職業人の育成」という学部の理念・目的に基づいて設置されているものであるが、

社会学の多様な分野をカバーしつつ、その体系性にも配慮して設置されている。 

�点検・��（��と問題点）� 

社会学部の専門教育的授業科目は、学部の理念・目的に適合している。さらに、「学術の中心

として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究」（学校教育法第 83 条１項）

するため、基礎的な科目から専門的もしくは応用的な科目へと学科科目が展開されており、必

修科目となっている演習において、学生が卒業論文に主体的に取り組めるように配慮されてい

る。このように系統だった科目を履修し、演習において学生が主体的に課題に取り組み、教員

および同じ演習のほかの学生と議論を交わすことによって、「知的、道徳的および応用的能力を

展開」（学校教育法第 83 条１項）することができるようになっており、学校教育法第 83 条１項

および学問の体系性にも適合している。 

多くの選択科目が提供され選択の幅が広くなっていることは、学生が主体的に学ぶ姿勢を育

むことを意図したものである。しかし、自由度が高すぎる結果、体系だった履修にならないケ

ースも見受けられることが問題である。 

�改善方�（��的な改善・改�に�けた方�）� 

法改正によって、社会福祉士受験資格取得のためのカリキュラムが、特に社会福祉学コース

の学生の履修の自由度を過度に制約しているため、2011 年度を目途に、３コース制の廃止・社

会福祉士受験資格取得のためのカリキュラムの廃止を視野に入れたカリキュラム改編を現在検

討しているところである。しかし、このカリキュラム改編によって、履修の自由度が逆に高く

なりすぎる可能性がある。学生に体系だった履修を促すためには、具体的な履修モデルを提示

することが必要であり、現在、具体的な案を検討中である。 

 

必����教�的授業科目の編成における「幅広く深い教�および�合的な��力を培い、
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豊かな人間性を涵養」するための配�の適切性 

�現状��� 

本学では、共通科目のなかの基本科目が狭義の一般教養的授業科目にあたる。基本科目は、

「言語と文化」、「生活と社会」、「自然と数理」の３分野に分かれ、３分野で合計 77 科目 154

単位が提供されている。社会学部では、16 単位以上を修得することを求めている。また、学生

各自の学修プランに柔軟に対応できるよう、すべての基本科目は１年次より、年次を限定せず

に配当している。３分野の概要は、以下の通りである。 

言語と文化�地球上のいろいろな地域にまたがり、長い時代を経て地理的にも歴史的にも多様

に形成されてきた人間社会を文化と言語の側面から捉える。 

生活と社会�社会のなかでの人間と、社会の形成に関する問題を、経済学、心理学、社会学、

法学などの理論を通してみる。 

自然と数理�自然現象の捉え方・考え方を学ぶことによって、人間を自然のなかで理解できる

ようにする。また、いかなる分野の専門知識にも必要となる合理的な思考の形成の基礎となる

科目を含む。 

基本科目のほかに、総合科目として、追大 UI 科目、追大プロジェクト科目、国際交流科目

が用意されている。さらに、放送大学で修得した科目、大学コンソーシアム大阪単位互換協定

で修得した単位、資格・検定試験で一定以上の成績を収めた場合も、卒業に必要な単位として

認められることとなっているが、これらの科目は、基本科目を補完する一般教養的授業科目と

して位置づけることができる。 

��検・��（長�と問題�）� 

本学の基本科目は、３分野間でバランスのとれた、幅広くかつ充実した編成となっており、

ほかの科目群（総合科目や外国語科目）とも相まって、「幅広く深い教養および総合的な判断力

を培い、豊かな人間性を涵養」する教育の中心となっており、適切であると判断している。 

基本科目では、受講者が多く大人数になる科目はクラス分割で対応しているが、教室や担当

者の問題で分割できないこともあり、問題であると考えている。逆に、時間割等の影響で極端

に少人数の科目が存在するなど、科目相互間の受講者数バランスが適切でないこともあり、問

題である。 

�改善方�（��の改善・改�に向けた方�）� 

基本科目等は全学共通科目になっているため、クラス分割の問題や受講者数バランスの問題

は社会学部だけでは改善できない問題であるが、教務委員会など全学的な委員会で問題指摘を

することを通じて、改善の方向を探りたい。なお、現状では特段の問題はないが、時代の変化

や学生の資質や関心の変化に対応して、基本科目の見直しを絶えず行っていく。 

 

必��外国語科目の編成における学部・学科等の理�・目的の実現�の配�と「国際化等

の��に適切に対応するため、外国語能力の育成」のための�置の適切性 

�現状��� 

本学で開講されている外国語科目は、英語・ドイツ語・フランス語・中国語である。ただし、

外国人留学生および帰国生徒のうち指定された者は、外国語として日本語を修得しなければな

らないこととなっている。外国語科目の概要は、以下の通りである。いずれの外国語に関して

も、読む・聞く・話す能力が段階的に修得できるようになっている。 

（英語）�英語講読１・２・３・４、英語 L．L．１・２・３・４、英会話１・２・３・４・５・
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６、検定英語１・２ 

（ドイツ語）�ドイツ語読解入門、ドイツ語読解初級、ドイツ語読解中級１・２、ドイツ語読

解上級１・２、ドイツ語読解演習１・２、ドイツ語表現入門、ドイツ語表現初級、ドイツ語表

現中級１・２、ドイツ語表現上級１・２、ドイツ語表現演習１・２ 

（フランス語）�フランス語読解入門、フランス語読解初級、フランス語読解中級１・２、フ

ランス語読解上級１・２、フランス語読解演習１・２、フランス語表現入門、フランス語表現

初級、フランス語表現中級１・２、フランス語表現上級１・２、フランス語表現演習１・２ 

（中国語）�中国語講読基礎１・２・３・４、中国語講読入門１・２、中国語講読中級１・２・

３・４、中国語会話基礎１・２、中国語会話入門１・２、中国語会話中級１・２・３・４ 

（日本語）�日本語読解中級１・２、日本語読解上級１・２、日本語聴解中級１・２、日本語

聴解上級１・２ 

社会学部では、共通科目の外国語に関する卒業要件として、英語・ドイツ語・フランス語・

中国語の中から、４単位以上を修得することを求めている。また、外国人留学生および帰国生

徒のうち指定された者については、日本語４単位以上を修得することを求めている。各外国語

を１単位ずつ修得するという履修の仕方も学部の規程上は可能であるが、秋学期開講の外国語

科目は春学期開講科目の学習が前提となっているので、春学期と秋学期に同一外国語の科目を

履修するように指導している。他学部と比べて、外国語科目の最低履修単位数が少ないが、社

会学部入学生の現状や卒業後の進路を考慮して、外国語科目以外の分野でより多くの科目を修

得させる方が社会学部の理念・目的に適っていると判断したからである。ただし、これは外国

語の学習の軽視を意味するものではない。意欲ある学生には、より多くの単位、より上級のク

ラスを履修する自由が担保されている。 

国際化等の進展に適切に対応するための、外国語能力の育成のための措置としては、全学的

取り組みであるが、社会学部学生が参加可能なものとしては、交換留学制度（６ヵ国８大学）・

海外セミナーなどがある。社会学部では、それらに、あくまで学生の自主的判断で自らの志向

にあう選択をして積極的に参加するように指導を行っているが、社会学部からの参加学生は非

常に少ないのが現状である。 

��検・��（�所と問題�）� 

学部の理念・目的の実現への配慮も、国際化等の進展に適切に対応するための措置も、おお

むね適切であると考えている。ただし、多くの学生が受講する英語において、プレースメント

テストやその結果に基づく習熟度別クラス編成が実施されていないため、受講学生の語学力に

見合った学習が実現していない。このことが外国語学習の意欲をさらに低下させている可能性

があり、問題である。 

また、社会学部には外国語科目を担当する専任教員も兼任講師も所属していないため、外国

語学習の目的やレベル設定などに関して他学部所属の専任教員・兼任教員にすべて一任すると

いう仕方で、学部の責任を放棄した状態になっている。このことは大きな問題であると考える

が、学部所属教員は学科科目にのみ関心をもっており、問題性がほとんど認識されていない。 

�改善方策（��の改善・改�に向けた方策）� 

外国語科目は全学共通科目になっているため、上記の問題は社会学部だけでは改善できない

問題であるが、教務委員会など全学的な委員会で問題指摘をすることを通じて、改善の方向を

探りたい。後者の問題は、学部の FD 活動のなかで取り上げることを通じて、学部所属教員が問

題性を共通して認識するように促すことから改善の方策を探りたい。 
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必��教育課程の開設授業科目、卒業所要総単位に占める専門教育的授業科目・一般教養

的授業科目・外国語科目等の量的配分とその適切性、妥当性 

�現��明� 

社会学部が開設している学科科目（専門教育的授業科目）は、必修科目と選択科目（選択必

修科目、選択科目）に区分される。開設授業科目数は、必修科目８科目、選択必修科目 85 科目、

選択科目 14 科目の合計 107 科目である。卒業要件単位数 124 単位に占める専門教育的授業科目

の最低単位数は、必修科目 20 単位、選択科目（選択必修科目、選択科目）46 単位の合計 66 単

位である。一方、一般教養的授業科目・外国語科目等の卒業要件最低単位数は、基本科目 16

単位、外国語科目４単位、体育科目２単位の合計 22 単位である。残る 36 単位をすべて学科科

目で修得した場合は、学科科目（専門教育的授業科目）が卒業要件単位数 124 単位のうち 102

単位（約 82％）を占めることになる。逆に、残る 36 単位を一般教養的授業科目・外国語科目

等で修得した場合は、学科科目（専門教育的授業科目）が卒業要件単位数 124 単位のうち 66

単位（約 53％）しか占めないことになる。この 36 単位に学生の履修の自由度があるわけだが、

ほとんどの学生は、この 36 単位の一部を一般教養的授業科目・外国語科目等で修得し、36 単

位の多くの部分を、自らが選択したコースの学科科目および関心のあるほかのコースの学科科

目を修得するのにうまく活用している。 

�点検・��（長所と��点）� 

「学部等の専攻に係る専門の学芸を教授する」ことと「幅広く深い教養および総合的な判断

力を培い、豊かな人間性を涵養する」（大学設置基準第 19 条１項）こととを最低限満たし、同

時に、学生に自らの学びの目標を明確化させて主体的に学ばせるために、履修の自由度をある

程度認めるという観点から教育課程を編成しているが、この観点から判断すると、科目の量的

配分については適切であると考えている。 

�改�方�（��の改�・改革に�けた方�）� 

2011 年度を目途に、３コース制の廃止・社会福祉士受験資格取得のためのカリキュラムの廃

止を視野に入れた、カリキュラム改編を現在検討しているところである。専門教育的授業科目

と一般教養的授業科目・外国語科目等との量的配分の適切性・妥当性についても検討している

ところである。 

 

必��基礎教育と教養教育の実施・運営のための責任体制の確�とその実��� 

�現��明� 

本学では、基礎教育・教養教育にあたる科目群を共通科目として位置づけている。共通科目

は、新入生演習、基本科目、外国語科目、体育科目、総合科目に分かれている。この共通科目

に属する科目については、全学的な委員会である教務委員会がその実施・運営の責任を負って

いる。教務委員会は、教務部長を委員長とし、各学科から選出された委員、英語以外の外国語

から選出された委員、体育担当者から選出された委員、資格課程担当者から選出された委員お

よび教務部次長と教務課長で構成される。また、これとは別にカリキュラム改革委員会が設置

されており、全学的なカリキュラム改革の促進および実施に関する中長期的計画については、

この委員会が責任を負っている。カリキュラム改革委員会は、副学長、各学部長、教務部長、

教育研究所所長、各学部選出委員（各２名）、教務課長、学長室事務部長、学長室事務次長、学

長事務室事務長で構成されている。 
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教務委員会およびカリキュラム改革委員会で審議される案件については、学部教授会で審議

あるいは報告されることになっているので、学部長と教務委員およびカリキュラム改革委員は

連携して対応している。 

�点検・��（長�と問題点）� 

基礎教育・教養教育ついては、開学以来、教務部長のリーダーシップのもと各学部・学科選

出委員によって構成されている教務委員会が責任をもって適切に実施・運営しており、責任体

制に問題はない。また、全学的な中長期的なカリキュラム改革や制度改革については、カリキ

ュラム改革検討委員会を設置しており、責任を分担する体制も整っており問題はない。ただし、

基礎教育・教養教育の内容にまで踏み込んだ議論が、両委員会において、かならずしも活発に

行われていないことは問題である。 

�改善方�（�来の改善・改革に�けた方�）� 

全学的な問題であるので社会学部だけでは改善できないが、学部選出の委員を通じて、制度

改革や教育内容にまで踏み込んだ議論が活発に行われるよう、両委員会を活性化させることに

よって全学的な改善につなげたい。 

 

必��カリキュラム編成における、必修・選択の量的配分の適切性、��性 

�現状�明� 

本学では、選択科目を、単位修得に条件を付す選択必修科目と、自由に選択することが可能

な選択科目とに区分している。 

社会学部が開設している学科科目（専門教育的授業科目）は、必修科目と選択科目（選択必

修科目、選択科目）とに区分される。開設授業科目数は、必修科目８科目、選択必修科目 85

科目、選択科目 14 科目の合計 107 科目である。卒業要件単位数 124 単位に占める専門教育的授

業科目の最低単位数は、必修科目 20 単位、選択科目（選択必修科目、選択科目）46 単位の合

計 66 単位である。 

共通科目はすべて選択科目（選択必修科目、選択科目）であり、開設授業科目数は、新入生

演習１科目、基本科目 84 科目、外国語科目 76 科目、体育科目 10 科目、総合科目 18 科目の合

計 189 科目である。卒業要件単位数 124 単位に占める一般教養的授業科目の最低単位数は、選

択必修科目として、基本科目（16 単位以上）、外国語科目（４単位以上）、体育科目（２単位以

上）の合計 22 単位である。 

カリキュラム全体で見ると、卒業要件単位数 124 単位のうち、約 16％にあたる 20 単位（学

科科目）が必修であり、約 55％にあたる 68 単位（学科科目 46 単位、基本科目 22 単位）が選

択必修科目となっている。 

�点検・��（長�と問題点）� 

必修科目の単位数が少ないように見えるが、「学部等の専攻に係る専門の学芸を教授する」こ

とと「幅広く深い教養および総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養する」（大学設置基準

第 19 条１項）こととを最低限満たし、同時に、学生に自らの学びの目標を明確化させて主体的

に学ばせるために、専門的授業科目および一般教養的授業科目において、完全な自由選択では

なくて学習目標に応じた履修選択をさせるために選択必修という形を重視して教育課程を編成

している。この観点から判断すると、必修・選択必修・選択の量的配分については適切である

と考えており、現状通りで問題はないと判断している。 

�改善方�（�来の改善・改革に�けた方�）� 
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2011 年度を目途に、３コース制の廃止・社会福祉士受験資格取得のためのカリキュラムの廃

止を視野に入れた、カリキュラム改編を現在検討しているところである。必修・選択必修・選

択の量的配分についても検討しているところである。 

 

（カリキュラムにおける高・大の�続） 

必��学生が後期中等教育から高等教育へ円滑に移行するために必�な導入教育の実施状

況 

�現状�明� 

社会学部では、後期中等教育から高等教育へ円滑に移行させるために、大きく分けて２つの

導入教育を実施している。第一は、入学予定者に対するものとして、（１）プリエントランスの

集い、入学前教育プログラムの実施、「学び論 C」の開講を挙げることができる。第二は、入学

後の本学部生を対象にするもので、（２）「新入生演習（春学期）」と「招待科目」の開講を挙げ

ることができる。 

（１）入学予定者に対する導入教育 

プリエントランスの集いは、年内（入学年度の前年 12 月まで）の入試のうち、指定校推薦入

試・内部専願入試・AO 入試で合格し、入学手続きを完了した入学予定者全員を翌年１月末の土

曜日に本学に集め、全学行事に引き続き本学部独自のプログラムで毎年実施している。約 60

分の全体会（外部業者委託の現代国語文の学習プログラム）の後、各学部・学科に分かれての

70 分の集いとなる。2008 年度は、社会学部では 2009 年度入学予定者 34 名（指定校推薦入試に

よる入学予定者 27 名・内部専願入試による入学予定者１名・AO 入試による入学予定者９名の

合計 37 名が参加予定であったが、内４名が欠席）が参加した。 

入学前教育プログラムは、年内入試で合格し、入学手続きを完了した入学予定者全員が対象

である。学習プログラムを外部業者に委託して実施しているが、２月および３月の２回、強制

ではないが受講対象者全員に課題提出を求めている。2008 年度の課題提出状況は、下表にまと

めてある。なお、業者には詳細な結果分析を委託し、分析結果の詳細は学部にフィードバック

されている。 

 

 

 

 

 

 

2008 年度から開始した「学び論 C」の対象は、入学前教育プログラムと同じく年内の入試に

合格し入学手続きを完了した入学予定者のうちの希望者である。それぞれの学部・学科の担当

教員がオムニバス形式で 12 月末に集中講義という形で開講しており、受講修了者に対して、本

学の単位認定に値すると認められる場合には、入学後、当該科目の単位（２単位）が認定され

る。2008 年度は、社会学部入学予定者の受講者は８名であった。 

これらのプログラム（プリエントランスの集い・入学前教育プログラム・「学び論 C」）は、

入学が早期に決定している学生を、後期中等教育から高等教育へと円滑に移行させることを主

たる目的とし、入学予定者の学習意欲やその他モチベーションの維持向上、大学生活に対する

疑問や不安の緩和、大学入学後の個々の目標の明確化等もあわせて図るものである。 

入学前教育プログラムの課題提出状況（2008 年度） 

 
対象者 

第１回 第２回 

提出者 提出率 提出者 提出率 

社会学科 121 111 91.7％ 98 81.0％ 
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（２）入学後新入生に対する導入教育 

１．新入生演習（�学期） 

必修科目ではないが全員履修科目として位置づけられている新入生演習は、（１）大学におけ

る学習計画と履修手続き、（２）講義の受け方、（３）図書館の利用方法、（４）レポートの書き

方、（５）発表の仕方などを内容とし、20 名程度の少人数のゼミ形式で実施している。これは、

文字通り新入生に対する大学案内の役割を果たしているが、同時に、ゼミクラスのメンバーと

の仲間づくりや居場所づくりの役割も果たしている。なお、社会学部では新入生演習に続いて、

同一クラス同一教員で表現演習（必修科目、秋学期）を独自に行っている。これは１年次から

４年次まで通年のゼミに毎年参加させるという、本学部の教育方針を１年次においても実施す

るための措置である。 

２．招待科目 

１年次秋学期に学科科目として「文化社会学への招待」「社会人間学への招待」「社会福祉学

への招待」（いずれも担当複数教員によるオムニバス授業）を設置している。１年次の学生に社

会学部での学習目標を明確化させ、社会学部での学びに円滑に移行させるために設定している

授業科目である。これらの授業を通して、１年生は社会学部の専任教員と授業のなかで出会う

ことができ、各教員の専門分野や人柄が把握できるようにしている。 

��検・��（�所と���）� 

以上に挙げた導入教育のプログラムは、予期した通りの成果をあげ、１年次から「ゼミを大

学での居場所の一つとする」という本学部の方針は、４年次のゼミまで保持されている。後期

中等教育から高等教育へ円滑に移行させるために必要な導入教育は、適切に実施されていると

判断している。 

�改善方�（��の改善・改�に�けた方�）� 

プリエントランスの集い、入学前教育プログラム、学び論 C に関しては、全学的に実施され

ているので、全学的な協議のうえで、今後、さらに改善を図ることとしたい。入学前教育プロ

グラムに関しては、業者から分析結果の詳細が学部にフィードバックされているが、この分析

結果が学部独自の導入教育の改善に十分活用されていないきらいがあるので、学部の FD 活動の

なかでその活用方法を検討したい。 

 

（カリキュラムと国家試験） 

必��国家試験につながりのあるカリキュラムを持つ学部・学科における、カリキュラム

編成の適切� （大学基��ー� 表�） 

�現��明� 

社会学科に社会福祉士国家試験の受験資格が取得できるカリキュラムを設置している。学部

の理念・目標に基づき、社会福祉士の資格取得を目指す学生の教育と社会福祉の分野で活躍で

きる人材を育成している。2006 年度に学部を開設すると同時に、必要な科目（指定科目）を開

設し、社会福祉学コース担当教員が教育・指導を行っている。2007 年度の法改正に伴って指定

科目が増加したが、法改正に伴うカリキュラム改正を 2009 年度入学者から実施している。 

��検・��（�所と���）� 

「社会福祉に関する科目を定める省令（平成 20 年文部科学省令・厚生労働省令第３号）」に

適合する形でカリキュラム改正を実施しており、カリキュラム編成は適切である。 

当初学部の目標にも盛り込み、資格取得希望の学生のニーズに応えている。2007 年度の法改
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正に伴って指定科目が増加し、2009 年度入学者から新カリキュラムへ改正を図った。この結果、

専門科目の開講および取得希望学生の単位修得のバランスがとれなくなり、幅広く社会学を学

ぶという学部の教育目標と乖離が生じることとなった。 

�改善方�（��の改善・改�に�けた方�）� 

社会学部では、福祉分野への入学志願が減少するとの見込みから、2011 年度入学生より社会

福祉士国家試験受験資格取得のカリキュラムを廃止することとし、学内で協議を行っている。

しかし、2010 年度入学生が卒業する年度までは、学生に受験資格取得カリキュラムを保証する

義務を負っている。この移行を現有スタッフでいかにスムーズに行うかが、当面の課題である。

また、受験資格取得カリキュラム廃止後、社会福祉関連科目を社会学部のカリキュラムの重要

な柱としてどのように位置づけるかについても、現在検討中である。 

 

（医・歯・薬学系のカリキュラムにおける��実習） 

���医・歯・薬学系のカリキュラムにおける、��実習の位置づけとその適切性 

�現状��� 

医・歯・薬学系の学部・学科は設置していないので該当しない。 

 

（インターンシップ、�ラン��ア） 

���インターンシップを導入している学部・学科等における、そうしたシス�ムの実施

の適切性 

�現状��� 

インターンシップを含むキャリア教育関連科目は、全学の共通科目として、総合科目のなか

の追大プロジェクト科目として開講されている。2009 年度においては、社会学部の学生 32 名

が「インターンシップ１」（春学期）「インターンシップ２」（秋学期）に登録している。「イン

ターンシップ１」では、自己紹介書の書き方や業種別コースに分かれての事前学習、実習報告

書の書き方などの指導を行い、夏期休暇中に企業や市役所等の職場で２週間以上実習をした後

に、「インターンシップ２」において、実習内容発表会や企業研究などの事後学習を行っている。 

詳細については、経営学部の当該項目を参照されたい。 

��検・評価（長所と�題�）� 

「インターンシップ１・２」は、開講主体学部である経営学部が、長年にわたって精力的に

全学的に推進してきたものである。学生の参加人数、受け入れ企業の開拓状況、また授業内容

の多様性などほか大学の状況と比べて、非常に高いレベルにあり、その実施方法も適切である

と評価できる。 

�改善方�（��の改善・改�に�けた方�）� 

受け入れ企業の開拓・教員の参画・授業内容などに改善の余地があるが、開講主体学部であ

る経営学部の改善努力に期待すると同時に協力したい。 

 

（授業形態と単位の関�） 

����授業科目の��・内容や�修形態との関�における、その��の授業科目の単位

��方法の�当性 

�現状��� 

社会学部では、単位制を採用し、開講科目の授業形態、授業方法、時間数等によってそれぞ
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れ付与する単位数を「学則第 19 条」および「社会学部規程第 14 条」において次のように規定

している。 

社会学部規程第 14 条 

授業科目の単位の計算方法は、１単位の授業科目には 45 時間の学修を要することを標準とし、

次の基準によるものとする。 

（１）講義及び演習については、15 時間の授業をもって１単位とする。 

（２）外国語科目については、30 時間の授業をもって１単位とする。 

（３）実験、実習及び実技については、30 時間の授業をもって１単位とする。 

（４）卒業論文については、６単位とする。 

本学では１時限を 90 分授業で行い、制度上２時間の時間数として取り扱っているが、上記規

定に基づき具体的に示せば、規程上は以下の通りとなる。 

（１）講義、演習科目は 15 時間の授業をもって１単位とする。 

毎週１時限（２時間）の授業が春学期または秋学期 15 週行われる科目 

２時間の授業時間×15 週＝30 時間 

４時間の自習時間×15 週＝60 時間 

→２単位 

（２）外国語、実験、実習、実技科目は、30 時間の授業をもって１単位とする。 

毎週１時限（２時間）の授業が春学期または秋学期 15 週行われる科目 

２時間の授業時間×15 週＝30 時間 

１時間の自習時間×15 週＝15 時間 

→１単位 

上記のほか、総合科目のうち国際交流科目の各国交換留学、海外セミナーについては本学の

設定する約 20 日間から５ヵ月間のプログラムを修了することによって４単位を修得できる。ま

た、３年次配当の「インターンシップ１」（春学期）では、自己紹介書の書き方や業種別コース

に分かれての事前学習、実習報告書の書き方などの指導が行われ、夏期休暇中に企業や市役所

等の職場で２週間以上実習をした後に、「インターンシップ２」（秋学期）において、実習内容

発表会や企業研究などの事後学習を行うことで、それぞれ２単位を修得できる。 

�点�・��（�所と問題点）� 

「学則第 19 条」および「社会学部規程第 14 条」にしたがった単位計算方法は、「大学設置基

準」に基づくものであり、科目の特性に応じた対応が適切になされており、特に問題はないも

のと考えている。ただし、2008 年度の授業回数を見ると、各曜日の平均授業回数は定期試験を

含めずに 15 回の授業回数を確保できていない。この点は改善に努める必要がある。また、１単

位の授業科目には 45 時間の学修を要するという規定は、授業時間以外に上記の自習時間を含む

ことを含意しているが、学生の自習時間については統計がない。おそらく現状は、頻繁に課題

提出を求める一部の科目を除けば、学生の学習量が十分確保されているとは言い難いと思われ、

改善に努める必要がある。 

�改善方�（��の改善・改�に�けた方�）� 

授業回数については、これまで祝祭日に授業を実施し、それにかわる休校日を振りかえるな

どして改善を図ってきたが、引き続き学年歴を見直すことにより授業回数の確保に努めていく。 

単位の計算方法のなかに学生の自習時間が含まれていることを、担当教員も学生も十分理解

していないものと思われるので、このことを周知したうえで、学生の１科目あたりの学習量を
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増やす方法などを教員間で議論・検討する。 

 

（単位互換、単位認定等） 

必��国内外の大学等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の���（大学��

基準第 28 条第２�、第 29 条）（大学基礎�ー� �４・��） 

������ 

１．入学後の国内外の大学等での学修の単位認定 

国内外の大学等での学修については、学則第 24 条および「社会学部における本学入学以前の

既修得単位及び入学以後の修得単位の認定に関する基準」にしたがって単位認定することとな

っている。 

「追手門学院大学と放送大学との単位互換に関する規則」にしたがって、放送大学の所定の

科目については単位修得をもって単位認定することとなっている（同規則第９条）。また、「大

学コンソーシアム大阪単位互換協定」により単位を修得した場合も単位認定することとなって

いる。本学が開講している国外の大学等での学修については、総合科目内の国際交流科目「交

換留学」、「海外セミナー」を単位認定することとなっている。いずれも総合科目の単位として、

おのおの最大４単位までを卒業に必要な単位として認めている。 

また、資格・検定試験については、実用英語技能検定（２級以上）、TOEIC®（500 点以上）、

TOEFL®（470 点以上）、日本漢字能力検定（２級以上）、日本商工会議所簿記検定（３級以上）、

ドイツ語技能検定（４級以上）、実用フランス語技能検定（４級以上）、中国語検定（準４級以

上）、漢語水平高試（基礎１級以上）について単位を認定している。 

また、本学入学後、外国の大学で修得した単位は、30 単位を超えない範囲で学科科目の単位

に読みかえることができるが、これについては教授会の議を経て、科目と単位を認定すること

となっている。ただし、入学する以前に修得した単位と合わせて、60 単位を超えないものとす

る。 

２．入学前の既修得単位の認定 

本学に入学する前に修得した単位数は、学則第 23 条および「社会学部における本学入学以前

の既修得単位及び入学以後の修得単位の認定に関する基準」にしたがって認定されている。 

（１）�学�入学 

４年制大学卒業者は、本学において共通科目の単位を 58 単位修得したものと見なして単位を

一括認定している。短期大学卒業者・高等専門学校卒業者・専修学校の専門課程の修了者・４

年制大学第２年次以上修了者（出身大学において、58 単位以上の単位を修得している者）も同

様に単位認定している。 

本学社会学部の学科科目に相当すると見なしうる単位を出身大学（短期大学を含む）、高等専

門学校および専修学校の専門課程において修得している場合には、12 単位を超えない範囲で、

学科科目の単位に読みかえることができるが、これについては教授会の議を経て、科目と単位

を認定している。 

（２）１年次入学 

本学に入学する以前に、ほかの大学、短期大学、高等専門学校および専修学校の専門課程に

おいて修得した単位のうち、本学の科目と読みかえることができると判断した場合は、教授会

の議を経て 60 単位を上限として、科目と単位を認定している。 

�点検・��（�所と��点）� 



３．教育内容・方法（社会学部） 
 

 176 

国内外の大学等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の制度は十分整っており、制

度の整備という点では適切である。また、単位を認定するまでのプロセスも教務委員会および

教授会の議を経ることとなっており適切である。ただし、これらの制度に基づいて単位認定を

受ける学生は毎年若干名と低調である。これについては改善の余地があると考えている。 

［改善方策（��の改善・改革に�けた方策）］ 

単位互換制度や単位認定制度の認知度が低いことが、制度利用が低調であることの理由の一

つとして考えられるので、春学期のオリエンテーションを通じ、さらに周知徹底を図っていく。 

 

（開設授業科目における専・兼比率等） 

必��全授業科目中、専任教員が担当する授業科目と�の�合 （大学基礎データ 表３） 

［現状説明］ 

『大学基礎データ（表３）』に示す通り、社会学部の学科科目の開講授業科目における専・兼

比率は、学科科目全 174 科目中、必修科目 30 科目はすべて専任教員が担当している。必修科目

の専任教員担当率は 100％である。また選択必修科目 137 科目中の 114 科目を専任教員が、23

科目を兼任教員が担当している。選択必修科目の専・兼比率は 83.2％である。学科科目全体で

見ると、学科科目全 174 科目中、149 科目を専任教員が担当しており、専・兼比率は 85.6％で

ある。 

新入生演習、基本科目、外国語科目、体育科目などから構成される全学科共通科目について

は、全 718.4 科目中、285.2 科目を専任教員が担当しており、専・兼比率は 39.7％である。た

だし、新入生演習については、すべて専任教員が担当している。 

［点検・評価（��と問題点）］ 

［現状説明］で述べた通り、社会学部の学科科目については、全開設授業科目における専任

教員担当率は高い水準にあり、問題はない。 

全学科共通科目における専・兼比率は 39.7％と低いが、基本科目・外国語科目・体育科目に

おいて多様な科目を開設するためには兼任教員に頼らざるを得ないという現状がある。ただし、

「新入生演習」は、大学での学修に必要な基礎的素養を身につけさせるための導入教育科目で

あることを重視して、専任教員がすべて担当している。このことは評価できる。また、「入門社

会学」「社会学の考え方」「社会福祉の考え方」「現代社会と倫理」「現代社会と諸問題」「現代社

会と人権」「入門コンピュータ」などの基本科目は複数開講しているが、社会学科学生が対象の

クラスは、学科科目学修の基礎となる性格を持つので専任教員が担当している。こうした工夫

も評価できる。 

［改善方策（��の改善・改革に�けた方策）］ 

学科科目については、今後も現水準を少なくとも維持していく。全学共通科目については、

社会学部だけでは改善できないので、全学的な組織であるカリキュラム改革委員会・教務委員

会の改善方策の検討に期待したい。ただし、学部として実行できる上記のような工夫は、今後

も継続する。 

 

必��兼任教員等の教育���の��の状� 

［現状説明］ 

社会学部では、学科科目全 174 科目中、選択必修科目および選択科目の合計 25 科目を兼任教

員に依存している。兼任依存率は 14.4％である。兼任教員の委嘱については、学科会議・学部
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教授会および全学教育職員人事委員会での審議を経て決定されるので、科目適合性および教員

の資質については、その水準は担保されていると考えている。兼任教員に科目を委嘱する際に

は、科目の性格・カリキュラム上の位置づけ・配当年次など対象となる学生層・望まれる教授

内容などを伝達することにしている。また、授業期間中は、必要がある場合は学科教務委員等

を通じて兼任教員と連絡をとる体制ができている。また隔年１回、専任教員が兼任教員を招待

して、学部教育についての懇談会を行い、本学部の基本的教育方針を伝達する一方で、兼任教

員から見た本学部学生の問題点、学部教育に対する意見などを聴き取る機会を設けることとな

っている。 

全学共通科目については、基本科目・外国語科目・体育科目などにおいて多様な科目を開設

するために兼任教員依存率が非常に高くなっている。これらの科目については、上記学科科目

の場合のような伝達・聴き取りの仕組みが十分できておらず、特に外国語科目については、他

学部所属の兼任教員が担当しているため、また、学科所属教員が学科科目にしか関心を持たな

いため、担当者に一任する状態となっている。 

�点�・評価（�所と問題点）� 

学科科目については、兼任教員の教育課程への関与状況は適切であると判断している。ただ

し、この２～３年は兼任教員との懇談会が開催されていないので、兼任教員からの聴き取りが

十分できていない可能性がある。全学共通科目、特に外国語（英語）については、担当者に一

任するのみで学部教員と担当者の間で意見交換がなされていないのは問題である。 

���方�（��の��・��に�けた方�）� 

次年度は兼任教員との懇談会開催を再開したい。特に外国語（英語）については、学部の FD

活動を通じて、外国語（英語）教育については学部で責任をもって運営するとの学内合意を再

確認すると同時に、兼任教員との意見交換の必要性について共通認識を醸成したい。 

 

② 教育方法等 

（教育効果の測定） 

必��教育上の効果を測定するための方法の�効性 

�現状��� 

各科目担当者は、年度始めに提示した Web シラバスの「評価方法」に記載した方法で、「成績

評価」をするという形態で教育上の効果を測定している。成績評価の方法や基準は、各科目担

当者の裁量に任されているが、コース導入科目である「社会人間学への招待」「文化社会学への

招待」「社会福祉学への招待」「社会福祉援助技術現場実習」「社会福祉援助技術現場実習指導」

は複数担当で運営を行っており、これらについては、統括責任者を決めたうえで、科目担当者

間で授業計画や評価方法を申し合わせて実施している。 

成績評価は、春学期末（７月）と秋学期末（１月から２月）に実施される定期試験あるいは

定期試験にかわるレポート、授業時の小テスト、平常レポート、課題提出、発表（プレゼンテ

ーション）、授業参加度合い、出席調査などにより行われ、一度限りの学期末試験の成績だけで

評価を下すのではなく、できるかぎり総合的な判断に基づき評価を下す工夫がなされている。

定期試験あるいは定期試験にかわるレポートについては、病気その他やむを得ない事由で試験

を欠席した場合にのみ追試験が認められる。ただし再試験の制度は採用していない。 

教育上の効果を把握する補助的な手段として、毎年、全学的に学生による授業アンケートを

実施している。アンケートは、あらかじめ用意された設問にマークシートで回答するものと、
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自由記述の２種類で実施されている。アンケート結果は、科目担当者にフィードバックされる

だけでなく、学科単位でも集計されるので、科目担当者だけでなく学科の教育効果の測定、教

育状況の把握と授業改善に役立てることができるようになっている。 

卒業判定は教授会で審議されているが、教育効果や目標達成度およびそれらの測定方法に関

して、学部所属教員間で十分な議論が行われ合意が形成されているというわけではない。また、

教育効果を測定するシステム全体の有効性を検証する仕組みについても同様である。 

��検・評価（�所と問題�）� 

成績評価が各科目担当者の裁量に任されている現状は、特に不適切であるとは考えていない。

しかし、社会学部内で、教育効果の測定方法に関する議論が低調であることは改善すべきであ

る。また、教育効果を把握する補助的な手段である学生による授業アンケートについては、そ

れに参加する教員の数が少ないことや、学科単位で集計された結果を学科の教育効果の測定、

教育状況の把握と授業改善に役立てるための議論がほとんどなされていないことは改善すべき

である。 

�改善方策（��の改善・改�に�けた方策）� 

学部の FD 活動のなかで、教育効果や目標達成度およびそれらの測定方法に関して活発な議論

がなされるような土壌づくりから始めて、改善方策を検討したい。 

 

���卒業生の進路状況 

�現状��� 

全学的にキャリア開発部が就職セミナー等を開催し、可能な限り希望する就職先への進路支

援を行い、未決定者が出ないように努力している。 

2005 年度は卒業生 115 名中就職 83 名・その他進学３名・その他 29 名、2006 年度は卒業生

130 名中就職 95 名・その他進学３名・その他 32 名、2007 年度は卒業生 107 名中就職 92 名・そ

の他進学４名・その他 11 名である。 

社会学部の 2008 年度就職求人状況は下表の通りである。 

性別 卒業者数 就職 

活動者数 

就職 

内定者数 

就職 

内定率（％) 

就職以外の進路 

進学 その他 

男 63 41 38 92.7 １ 24 

女 42 29 29 100.0 １ 12 

計 105 70 67 95.7 ２ 36 

2008 年度の就職先は、建設業１名、製造業４名、情報通信業６名、運輸業４名、卸売業８名、

小売業７名、金融保険業８名、不動産業５名、飲食店・宿泊業６名、医療・福祉２名、サービ

ス業８名、公務員６名、その他２名である。 

��検・評価（�所と問題�）� 

社会学部の就職状況は、他学部と比して、やや良い、もしくは同程度で推移している。上記

就職内定率と就職先データは、本学の他学部や他大学の文科系学部と比して、著しく良くもな

ければ悪くもない。 

ただし、問題がないわけではない。当初から就職活動をしなかった学生や、最後まで就職活

動を継続できなかった学生たちの多くは、就職以外の進路に計上されているが、この学生数が

少なくないからである。2008 年度は、就職内定率で見ると 95.7％であるが、就職率で見ると
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63.8％である。こうした学生の数を少しでも減少させることが課題である。 

また、2009 年度末で、社会福祉受験資格のカリキュラムが始まって４年目となるので、その

効果が就職先の分布にどのように現れるかが今後の問題となる。 

�改善方�（��の改善・改�に�けた方�）� 

就職希望を持ちながらも就職活動を継続できず、結果的に就職以外の進路に計上される学生

の数を少しでも減少させるために、また、2006 年度に発足した社会福祉士養成課程の学生に対

する就職を支援するために、学科教員の協力・支援だけでなく、主管部署であるキャリア開発

課と連携しながら改善していきたい。 

 

（成績評価法） 

���厳格な成績評価を行う���と成績評価法、成績評価基準の適�性 

�現状�明� 

「学則」第 22 条および「社会学部規程」第 19 条において、科目修了の認定は試験によるほ

か、出席その他平素の成績を考慮して行うと定め、成績評点は 100 点を満点とし、60 点以上を

合格とすること、合格を得た科目に対して所定の単位を与えるとしている。また、「学則」第

25 条および「社会学部規程」第 20 条において、原則として各科目とも出席すべき授業時数の

３分の１以上欠席した者は、科目修了の認定を受けることができないと定めている。さらに「履

修要項」においては、評価と成績評点との関係を示し、「優」（100～80 点）、「良」（79 点～70

点）、「可」（69 点～60 点）、「不可」（59 点以下／試験欠席・出席日数不足等による無効）とし

ている。 

各科目担当者の成績評価方法は、Web シラバスにおいて明示されている。シラバスには、テ

ーマ、講義概要、講義計画、関連講義、評価方法、テキスト、参考書の情報が記載されており、

学生は、そこで各科目の担当者の成績評価方法について知ることができる。また、各教員は各

担当科目の授業中においても、成績評価方法を学生に周知徹底させており、このように公表さ

れた評価方法にしたがい、各教員は、試験、レポート、出席状況等により、学生の成績を総合

的に評価している。なお、本学には、教員による模範解答・要点の公開制度があり、学生はそ

れを利用して試験における採点基準を確認することができるようにもなっている。 

成績発表の結果について疑問がある場合には、学生は成績調査を教務課に願い出ることがで

きる制度が設けられている。本学では、成績評価の厳密性が重視されるため、提出した成績評

価を変更することはできず、採点ミス・転記ミスがある場合の修正は、教授会の審議事項とな

っている。また、各学期末の教授会において、問い合わせ数と変更・不変更の件数が表の形で

報告される。 

�点�・評価（�所と問題点）� 

厳密な成績評価は、上述のような全学的な取り決めと授業を担当する各教員の責任のもとで

実施されており、現状はおおむね妥当である。 

しかし、シラバスに評価方法が数的割合で示されていないものもあり、科目・担当教員によ

って差がある点は改善すべきである。また、履修者の多い大教室での授業など、出欠管理を厳

正に行うことが困難な場合には、出席時数に関する規定を厳密には適用できないため、評価の

不統一感や不公平感が生まれる可能性があり、この点も改善すべきである。また、模範解答・

要点の公開制度はあるものの、この制度を利用している社会学部の教員がほとんどいないのも

問題である。 
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�改善方策（�来の改善・改革に�けた方策）� 

シラバスに関しては、成績評価方法を数的割合で明記するよう、すべての科目担当者に対し

て再度要請する。また、模範解答・要点の公開を要請する。 

2010年度から GPA制度の導入が検討されているが、学部の FD活動のなかで、GPA制度を含め、

厳格な成績評価を行う仕組みと成績評価法、成績評価基準に関して引き続き議論を行っていく。 

 

���履修科目登録の上限設定�、単位の実質化を図るための��とその��の��� 

�現状�明� 

各学年・各学期に履修することができる単位数の上限は、社会学科履修細則により、第１年

次から第３年次までは、春学期・秋学期ともそれぞれ 25 単位、第４年次はそれぞれ 30 単位で

ある。また、編入学生については３年次・４年次の各学期とも 35 単位としている。 

ただし、総合科目のうち、国際交流科目、放送大学の科目を修得した場合、資格・検定試験

で一定の成績を修めた場合、大学コンソーシアム大阪単位互換協定により修得した単位につい

てはこの制限を受けない。また、資格取得に関する科目のうち、卒業要件とならない科目につ

いても、この制限を受けないこととしている。卒業年次を除く各セメスターの履修上限単位数

を 25 単位としている。 

�点検・評価（��と問題点）� 

社会学部においては、現時点では、履修科目登録の上限単位数を現行よりもさらに制限すべ

きであるという声は少ない。しかし、授業時以外の学習時間を学生に十分確保させることによ

って単位の実質化を図るためには、授業時以外の学習課題を課すとともに、さらに単位数を制

限するほうが望ましいとする意見もある。他方、学習意欲の高い積極的な学生や資格取得を目

指す学生からは、履修登録上限単位数の制限を緩和してほしい旨の要望がある。 

どの程度まで単位の実質化を図るかについて、学部内でも全学的にも合意が形成されていな

い。また、GPA 制度と連動させて、学習意欲が高くポイントの高い学生には制限を緩和すると

いった制度設計が全学的にできていない。学部のみならず大学全体で取り組むべき喫緊の課題

であると考えている。 

�改善方策（�来の改善・改革に�けた方策）� 

全学的な制度に関わるため社会学部単独では改善できないが、全学的な組織であるカリキュ

ラム改革委員会での議論を受けて、改善方策を検討する。 

 

���各年次およ�卒業時の学生の質を検証・確保するための方�の���（大学基礎デ

ータ 表６） 

�現状�明� 

学生の質は、本来は、単位取得状況だけで検証・確保できるものではなく、単位の実質化・

厳格な成績評価などの問題との連関において検証・確保できるものであると考えている。しか

し、履修登録単位数の上限は上記のように設定されてはいるものの、授業時以外の学習時間の

確保などがなされていないなど、単位の実質化について合意が形成されておらず、成績評価が

担当教員に委ねられ、厳格な成績評価がどこまでなされているかを検証することもできていな

いという社会学部の現状では、単位取得状況を指標の一つとせざるを得ない。 

『大学基礎データ（表６）』に示しているように、社会学部の卒業予定者に対する合格者の比

率は、2006 年度は 88.4％、2007 年度は 88.4％、2008 年度は 84.0％と、他学部と比べて高い比
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率になっている。合格率の観点からみれば、卒業時の学生の質はある程度保証されていると考

えてよい。 

学生に単位修得を促すとともに、各年次の学生の質を検証する補助的な方策として、毎年春

に教育懇談会、秋に修学相談会を全学的に実施している。教育懇談会と修学相談会は、学生の

保護者に対して教員が当該学生の状況について説明するものである。春の教育懇談会において

は、すべての学生の保護者に連絡したうえで、修得単位が極端に少ない学生の保護者に対して

は特に出席を促している。秋の修学相談会は、１年次生と修得単位が極端に少ない学生あるい

は卒業が危ぶまれる学生を対象としている。 

さらに、社会学部では卒業論文が必修であるが、２つもしくは３つのゼミ合同で実施される

卒業論文の発表会（複数教員による口頭試問をかねている）は、卒業時における学生の学修達

成度と質を検証する機会と捉えることができる。 

�点検・評価（��と問題点）� 

単位取得状況だけでなく、単位の実質化・厳格な成績評価などの問題と連動させて、各年次

および卒業時の学生の質を検証・確保する仕組みが、現時点では欠落している。また、卒業論

文の発表会は、卒業時における学生の学修の達成度と質を検証する機会と捉えることもできる

が、検証結果が集約されて学部内で議論されることがないので、学部としての検証システムと

なっていない。 

�改善方策（��の改善・改革に�けた方策）� 

現在、2010 年度から GPA 制度の導入が全学的に検討されており、また、社会学部では 2011

年度を目途にカリキュラム改革を検討しているが、それらを検討するなかで、各年次および卒

業時の学生の質を検証・確保する仕組みを議論したい。 

 

（履修指導） 

必��学生に対する履修指導の��� 

�現状説明� 

社会学部の取り組みとしては、年度始めの履修指導日に、学科選出の教務委員が中心となっ

て各学年ごとのオリエンテーションを実施し、履修要項、時間割作成の手引きなどをもとにし

た履修ガイダンスと個別の履修相談を行っている。それ以外の日には専任教員が分担して相談

にあたるよう努め、学生の履修上の指導や相談に対応する体制をとっている。 

１年生に関しては、約 20 人１クラスの「新入生演習」の授業のなかで、担当者が改めて履修

ガイダンスをフォローし、履修相談を行っている。また、社会学科の学科科目の多くは、学生

の選択による履修であるため、年度始めだけでなく年度途中においても、ゼミ担当教員を中心

に履修指導を行っている。 

�点検・評価（��と問題点）� 

学生一人ひとりのニーズに応じたきめ細かな履修指導体制ができており、学生との緊密なコ

ミュニケーションを基本とする社会学科の取り組みは高く評価されてよい。 

ただし、セメスター制を採りながら実質年度始めに、春学期と秋学期の履修登録を同時に行

わねばならないという点は、履修指導の観点からも改善されるべきである。 

�改善方策（��の改善・改革に�けた方策）� 

特に改善すべき点はない。現在のきめ細かな履修指導体制を維持していきたい。なお、2010

年度には春学期登録・秋学期登録が可能となり、上記の問題は改善される予定である。 
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必��留年者に対する教育�の�置の��� 

�現状��� 

社会学部では、学年進行の際に「原級留置」になるという留年制度はない。それゆえ、所定

の単位が修得できていなければ、卒業年次の４年次において卒業が延期されることになる。し

かし、必要な単位が 30 単位以内であれば、半年後の９月末には春学期末卒業が可能であるので、

学生にはその旨を十分に理解させたうえで、履修に臨むよう指導している。 

さきに示したように「卒業判定」における合格率は高いほうであるが、10～15％程度の学生

は４年次で卒業が延期となっている現実がある。そのような学生の多くは、１年次あるいは２

年次での修得単位数が少ないことが指摘されている。社会学部では１年次から４年次まで各学

年にゼミがあるので、修得単位数が少ない学生については、ゼミの担当者が個別に履修指導や

サポートをしている。 

�点検・評価（�所と問題点）� 

年度初めに実施される各学年ごとの履修ガイダンスや個別の履修相談のほか、各年次のゼミ

担当者によるきめ細かな支援体制がとられており評価できる。しかし、低学年での修得単位数

の少なさが４年次の卒業延期につながっている現実があるが、さまざまな事情で大学にこない、

あるいはくることができない学生のなかには、極端に少ない修得単位数のために、４年次での

卒業延期に至る前に退学を選択する者もいる。こうした学生については個別に直接指導するこ

とができないため、保護者の理解や協力を得なければ十分な対応ができない状態となっている。 

春学期の教育懇談会、秋学期の修学相談会では、修得単位数の少ない学生の保護者に理解や

協力を求めているが、各学期の成績が出る前の段階で、こうした学生を個別教員ではなく学部

としてサポートする体制が整っていないのは問題であろう。 

�改善方�（��の改善・改�に�けた方�）� 

低学年の段階から修得単位や学業成績を、学期ごとに入念に点検し、個別の履修指導や相談

を実施しているが、大学にこない、あるいはくることができない学生を、各学期の早い時期に

リストアップし、保護者の理解や協力を得ながらサポートする体制を早急に検討したい。 

 

（教育改善�の組織�な取り組�） 

必��学生の学修の���と教員の教育指導方法の改善を�進するための組織�な取り組

�（������・����ップ�ント（��））およ�その��� 

�現状��� 

本学社会学科は、1995 年に文学部から改組して人間学部社会学科となり、さらに 2006 年に

改組を行い社会学部社会学科となり現在に至っているが、文学部社会学科の時代から学生の声

を聞くことに努め、授業改善に取り組む姿勢をもっている。FD 推進のための組織として、旧文

学部時代の 1994 年に文学部自己評価委員会を設置し、人間学部自己評価委員会を経て、2006

年度からは社会学部 FD・自己評価委員会を設置している。 

人間学部社会学科時代から、教員が授業の進め方や学生の意識や態度について自由に情報・

意見の交換を行い授業の改善に役立てるために、教員の教育に関する意見交換・研鑽の場とし

て FD 懇談会を開催していたが、社会学科会議での議論で十分であり、ことさらに企画実施をす

る必要はないとの意見もあり、FD 懇談会は 2006 年度と 2008 年度にそれぞれ１度開催するに留

まっている。 
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また、社会学部の授業改善に関するさまざまな取り組みを広報するものとして、文学部・人

間学部自己評価委員会の年報『自己評価』を 1998 年に発行して以来、この『自己評価』は人間

学部の時代に９号まで発刊され、それを引き継ぐ形で『追手門学院大学社会学部自己評価：社

会学部 FD・自己評価委員会年報』が 2006 年度以降毎年発刊されている。『追手門学院大学社会

学部自己評価：社会学部 FD・自己評価委員会年報』の主な内容は、学生による座談会など、そ

の年度の企画に関する報告、その年度の授業の自己点検・評価、全専任教員の活動報告などで

ある。 

本学では、2003 年度以降、学生による授業評価アンケートが毎年全学的に実施されており、

社会学科教員の過半数が参加している。また、全学 FD 推進委員会主催で授業公開を全学的に実

施している。この授業公開は、各学部が輪番で公開授業を提供し、各学部の FD 推進委員を含む

教員が参観する形で公開し、その後に授業担当者と参観した教員の間で意見交換する形で授業

研究会を行うものである。さらに授業研究会の内容は『公開授業通信』としてまとめられ、全

学教員に配布されている。社会学部では、2008 年度に FD・自己評価委員を含む２名の教員が授

業を公開した。 

この他に、2005 年１月評議会において承認された、情報教育の充実を目指す全学的なプロジ

ェクト組織である情報教育 FD プロジェクトチーム（10 名で構成）に、社会学部からも教員を

出しており、全学の情報教育のハード・ソフト面の向上や教員の情報機器の教育利用推進のた

めの講演会などを企画・開催し、全学および社会学部の情報教育の改善に取り組んでいる。 

�点検・評価（��と問題点）� 

学生の声を聞くという姿勢を一貫して持っていること自体は評価できる。しかし、FD 懇談会

の低調、授業公開への消極的姿勢、『社会学部自己評価』における一部教員の活動報告不掲載、

学生による授業評価アンケート調査の参加率が他学部に比べて非常に低いことなど、有効な FD

活動が十分なされているとは言い難い。 

�改善方�（�来の改善・改革に向けた方�）� 

教育指導方法の改善は個々の教員の自主的な努力に任せるべきだという意見がまだまだ根強

く、現時点では、有効な組織的な取り組みとなっていないが、時間をかけて教員の意識改革を

図りたい。 

 

��：シラバスの作成と活用�� 

�現��明� 

シラバスは、全学的に統一された基準にしたがって作成することになっている。シラバスに

は、授業科目名、単位数、担当者、開講学期、授業形態、テーマ、講義概要、授業計画、関連

講義、成績評価方法、テキストおよび参考書等の詳細な情報が明示されている。本学では、シ

ラバスをホームページ上に掲載して、学内および学外から検索・閲覧できるようになっている。

さらに、シラバスを印刷しファイルに綴じたものを教務課および社会学科資料室に備え置き、

学生の閲覧に供している。 

本学では、2007 年度まで、履修登録の際のシラバス利用率の低さが問題となっていた。しか

し、2008 年度に新しい履修登録システム（UNIVERSAL PASSPORT）を導入し、ホームページ上で

公開されているシラバスへの参照機能も大きく拡充された。これによって、履修登録手続きと

シラバス検索とが連動するようになり、シラバス参照の利便性は飛躍的に高まった。この新シ

ステムでは、学生個人のポータルサイトから履修登録を行うのであるが、そこでは、各学生が
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履修登録可能な科目一覧が曜日・時限ごとに表示され、科目名をクリックするだけでシラバス

を参照することできる。さらに、履修登録後も、履修科目一覧のページからワン・クリックで

シラバスを参照することができる。このような履修登録と連動したシラバス参照機能の提供に

より、学生のシラバス参照の利便性が大きく高まり、シラバスの有効活用が促進されたと考え

られる。実際、2008 年度の履修登録期間においては、シラバスが掲載されているホームページ

へのアクセス件数が前年度を大きく上回った。 

一方、教員は、セメスター内の講義内容をシラバスに記載した授業計画と照らし合わせて授

業を進めるという形で活用している。半期科目によって運営されるセメスター制のもとでは、

授業進行に余裕が余りないため、事前に周到な計画を立てなければ教育目標の達成が難しくな

ってしまうからである。学生による授業アンケートには、シラバスに沿った授業運営であった

かを問う項目があり、学生の評価を参考に各教員が自己点検することができるようにもなって

いる。 

�点検・評価（長�と問�点）� 

シラバスの作成と活用状況については、おおむね適切であると評価できる。しかし、（１）ま

だまだ記載内容に精粗が見られること、（２）演習科目やゼミの授業計画が、学生の取り組み状

況などに応じた運営となるため形式的なものにならざるを得ないこと、（３）準備学習など授業

時以外の学習に関する指示に乏しいこと、（４）個々の授業の構造化に留まらず、関連講義間で

科目間連携を図り、カリキュラム全体を有機化するに至っていないことなどは、改善すべきで

ある。 

�改善方�（��の改善・改革に�けた方�）� 

シラバスの記載内容は全学的に統一されているため、学部独自で改善することはできない。

準備学習など授業時以外の学習に関する指示など、記載内容の改善については、全学的な組織

であるカリキュラム改革委員会の議論に期待したい。 

社会学部では 2011 年度を目途にカリキュラム改革を検討しているが、科目間連携によるカリ

キュラム全体の有機化については、カリキュラム改革を検討するなかで、また、学部の FD 活動

のなかで検討・議論したい。 

 

���学生による授業評価の活用状況 

�現状��� 

2003 年度から全学的に「授業についてのアンケート」が実施されている。現在は、「全学授

業アンケート」という名称で、専任兼任を問わず全教員を対象にして学生による授業評価を毎

年実施し、『全学授業アンケート集計報告書』を刊行することにより、学生による授業評価の結

果を公表している。また、この『全学授業アンケート集計報告書』のなかでは、アンケートの

全学集計結果および各学部各学科単位での集計結果を公表するとともに、結果についての総括

と授業改善についての報告を、各学部の自己評価委員長が行っている。なお、アンケート結果

は、教員個人にフィードバックされ、授業改善に資することとなっている。 

�点検・評価（長�と問�点）� 

毎年全学的に授業アンケートを実施し、アンケート結果を教員個人にフィードバックすると

ともに、『全学授業アンケート集計報告書』を発行して全学的に結果をフィードバックし、教員

の授業改善への意識を高めることにもつながっている。この点は評価できる。しかし、（１）現

状では、授業アンケート結果をいかに各授業の改善に結びつけるかは、各科目の担当教員個人
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に任されるに留まっていること、（２）授業期間の中間期にもアンケートを実施しているわけで

はないので、授業改善の結果を当該科目受講者が享受できないこと、（３）開始した当初の意図

が薄れルーティン化の傾向が見られること、（４）授業アンケートに参加する社会学部専任教員

の比率が、2007 年度 43.8％、2008 年度 44.4％と他学部と比べて著しく低いことなどは、問題

点として指摘することができる。 

�改善方�（��の改善・改�に向けた方�）� 

中間期アンケートの実施については、他大学の事例をもとに全学授業アンケート作業部会で

提案する予定である。アンケート項目の見直し・改善を求める声が以前から学部内にあったの

で、同作業部会に提案し、検討することとなっている。 

改善のために、FD 懇談会において「全学授業アンケート」の結果についての検討をテーマと

して取り上げることが考えられるが、社会学部の現状では、「全学授業アンケート」を実施する

ことの意味を再確認することから始めなければ改善は困難である。 

 

（授業形態と授業方法の��） 

必��授業形態と授業方法の適�性、�当性とその教育指�上の�効性 

�現状��� 

授業形態は、演習に代表される少人数授業と、大人数の講義形式による授業に大別される。 

社会学部は１年次から４年次まで演習を必修科目としている（ただし、１年次春学期の新入

生演習のみ必修ではなく全員履修である）。演習は、各ゼミともに原則 20 名を上限として募集

を行っている。実習体験型の科目群も、その科目の性格上、少人数で実施している。 

2008 年度の、社会学部の演習を除く学科科目（少人数の実習体験型の科目と大人数の講義科

目）の規模別授業数は、下表に示す通りである。本学においては、１クラスの受講者数が 400

名を超える場合はクラスの増設をすることとしているが、学科科目には適応となる科目はない。 

 

受講者数 授業数 

１～50 35 

51～100 16 

101～150 15 

151～200 14 

201～250 4 

251～300 2 

301～350 １ 

 

大人数の講義は基本科目に若干存在するが、大人数の講義には、授業の効果を上げるための

マルチメディアとして、PC およびスクリーン、プロジェクターをはじめとするプレゼンテーシ

ョン装置を利用することのできる教室が整備されている。教育効果を上げるために、視聴覚教

室 35 室（いずれの教室も、少なくとも、スクリーン、ビデオプロジェクター、DVD/VIDEO/CD、

テープレコーダー、OHC（教材提示装置）を装備）、パソコン教室 11 室（PC 計 593 台）、語学教

育については、LL 専用教室２室、LL／CALL 教室１室が整備されている。 

�点検・��（��と問題点）� 
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前述の通り、演習は少人数で実施されており、演習を除く学科科目も 92％が 200 名までのク

ラスサイズで実施されている。講義科目では多様なメディアも活用されている。授業形態と授

業方法は適切であり、教育指導上有効であると評価できる。 

�改善方�（��の改善・改�に向けた方�）� 

改善すべき点は特にない。授業形態に応じた教室配当という点では、演習室の不足から、ゼ

ミを行うための演習室の配当が適切に行われていないという問題があったが、現在実施してい

る研究棟の改修工事、中央棟における演習室整備によって改善される予定である。 

 

必��多様なメディアを活用した授業の導入��とその運用の適切� 

�現���� 

各担当教員の判断で、講義における資料や補助教材として、マルチメディアを活用した教材

が使用されている。板書を補完するもの（あるいはかわるもの）として、プレゼンテーション

用スライドをプロジェクターで表示させる等の方法を活用している教員や、講義資料を個人サ

イトに掲載する教員も若干であるが存在する。また、一部ではあるが、ビデオ撮影などマルチ

メディアを活用した情報コミュニケーションの授業や、PC による高度な統計分析を行っている

授業などもある。 

全学レベルでは、2008 年度から教育用の授業管理ソフト（UNIVERSAL PASSPORT）が導入され、

講義関連資料の配布などが容易に行えるようになってきているし、帝塚山大学が提供する TIES

も利用可能となっている。また、マルチメディア設備を備えた教室の整備も充実しており、希

望教員は、こうした設備を十分に活用できる体制が整っている。 

�点�・評価（��と問題点）� 

多様なメディアを活用できる環境は十分整っているが、それを積極的に活用する社会学部専

任教員の数はまだ非常に少ない。総合情報教育センターが、IT 機器を含めたマルチメディア機

材の利用に不慣れな教員もいるため、さまざまな研修や講習会などを企画しているが、そうし

た企画への参加者も少ない。機材の利用に慣れているために積極的に活用する教員と、不慣れ

であるために活用できない教員とに二極分化している。もちろん、マルチメディア教材の活用

が常に有効であるわけではなく、授業のなかのどのような局面で、どのような方法で活用すれ

ば有効であるのかといった点について、研修等を通じて教員相互の理解を深めていく必要があ

る。 

社会学科ではその他、体育館等における身体動作の見直しを行うフィールドワークや農作業

に基づくフィールドワークなど、多様な形態がある。これに応じ、2006 年度以降ノート型 PC

やビデオカメラ等の教育機器の整備を行って、それらを活用した授業運営を行っている。 

�改善方�（��の改善・改�に向けた方�）� 

（１）二極分化を徐々に解消しつつ、（２）十分に整備されたインフラを授業に有効、適切に

活用して、教育効果を向上させるという視点からの全学的 FD 活動が重要である。学部レベルで

は、総合情報教育センターが企画するさまざまな研修や講習会への積極的な参加を呼び掛ける

ことから始めたい。 

 

必�����授業�による授業科目を���定している大学・学部等における、そうした

制度の運用の適切� 

�現���� 
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該当する授業科目は実施していないので該当しない。 

 

③ 国内外との教育研究交流 

（国内外との教育研究交流） 

必��国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の��性 

�現状��� 

本学における国際化への対応や国際交流推進の取り組みは、国際交流教育センターが担当し

ている。これらの取り組みは全学的なものであり、学部独自の取り組みや学部独自の基本方針

は存在しない。 

なお、本学では、学生に対しては学生交換制度を整備し、次のような大学と協定を結んでい

る。１．ヨーロピアン・ビジネス・スクール（イギリス）、２．バルドスタ大学（アメリカ）、

３．フェリス大学（アメリカ）、４．グリフィス大学（オーストラリア）、５．ディーキン大学

（オーストラリア）、６．タスマニア大学、７．グジャラート大学（インド）、８．南京大学（中

国）、９．チェンマイ大学（タイ）。また、短期の語学研修として、海外セミナー（ロンドン）

と海外セミナー（モンタナ）を利用することができる。 

専任教員に対しては、教員交換制度が設けられており、バルドスタ州立大学（アメリカ）、ゲ

ッチンゲン大学（ドイツ）、ゲッチンゲン専門大学（ドイツ）がその対象となっている。また、

これ以外にも、長期・中期・短期の海外研修を利用することができる。 

ただし、社会学部では、学生交換制度や短期語学研修に関心をもつ学生は非常に少ない。ま

た、教員交換制度を利用する専任教員もいないのが現状である。 

�点�・��（長�と�題点）� 

学生に関しては、英語を苦手とする学生が多いことがニーズの低さとなって現れていると考

えられる。しかし、関心をもっている学生は潜在的には数名はいると思われるので、そうした

学生を発掘し、学生の在外研修前後の修学を支援する体制が必要である。 

教員に関しては、若手教員の在外研修実績が少ないことが大きな課題である。 

���方�（��の��・��に�けた方�）� 

「国際的視野と国際的社会性、および地球的観点をもち、人類の繁栄に寄与し、社会に貢献

することのできる人物」を輩出するという本学の教育理念を再確認し、国内外との研究教育交

流を推進する必要性があることを、教員および学生に機会あるごとに訴えることから始めたい。 

 

④ 通信制大学� 

（通信制大学�） 

必��通信制の大学・学部における、実施している教育の内容、方法、��認定、学�授

与の��性とそのための��整備の��性 

�現状��� 

通信制の学部は設置していないので該当しない。 
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�．国際教養学部（�文学部��） 
［��目標］ 

１．国際教養学部の教育目標と学科�成 

大学の理念である「独立自彊・社会有為」の精神を、時代と社会の要請に応え、国際教養学

部として具体化したものが、①現代社会の理解に役立つ基礎情報文化の教育を目指す、②21 世

紀の国際社会に通用する国際語学教育を目指す、の２点であった。 

この二つの理念を、学部としてさらに具体化したものが、以下の二つの教育目標である。 

１．日本語の迅速で的確な理解力と表現力を基盤としながら、情報技術を身につけ、内外の

文化に対する基本的な理解力と対応力を養う。 

２．欧米とアジアの両方を視野に入れ、特に国際語としての英語と、アジアにおいて重要な

役割を果たしている中国語の２ヵ国語の能力を養成する。 

本学部は、以上二つの理念に沿う形で、アジア学科と英語コミュニケーション学科の２学科

によって構成されている。「評価大項目１．理念・目的」でも述べたように、共通の目標を実現

するために両学科の協力体制が制度化されていることは言うまでもない。しかしながら、各学

科の具体的目標は、教科内容の違いに加え、文学部以来の伝統もあって異なる点が見られるの

で、各学科の現状説明冒頭に掲げることにする。 

 
① 教育�程� 
（学部・学科�の教育�程） 
必��教育目標を実現するための学��程としての教育�程の体系性 
１．学部全体 
［現状説明］ 

１．学部カリキュラムの体系性と特性 

学校教育法、大学設置基準、さらにはそれらを受けて、上記の目標を謳った本学国際教養学

部の学部規程第２条を実現するために、本学部のカリキュラムは以下のような体系性を備えて

いる。 

まず、授業科目は他学部同様、共通科目と学科科目から構成されている。 

共通科目は、①全員履修の新入生演習、②選択必修の基本科目、外国語科目、体育科目、③

選択科目としての総合科目の３種類からなる。以上共通科目の卒業要件単位は 20 単位である。 

学科科目は、①必修、②選択必修、③選択、の３種類の科目からなり、学科科目の卒業要件

単位は、アジア学科が 62 単位以上、英語コミュニケーション学科が 56 単位以上である。卒業

に必要な単位数は、両学科とも、124 単位以上である。内容については各学科の［現状説明］

で詳述する。 

１）共通科目の特性 

① １年次から、学習の出発点としての導入教育を提供するとともに、将来の進路選択に備え

てキャリアデザイン論を配置する。大学における基礎的学力と社会生活に必要なコミュニケ

ーション能力を結ぼうとするものである。 

② １年次から日本語能力の養成と異文化理解に力点を置く教養教育科目を全学部に提供し、

本学部生にはその履修を奨励する。と同時に、本学部生は他学部が提供する教養教育科目を

幅広く選択することができる。 

③ コミュニケーションと異文化理解の能力を養うために外国語教育を提供する。 
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④ 大学における学習のあり方、地域の理解、オーストラリアを中心とした国際理解などを目

指す総合科目によって、大学、地域、国際社会の関連性の理解を目指す。 

２）学科科目の特性 

学科科目の詳細とその特性については各学科の［現状説明］に譲るが、ここでは、本学部の

特色とも言うべき、両学科共通科目と両学科の相互協力関係について略述する。 

① １年次から、アジア学科には中国語の、また、英語コミュニケーション学科には英語の専

修科目を置き、学生は必修選択した語学の能力を積み上げると同時に、もう一つの専修外国

語科目を履修することによって二つの外国語に習熟し、多言語使用者を目指すことができる。 

これは、学部教育目標の２．「中国語やアジア諸地域でコミュニケーションが可能な英語の

実践力を有し、その他のアジア諸言語についても一定の知識をもつ人材を育成する」の実現

を目指すものである。 

② それぞれの学科に特化した現地演習などのフィールドワーク科目が提供され、学生は自学

科のみならず、別学科のフィールドワーク科目、関係講義を受講することによって、幅広く

世界を見渡すと同時に、異文化理解能力を一層ひろげることができる。 

③ 日本語能力強化科目、日本語教育関連科目、あるいは講義科目、演習科目における教員の

工夫によって、日本語能力を強化し、社会で活躍しうるに足る日本語の理解力と表現力を備

えることができるよう、学部として配慮している。 

②と③は、学部目標の１．「日本語の迅速で的確な理解力と表現力を基盤としながら、情報技

術を身につけ、内外の文化に対する基本的な理解力と対応力を養う」の実現を目指すものであ

る。 

学科科目については、それぞれの学科で説明することになるが、各学科の［現状説明］、「点

検・評価」、「改善方策」を続けて提示する。その方が読みやすいと考えるからである。 

 
２．アジア学科 
［現状説明］ 

本学では入学生全員が履修する全員履修科目、全学部から科目を提供する共通科目、各学科

が担当する学科科目に科目区分されている。全員履修科目としては１年次の前期に履修する新

入生演習、後期に履修するキャリアデザイン論が開講されており、共通科目としては基礎教養

を担う基本科目、語学科目および体育科目・総合科目等がある。以上の科目の卒業要件単位数

は、20 単位である。 

次いでアジア学科での学科科目について、必修・選択必修科目として講義科目の「アジア論」、

および２-３年次に亘る演習科目が開講されている。教員総勢 13 名という学科構成ゆえ、全学

年の演習クラスを各教員が分担するわけにいかない。このため各教員は入学年度に応じて１-

２学年分の演習を輪番で担当している。したがって、各学年の演習開講数は６-７クラスとなる。

必須単位ではないが、４年次には卒業論文を提出させ、主査・副査の審査を経て、単位認定を

行っている。卒業論文に対しては４年次の演習科目とあわせ、計 10 単位を認定している。 

さらに学科科目の柱となるのは、週２回・１年次の初級から積み上げていく「専修語学」科

目であり、本学科では中国語・英語のうちいずれか最低１種類、計 16 単位の履修を義務付けて

いる。 

選択科目としては、日本・中国・南アジア・東南アジア・西アジアに関する専門課程として

の講義科目を開講している。さらに、北京・シンガポール・沖縄にて１週間の現地学習を行う
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「アジア・フィールドワーク」や、南京大学で１ヵ月の語学研修プログラムを行う「中国語現

地演習」、全教員が担当するオムニバス講義「現代アジアの諸問題」等を開講、極力アップツー

デートな「アジア」情報に学生の目を向けるべく腐心している。以上学科科目の卒業要件単位

数は 62 単位である。 

�点�・��（�所と問題点）� 
「教学の体系性」という場合、おおむね二つのレベルに分けて考えるのが適切であろう。第

１に、学生が４年間の学修を通じて修得する各科目間の有機的連関性。この意味での「体系性」

は、既存のディシプリンや研究対象地域を座標軸にして組み立てられ、これに基づいて科目分

類・卒業要件単位の配分が行われる。第２に、所定の教学内容に関し、基礎―応用という段階

制を以てカリキュラムが組まれているか否か、という問題。以下、この２点を軸に述べる。 

第１点。東洋文化学科から改組しコース制を廃止して以降、各学生の裁量に履修計画を委ね

る部分が比重を増しつつある。これにより、コース選択以降のミスマッチに起因する留年・退

学のリスクは低下したが、授業履修のコア部分に関する学生の意識が希薄化しているのは否め

ない。学科科目については、A 類・B 類・C 類という形で区分し、それぞれ卒業要件単位数を傾

斜配分しているものの、学生が取るべき授業のモデルについては「履修メニュー」という形で

しか示せていないのが現状である。 

第２点。教学上の段階性に応じた教育プログラムの構築は、ほぼ以下の形で行われている。

a.共通科目-学科科目の区分 b.語学科目における基礎（初級）-中級-入門という科目配置 c.

演習科目における学年進行に応じた科目開講（新入生演習-基礎演習-応用演習-卒業演習） d.

同一教員が担当する、複数の学科科目間および共通科目-学科科目間による段階わけなどがある。

特に専修語学科目については積み上げ方式が徹底されていると考えられるが、その他の学科科

目については、演習科目を除けばその段階性は明確ではなく、演習科目についても第１点で述

べた問題が存在する。共通科目に関しては別項で述べる。 

�改善方策（�来の改善・改�に向けた方策）� 
学びの体系性を確保するためには、コース制の復活や先修要件の厳格化も含めた、カリキュ

ラム全体の組み直しが最も効果的な方策であろう。ただし、制度改変に伴うコストも極めて高

いであろうことも、ここ十年にわたる改組を通じて明らかになりつつある。 

そのコストとは、具体的には、履修のあり方が入学年度によって異なる、という学生側にと

っての混乱要因が第１として挙げられる。その結果、数百ページにも上る履修要項を毎年度初

頭に学生に配布する、という明らかに正常ならざる事態が出現している（シラバスの印刷媒体

はすでに配布していないにもかかわらず）。同時に、履修指導を行う教員側が、学生の入学年度

に応じて異なる対応を余儀なくされることも、問題点として指摘されるべきだろう。 

第２に、カリキュラム全体の改変のための学内合意形成に費やすべき時間と労力も、ここ数

次にわたる改組とその効果に鑑みれば、やはり考慮すべきだろう。個別の動機からみれば、学

生によりよき「学び」のシステムを構築すべきだという本来「善意」に発するカリキュラム改

変が、結果的にはかならずしも所期の成果をもたらさず、当事者に徒労感のみを残している。

以上のような一種の「合成の誤謬」的構図を、多くの教員は実感しつつある。 

したがって、今後講ずべき手段としては、現今の枠組み内部で実行可能なものに限定するの

が妥当であると考えられる。一つは、特定のディシプリンのなかで、それぞれの教員が役割分

担を意識した授業運営を行うこと。例えば史学分野では、昨今の歴史学界全体の流れを各教員

が押さえたうえで、各専門分野での最新の知見として何を提示すべきか、共同研究会などの場
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を通じて議論を重ねることは必要であろうし、すでに不十分ながら行われつつある。 

また、学生の茫漠とした〝ニーズ〟を、一定のディシプリンもしくはエリア=スタディという

鋳型へと流し込むべく、「履修モデルの提示」・履修指導をさらに徹底する必要がある。 

教学の「体系化」へ向け、こうした実務的作業に加えて何より必要なのは、各教員レベルに

おける「研究」と教育との接合であろう。学びの総決算とも言える卒業論文においても、残念

ながら、初等教育の自由研究と見まごうばかりの提出物が散見するが、ディシプリンに立脚し

た指導の難しさがここに表れている。当面は演習科目の単位認定厳格化・卒論演習クラスの増

設などが、組織的に取り組みうる方途であろうが、少なくともこの部分の合意形成に関する時

間と労力だけは、惜しんではならない。 

 
３．英語コミュニケーション学科 
�現��明� 

「学科科目」は、「日本語能力強化科目」（必修、２単位）、「専修英語」（必修、26 単位）、「演

習」（必修、８単位）、「実践英語」（選択必修 A、８単位以上）、「卒業論文」（選択）、「講義」（選

択必修 B、12 単位以上）、「講義」（選択、他学部・他学科開設科目）をあわせて 56 単位以上履

修することになっており、これを超えて修得した単位は卒業に必要な単位として認定される。 

英語コミュニケーション能力の基礎固めを行い、２年次に実務能力を身につけながらコミュ

ニケーション能力を高め、３年次には英語プレゼンテーション能力に磨きをかけるとともに、

１・２年次で身につけた技術や能力を総合的に活用できるよう、将来の職業に直結する英語力

の習得を目指し、４年次にはそれまでの学習の成果を総括し、実社会に適用するキャリアを身

につけていく。また、英語コミュニケーション学科の学生は、アジア学科が開設している「専

修中国語」を履修し、高度な中国語能力を身につけることもできる仕組みになっている。 

英語コミュニケーション学科では、上記のような学びのステップを設定し、確かな語学力、

異文化理解力、コンピュータによる情報処理能力をかね備えた人材の育成を目指している。 

また、学生は、所属学部以外の科目や特定の分野に関する科目を系統的に学ぶことができる

「副専攻科目」を履修することができる。これらの科目においては、広く基本的な知識を習得

し、より広い視野から物事を考察できる能力や実践的応用力を身につけることができる。 

���・��（�所と���）� 

英語コミュニケーション学科では、（１）21 世紀の国際社会に広く通用する英語コミュニケ

ーション能力を備えた人材、（２）異文化コミュニケーション能力の育成と異文化交流の促進、

キャリア形成や資格を目指す実践英語学習を通じて、国際社会の多方面で活躍する表現力、行

動力、判断力をかね備えた教養人の育成を目指している。（１）の人材育成を目指す「専修英語」

群の科目では、１年次に「英語発音クリニック」、「英語リーディング１・２」、「英語ライティ

ング１・２」を履修し、英語のスキルを学びながら、習熟度に応じた英語コミュニケーション

能力を身につけ、２年次には、「英語リーディング１・２」、「英語ライティング１・２」、「英語

コミュニケーション」を履修し、実務能力を身につけながらコミュニケーション能力を高める

とともに、各自の専門性（英語教育、言語情報、英語学、文化）を明確にしていく。３年次に

は、目的に応じて「特論演習」で専門分野を深め、「英語プレゼンテーション」でプレゼンテー

ション能力に磨きをかけ、４年次には、国際社会で通用する知識やスキルを獲得するために、

目的別に応じたゼミの「卒業演習」で自己の専門性を深化させ、豊かに自己を表現するコミュ

ニケーション能力の総仕上げを行う。（２）の人材育成を目指す「実践英語」群の科目では、１・
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２年次に選択科目からコンピュータ、英語学、言語情報、文化関連の専門科目を履修すること

によって、自己のキャリア形成の準備を行い、３・４年次で、自己のキャリアを見据えて、「資

格英語」、「観光ビジネス英語」、「トラベルイングリッシュ」、「秘書英語」、「通訳英語」などの

資格取得のための科目を選択し、実社会に通用するキャリアアップを目指す。英語コミュニケ

ーション学科では、上記のように、「体系的に教育課程を編成」（大学設置基準第 19 条第１項）

しており、１年次から４年次へ続く学びのステップのなかで、「学部等の専攻に係る専門の学芸

を教授するとともに、幅広く深い教養および総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養する

よう」（大学設置基準第 19 条第２項）に配慮している。 

2007 年度に英語文化学科から英語コミュニケーション学科へと改組し、より実践的なコミュ

ニケーション能力の育成を重視するカリキュラム編成となったが、学生が授業時間以外に語学

教材やビデオを視聴したり、資格取得のための自学自習を促進したりするための自習室が整備

されていないという問題点がある。また、３・４年次に履修する「実践英語」群の科目で、目

的に応じた資格取得を目指し、キャリア形成の支援を行う仕組みになっているが、授業で学習

した内容を実社会で試す機会が設けられていないという問題点がある。 

�改善方策（��の改善・改�に向けた方策）� 
自立した学習者を養成し、キャリア形成支援を確実にするためにも、学習支援室の設置が急

務であり、その設置を現在計画中である。学生の英語力を客観的に測定し、キャリアアップを

図るために、TOEIC®テストの全員受験実施に向けた準備を行っている。また、学生が「実践英

語」群で学習した内容を現場で体験するために、海外で観光業、秘書業、通訳業等に従事する

機会を提供する「国際インターンシップ」を計画中である。 

「実践英語群」の科目は配当年次が３年次以上となっており、2009 年度以降に開講される。

授業科目選択の際には、多様化する学生のニーズに対応できることを重視したが、学生の進路

に結びつく科目選択となっているか、今後、検証する必要がある。 

学生が副専攻制度を最大限に活用するためにも、学科科目の最低修得単位数の緩和など、改

善策を検討すべき時期にきている。 

 
必��教育課程における基礎教育、�理性を培う教育の位置�け 
１．学部全体 
�現�説明� 
１）国際教養学部の理念と�理 

「評価大項目１．理念と目的」で述べたように、国際教養学部の理念の①現代社会の理解に

役立つ基礎情報文化の教育を目指す」は、具体的に説明すれば、「文学部がこれまで目指してき

た高等教養文化（リベラル・アーツ）を土台として、さらに生活基盤としての基礎教養文化（コ

モン・リベラル・アーツ）を確実に涵養することによって、現代社会を生き抜いていく知力と

技術の獲得を目指す」ということであった。高等教養文化（リベラル・アーツ）にせよ、基礎

教養文化（コモン・リベラル・アーツ）にせよ、その「涵養」において目指すべきは、決して

単なる技術と方法の獲得ではなく、時代を超えた人間性、他者との相互理解、相互協力を可能

にするようなモラルの育成を含んでいることは言うまでもない。そうしたモラル形成の場や方

法が、大学として明確に規定されているわけではないが、一つには導入教育を中心として、ま

た、一つには、共通教育における教養科目群において、ある程度まで保障されているとするの

が大学内の暗黙の了解であり、国際教養学部における共通理解である。 
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それはまた、倫理の問題を二つのレベルで考えることとも呼応している。すなわち、生活に

即した、具体的な学生としての行動規範、あるいは、その先にある職業人として行動規範のレ

ベルで考えるか、あるいは、広く市民的、さらには世界市民的レベルで考えるか、である。前

者に関与しているのが導入教育からキャリアデザイン論にかけての基礎教育であり、後者に関

与するのが教養科目中の一群の科目である。ただし、導入教育の倫理的役割がかならずしも明

記されているわけではないこと、教育方法や教材として顕在化しているわけでもないことは、

以下に説明する通りである。 

２）新入生演習、キャリアデザイン論、追大��科目の実践性と倫理性 

導入教育の中心を成す新入生演習は、本来、「大学での学び方を修得し、学びの面白さを発見

する」ことを目的として設置されたセミナー形式の授業である。１クラスは 20 名前後で、１年

目の春学期に設定されており、全員履修が義務付けられている。大学としては、以下のような

共通プログラムをシラバスに提示しているが、授業内容や方法については担当教員に委ねられ

ているし、学部、学科によっても違いのあることは事実である。 

共通プログラムは、 

１ 大学における学習計画と履修手続き 

２ 講義の受け方 

３ 図書館の利用方法 

４ レポートの書き方 

５ 発表の仕方 

となっているが、現実問題として、もう一つの大きな目的「大学の生活環境に慣れさせる」

が付け加わっている。したがって、実践的、実用的要素が極めて大きい。 

しかしながら、シラバスに明記されていないにせよ、授業実践の課程で学生としてのルール

やモラルの問題が入ってくることは当然である。例えば「レポートの書き方」を指導するとき、

参考資料、参考文献明記の重要性、無断の引用やいわゆる「コピー＆ペースト」の禁止などは、

学生として、また知的人間としてのモラルの問題を抜きにして説得することはできないからで

ある。あるいはまた、「発表の仕方」や議論の仕方などコミュニケーションのあり方を考える際

にも、手段を選ばず相手を説得すれば良いというものではなく、相手を尊重し、信頼関係のう

えに立った議論や発表が必要であることが語られるからである。 

一方、１年生の秋学期に、１クラス約 80 人規模で受講する「キャリアデザイン論」も、全員

履修が義務付けられれている。「キャリアデザイン論」を導入教育と考えるかどうかはともかく、

全員履修ということからも、また、シラバスに、新入生演習に含まれるコミュニケーション能

力の育成が発展的に扱われていることからも、基礎教育の一環を成していることは確かである。

授業のシラバスには、 

「変化する現代社会において、主体的に生きるために、①人間としての心の持ち方・生きる

姿勢などの「人間力」を養う②社会とより良い関係を築き、“知識から知恵へ”、イキイキした

人生が送れる「職業人」への成長を促す」と規定されており、実践性を重んじるこの基礎教育

においても、社会人としての行動規範を問題にしていることが明記されている。 

なお、総合科目の中の追大 UI 科目は選択科目であるが、本学の教育理念の具現化を目指して

いる。なかでも「学び論」と「北摂を学ぶ」の二科目は、一方では大学における学びのあり方

を、また一方では大学という学びの場と地域社会との関係を考え、地域社会への貢献を目指す

という点から、基礎教育の一環をなしている。本学関係者を中心とするオムニバス方式のリレ
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ー講義であるので、担当者によって内容は異なるが、社会における大学のあり方を考えるとい

う点から、広義の倫理性を含んでいる。 

�点�・評価（長�と問題点）� 

１）新入生演習 

新入生演習が設置される以前から、本学部の前身である文学部では、例えば、アジア文化学

科独自の、一泊二日での学外「新入生オリエンテーション」、英語文化学科の新入生歓迎会など

を通じて新入生を大学の生活環境に慣れさせようという努力を払ってきた。その後 2003 年度に

新入生演習が導入されて以降も、「オフィスアワー」を活用することによって各教員が担当する

クラスの学生と交流を図るなどの努力もなされている。また、2003 年度には、新入生の大学生

活および大学教育へのスムーズな適応を図るための補助として「オフィスアワー・ほっとライ

ン」という制度が導入された。これは、新入生演習担当教員の研究室メールアドレスと電話番

号を学生のみならず保護者にも通知し、新しい生活にとまどいを見せる学生とその保護者を一

体として問題の解決を図ろうとするものである。新入生そのものに対する教育ではないが、そ

れを一層効果的なものにするための制度である。以上のような意味で、本学部における導入教

育は、決して新入生演習だけではないことが理解いただけるであろう。 

新入生演習の実施に関しても、長期にわたって一定の取り組みが行われてきた。さきにも述

べたように、この授業の具体的内容や方法については担当教員に委ねられているので、開設当

初、多くの教員にとまどいが見られた。そこで開設年度の年度末、2003 年、学部自己評価委員

会主催の FD 懇話会では、比較的明確な方法を持っている３人の教員に、それぞれの内容と方法

を話してもらい、全体的な討論を通じて、相互の方法を学び合おうとした。翌 2004 年の FD 懇

話会に、教室の活性化に定評ある講師を他学部から招き、「クラス運営の秘訣」という話を聞い

たのも、新入生演習を少しでも実りあるものにしたいという願いの表れであった。次いで 2005

年、自己評価委員会は学部内の希望担当教員から、それぞれの技術や方法の例を提供してもら

い『「新入生演習」のための教材集（2003／2004）』を発行した。授業内容と方法に関して各教

員の自主性を尊重するという立場から、あくまで「教材集」であって共通のマニュアルではな

かったが、試行錯誤する教員にアイデアやヒントを与える点で力となった。 

２）教養科目群における倫理性の追求 

一方、共通科目のなかには、市民レベル、さらには世界市民レベルの問題を扱う基本科目群

がある。「現代社会と倫理 A」では、情報倫理、ビジネス倫理、生命倫理、環境倫理の問題など

具体的問題が取り上げられ、それに対して「現代社会と倫理 B」では、なぜ法や倫理が社会生

活に必要とされるのかという根本的問題が追求されている。また「市民生活と法１」では、市

民生活において最も基本的な法律である民法について解説し、「市民生活と法２」では、契約問

題、消費者問題、事故、家庭問題などの具体的な問題を通して市民生活における法の問題を考

えようとしている。 

人権問題に目を転じれば、「入門ジェンダー論 A」においては、人種差別などの問題とジェン

ダー論の関係が人権論をもとに福祉学の立場から論じられ、「入門ジェンダー論 B」では家族と

労働の問題をジェンダー論の立場から捉え直そうとしている。また、「現代社会と人権 A」では、

現代社会における基本的な人権問題を総合的に論ずるとともに、一方の「現代社会と人権 B」

では、毎年、５人の教員がそれぞれ専門の立場から、異なった視点で現代社会の人権問題を提

起している。最後に、倫理の問題を広く捉えるならば、「異文化交流とコミュニケーション」な

どにおいても、異文化に属する集団と、いかに国内外での共生を図るかが説かれていることを
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付け加えておきたい。 

���方�（��の��・��に向けた方�）� 
以上、現状を説明し、これまでしてきたことを一覧したが、問題は、こうした実践性と倫理

性に関する理念が、全学的問題として、また、国際教養学部自体の問題として、どの程度意識

され、どの程度浸透しているかと問われるならば、強く肯定することは難しい。今後の課題と

して残されているのは、 

１）国際教養学部のなかで、ある程度まで実行されてきた新入生演習における実践性と倫理性

を、いかにして全学的な規模に広めるかである。この点については、全学自己評価委員会と

全学 FD 推進委員会の国際教養学部委員の間で検討中である。 
２）さきにも述べたように、新入生演習のなかで倫理的問題を扱うことは、かならずしも明白

にはなっていないので、現在編集中の新しい『「新入生演習」のための教材集』の最初の章

では、「コピー＆ペーストの問題」、「アルコールの問題」、「喫煙の問題」、「ドラッグの問題」

「セクシュアル・ハラスメントの問題」などについて、具体的事件を紹介しながら警鐘を鳴

らす予定である。 
 
２．アジア学科 

�現状説明� 

基礎教育としての共通科目の卒業要件単位については、上記「教育目標を実現するための学

士課程としての教育課程の体系性」項にて述べた。共通科目は、前項にて触れた通り、基礎教

養を担う基本科目、語学科目および体育科目・総合科目等に区分されている。このうち基本科

目は「言語と文化」「生活と社会」「自然と数理」に分けられ、本学科は「言語と文化」カテゴ

リーの多くに科目を提供している（なお、当該カテゴリーには、おおむね人文科学に分類され

るディシプリンの講義科目が配当されている）。なお、「日本語能力」の向上を謳う学部の理念

に即し、基本科目として「日本語の諸相」という科目が３クラス開講されていることも付言し

ておく。 

さらに、「基礎教育」として分類される科目はこれらに止まらず、前項で挙げた「全員履修科

目」のうちの「新入生演習」、および２回生対象の「基礎演習」、さらには専修語学のうちの１

回生対象部分なども、これに相当する。 

なお、「倫理性」という経年的変動の激しい範疇に関し、何らかの内容を高等教育の場で教育

課程に組み込むべきか否かについての合意は、少なくとも学科内においては形成されていない。 

�点検・評価（��と問題点）� 
「学士課程としての教育課程の体系性」の部分で既述の通り、「学び」の段階性を担保する手

段としては、上記の「基礎教育」関連科目は一定の機能を果たしていると見るべきであろう。

ただし、専修中国語科目において初年次教育段階での教育内容はおおむね各クラスにて統一が

とれているものの、それ以降については何が「基礎」かについての位置づけが明確化されてい

るとは言い難い。 

なお、学生の日本語運用能力については、上記日本語関連科目が新規開講されてから完成年

度に達していないため、その効果は未だ検証されていない。 

また後述するように、すべての教員が共通科目（特に基本科目）を担当しているわけではな

いため、基礎教育としての共通科目と専門教育としての学科科目との連続性について、かなら

ずしも明確なビジョンが教員間に共有されていない。これは第一義的に、限りある教員数を以
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て、「アジア学」という極めて拡散性の高い分野に立脚しつつ基礎教育を行うことの難しさに起

因するものであろう。 

「専修英語群」の科目においては、習熟度別クラス編成を実施しており、学生のレベルに合

った指導を行うことができている。しかしながら、小テストの取組状況に関しては、学生にレ

ベルに応じて差があり、特に下位グループに対する指導を強化する必要がある。 

�改善方策（��の改善・改�に向けた方策）］ 
叙上の状況に対し、語学教育に関する措置については後段で触れる。 

その他の基礎教育としての共通科目に関しては、対応策は二つに分かれる。第１は基礎教育

全体を、本学科教員の専門分野、すなわち中国道教哲学・唐代文学史・南インド移民史などの

特定分野に即した科目群へとデザインし直し、専門教育との有機的結合を目指す。第２に、よ

り広い「教養」を目指す本学部の理念に即して、なおかつ「アジア学」ディシプリンの無内容

性を最大限に活かしつつ、現今の雑然とした科目内容を維持する。第２の方策がおそらく唯一

の現実的な選択肢と見なせようが、少なくとも、専任教員間において共通科目内容の情報が共

有されていない現今の状況は、改善されるべきである。 

現在、小テストための事前勉強は学生の自主性に任せており、授業外に学生が独自に行うこ

とになっている。しかしながら、下位グループの取り組み状況から判断すると、授業において

もある程度指導を行うなどの改善策を講ずる必要性がある。 

 
３．英語コミュニケーション学科 

�現状��］ 
基礎教育に関しては、「新入生演習」が春学期に開講されており、１年生全員を対象とし、少

人数クラスで大学における学習への導入を行っている。秋学期には「キャリアデザイン論」が

開講されており、その授業テーマは（１）一人ひとりが自己をみつめ社会の現実を知り自らの

人生を設計することの大切さを学ぶ、（２）変化する現代社会において、主体的に生きるために、

①人間としての心の持ち方・生きる姿勢などの「人間力」を養う、②社会とより良い関係を築

き、“知識から知恵へ”、イキイキした人生が送れる「職業人」への成長を促す、③社会生活に

とって必要なコミュニケーション力を高め「就職力」の向上につなげる。（３）実業界の豊富な

経験者と共に語り合い、正しい自分探し、間違わない進路選択、その実現に向けた充実した学

生生活の送り方を考える学習の場にすることである。また、学科が開設している基本科目は、

「英米の文化・文学１・２」、「言語の科学１・２」、「比較文化概論１・２」、「比較思想概論１・

２」、「異文化交流の歴史」、「異文化交流とコミュニケーション」であり、学科では、英語コミ

ュニケーション能力の育成を目指して、１年次に「英語発音クリニック」、「英語リーディング

１・２」、「英語ライティング１・２」、２年次に「英語リーディング３・４」、「英語ライティン

グ３・４」、「英語コミュニケーション１・２」、３年次に「英語プレゼンテーション１・２」を

開講している。これらの科目において、専門教育的授業科目を履修するために必要な基礎教育

および倫理性を培う教育が行われている。 

���・��（長�と���）］ 
「新入生演習」は全学的な取り組みであり、新入生が身につけておくことが望ましいと思わ

れる事柄、すなわち基本的な日本語の運用能力やさまざまな情報収集の方法などを提供するこ

とが、この演習の目的であるが、専門教育としての学科科目に連続性を持たせるためにも、英

文レポートの書き方や英語での発表の仕方など、学科特有な素材を取り入れる必要がある。ま
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た、具体的な内容や演習の素材が担当教員によって異なっていることが問題点である。 

「専修英語」群（EGP：English for General Purposes）の科目では、英語コミュニケーショ

ン能力の基礎固めを目的としており、３年次以上の学生を対象としている「実践英語」群の科

目にスムーズに移行できる仕組みになっている。また、習熟度別クラス編成を実施しており、

学生のレベルに合った指導を行うことができている。また、１年次の４月に『マーフィーのケ

ンブリッジ英文法（初級編）』）を学生に配布し、英語力の基礎固めを目指すとともに、学生の

計画的かつ継続的な英語学習を促進するために、Web-OCM を利用して定期的に小テストを実施

している。しかしながら、小テストの取り組み状況に関しては、学生間にレベルに応じて差が

あり、特に下位グループに対する指導を重点的に行い、基礎教育の充実を図る必要がある。 

�改善方策（��の改善・改�に�けた方策）� 
「新入生演習」に関しては、学科の共通テキストの作成に取り組みつつある。Web-OCM に関

しては、担当教員が定期的に学生の取り組み状況を確認することになっている。現在、小テス

トための事前勉強は学生の自主性に任せており、授業外に学生が独自に行うことになっている

が、下位グループの取り組み状況から判断し、授業において、ある程度指導を行うなどの改善

策を講じ、基礎教育の充実を図っている。 

 
必�：「専�に�る専門の学�」を教授するための専門教育的授業科目とその学部・学科 

等の理念・目的、学問の体�性�びに学�教育法� 83 �との�合性 
１．アジア学科 
�現状��� 

「専門教育」として位置付けられるのは、専修中国語初級を除く各種学科科目であり、内容

としては日本近世文学・日本古代史・日本歴史地理・中国道教思想・唐代文学史・中国近現代

文学史・中国近世史・イスラーム社会史・ヴェトナム村落地理・サンスクリット語・タミル語・

中国語等、各教員の研究分野に応じた授業科目が開講されている。ただし講義科目の場合、そ

れぞれの授業内容自体は、「教養豊かな国際人」という理念に即して、より一般性の高いものと

なっている。 

他方、演習科目の場合は上記の講義科目に比してより専門性の高い、各教員の専門分野に即

応した内容となるべく、基礎演習-応用演習-卒業演習という形でそれぞれ２年次生・３年次生・

４年次生を対象に開講されている。加えて、極力アジアの「現地」を実見させるべく、「アジア・

フィールドワーク」と題した科目を４コース（中国・マレーシア・タイ・沖縄）設けている。

この科目は、事前計画の指導、および調査結果の報告を伴う「アジア社会演習」とセットで開

講され、例年各コースとも 20-30 名の学生が参加している。当該科目の成果は、学生レポート

を『アジア観光学年報』という学科内紀要に掲載することによって学内外に公表している。な

お、これら現地体験型学習と併行して、「フィールドワーク論」という、海外社会調査に関わる

方法論を紹介する科目が開講されていることも、付言しておきたい。 

�点�・��（��と問題点）� 
地域的な面で言えば、日本・東南アジア・インド・中国・西アジアというように、（中央アジ

アを除けば）ほぼ現今のわが国におけるアジア学を網羅した陣容を誇っている。またディシプ

リンとしては、哲学・史学・文学および地理学という伝統的な人文科学のすべてをそろえてお

り、まさに古典的な意味での「教養」を教授するうえでは理想的な布陣であると言えよう。加

えて、その「教養」内容が変動の激しいアジアの現況とも極力リンクするように、日常の教育
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のなかで日々再定義され続けていることも、特筆すべきである。 

しかしながら、目下本学科の教育体制が「深く専門の学芸を教授研究」していると名実共に

称しうるかというと、かならずしもそうは考えられない。問題の核心には、本来的な意味での

「専門的」アジア学を教授するために必要な文献読解能力を、現今のカリキュラムでは養い得

ない、という点がある。目下、「教育目標を実現するための学士課程としての教育課程の体系性」

欄にて述べたように、できるだけ幅広く「アジア」に関する研究内容を教授するという趣旨で

制度設計が行われており、残念ながら卒業論文の内容に見る限り、全体としての「専門性」は

大きく損なわれていると言わざるを得ない。 

また上記の問題は、「現地体験」を謳った各種カリキュラムにも大きく影を落としている。い

わゆるポスト=コロニアルの言説が一世を風靡して以降、西欧近代的な文献のみを基盤とした学

知にかわり、あくまで当事者の側に密着した「現場」の思考が、高等教育の場でも重視される

ようになった。だがこの潮流に棹さして本学科でも試みられている現地型学習が、教学全体の

向上に裨益しているとはかならずしも言えない（学生募集上の効果は別として）。第１に、「テ

クスチュアル」な言説の限界性は、こうした言説が共有され、思惟の硬直性を示すようになっ

ている集団に対してのみ指摘されるべきであり、文献に基づいた広汎な知識そのものが未だ定

着していない状況下においては、往々にして「現地体験」そのものが（通俗化された）テクス

チュアルな言説を再生産し、強化する母胎となる。第２に、「現場」を強調する姿勢そのものが、

何か対象社会に画一的に存在する「現場」があるかのような幻想を植え付けることとなる。そ

の結果、現地型学習を経験した学生にとってほとんど観光旅行と選ばないような効果しか残ら

ない事態も見受けられ、極めて遺憾なことと言わざるを得ない。 

�改善方策（�来の改善・改�に向けた方策）� 
専門教育の改善点については、「教育課程の体系性」欄で述べたことに尽きる。加えて、情報

収集の方法・先行研究の整理や、立問のあり方・立注の作法など、「論文」執筆に関わる事項を、

初年次のみならず周知徹底させていく必要がある。理由を以下に述べる。 

上記のように、人文系分野における専門教育の大前提として、正確な文献資料の読解能力の

養成が挙げられるが、これが困難となっている現在、対応策は①古典漢語やサンスクリット・

ペルシア語などによる文献解読を、比較的容易に行いうる学生の質確保に留意した入試制度を

模索するか、②原資料読解を前提としない専門教育体制を構築するか、の両者に収斂される。

①の選択肢は、大学全入化を迎え、上位私学による学生囲い込みも行われている現段階では、

中堅私学の本学において実現性が高いとは思われない。むしろ、特に「日本語能力」の向上を

理念として謳う本学科においては、少なくとも邦文文献を収集し・読解することに重点をおい

た②の方策こそが真摯に取り組むべき課題である。 

したがって逆説的に、現地型学習を標榜した科目においても、まずは極力上記のような「テ

クスチュアル」な姿勢を徹底することによって初めて、それと学生たちが実見したものとのギ

ャップを考えさせるという姿勢が有効かと考えられる。この姿勢を徹底させるために、現地体

験型科目への学生の参加人数を見直すことも、必要である。 

 

２．英語コミュニ��シ�ン学科 
�現状説�� 

学科の講義科目（「イギリス文化講義」、「アメリカ文化講義」、「イギリス史」、「アメリカ史」、

「英文学概論」、「米文学概論」、「英語学概論」、「英語学講義」、「英語音声学」、「英語コミュニ
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ケーション論」、「情報科学各論」、「言語情報処理概論」、「コンピュータと英語教育」、「コンピ

ュータと英語研究」、「異文化間コミュニケーション」、「日欧比較論」）を履修することによって、

学生が各自の興味・関心を見極め、３年次において必修科目となっている「特論演習」（旧「展

開演習」）の領域を選択することになっている。具体的には、学生は英語文化・文学系、英語学

系、言語情報および英語教育系から専門領域を選択し、３年次の必修科目である「特論演習」

（旧「展開演習」）および４年次の必修科目である「卒業演習」で専門性を高めることになって

いる。 

また、３年次以上を配当年次にしている「実践英語群」（ESP：English for Specific Purposes）

では実社会に通用するキャリア形成を目指しており、学生は、自己の進路に合った科目を選択

履修することになっている。具体的には、「専修英語群」の科目で養ってきた英語コミュニケー

ション能力の向上を目指す「トラベルイングリッシュ」、TOEIC®テストで目標スコアを設定して

英語運用能力のレベルアップを図る「資格英語」、観光・旅行業界で役立つ英語の習得を目指す

「観光ビジネス英語」、国際社会での活躍を目指す「秘書英語」および「通訳英語」が準備され

ており、グローバル社会で即戦力となる英語力の育成を目指している。 

�点検・��（��と問題点）� 
2008 年度において「特論演習」（旧「展開演習」）は春学期、秋学期にそれぞれ７コマ開講さ

れている。その内訳は英語文化系が２コマ、英語学系が３コマ、言語情報系が１コマ、英語教

育系が１コマであり、英語文学系が開講されていない。学生は研究室訪問をしたうえで、配属

希望調査書を提出し、第４希望まで書くことになっているが、場合によっては、希望する専門

領域とは異なるゼミに配属されることもあるのが問題点である。卒業論文は、選択科目で４単

位となっているが、年々提出者が減少している。 

「実践英語群」の科目は配当年次が３年次以上となっており、2009 年度に開講されたばかり

である。ますます多様化する学生のニーズにあった科目設定になっているか、学生の授業に対

する要望などを見ながら、今後検証する必要がある。 

�改�方�（��の改�・改�に向けた方�）� 
改組時に学科の入学定員を 110 名から 130 名に増員した。2009 年度からその学生が３年次に

進級するため、英語学系のゼミを１つ増やした。このことにより、学生の希望に添ったゼミ配

属が少しは行いやすくなり、おおむね第１・２希望のゼミに配属された。今後も学生の希望の

動向を見ながら、専門領域を適宜見直していく必要がある。 

語学力を生かして活躍できる行動力ある人材の輩出を目指して「実践英語群」の科目を選択

したが、今後も学生のニーズを最大限に取り入れつつ、学生の進路に十分配慮した科目設定と

なるよう柔軟に対応すべきである。 

 
必�：一般教養的授業科目の�成における「��く�い教養および�合的な��力を�い、

�かな人間性を�養」するための配慮の適�性 
１．アジア学科 
������ 

本学科教員の提供する一般教養的授業科目は、「教育課程における基礎教育、倫理性を養う教

育の位置づけ」欄にて述べたように、全学共通科目のうち基本科目として分類される科目群の、

「言語と文化」カテゴリーに含まれる。 

内容としては、「アジアの社会」「アジアと国際社会」などの汎用性が高い科目名称のもと、
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中国・東南アジア・日本・南アジア社会などに関する概論的内容の講義や、「世界遺産」「諸言

語」などをテーマとする本学科教員によるオムニバス講義などが開講されている。この他、全

学共通科目のうち総合科目として分類される科目群のうち、「北摂」「オーストラリア」などに

関するオムニバス講義も、学科教員がおのおのによる研究分野に応じて分担している。 

��検・��（��と問題�）� 
既述した通り、専門教育課程も含めて、古典的な意味における「教養」――近代的市民の形

成を目的とした、自ら思考する能力を涵養する学知――としてのアジア学関連科目は豊富に準

備されていると言うべきであろう。インド学・イスラーム研究など、分野によっては世界レベ

ルの教育を行いうる編成である。 

ただし、以上の教育内容について、専任教員が情報を共有できていないという前述の問題が

あり、専門教育科目との連携がとれていない憾みがある。 

�改善方策（��の改善・改�に�けた方策）� 
改善策については、「教育課程における基礎教育、倫理性を養う教育の位置づけ」欄にて既述

した。 

 

２．英語コミュニケーション学科 
�現���� 

共通科目は、新入生演習、基本科目、外国語科目、体育科目、総合科目に分かれており、22

単位以上を修得することになっている。基本科目は、16 単位以上を修得することになっている

が、学科が開設する基本科目は、「英米の文化・文学１・２」「言語の科学１・２」、「比較文化

概論１・２」、「比較思想概論１・２」、「異文化交流の歴史」、「異文化交流とコミュニケーショ

ン」であり、原則として１年次で履修することが望ましいとしている。外国語科目については、

必要単位数を設けていない。体育科目は、２単位以上を修得することになっている。総合科目

は、「追大 UI 科目」、「追大プロジェクト」、「国際交流科目」があり、放送大学の科目を修得し

た場合や資格・検定試験で一定以上の成績を修めた場合、大学コンソーシアム大阪単位互換協

定により単位を修得した場合にも卒業必要単位として認められる。また、副専攻科目として、

他学部で開講されている学科科目を履修することができる仕組みになっている。 

��検・��（��と問題�）� 
基本科目については、文化・文学、言語など、バランスよく配当されており、「幅広く広い教

養」を培うことができている。また、外国語科目については、改組前はドイツ語、フランス語

いずれか１つの外国語を４単位以上履修することになっていたが、改組後は必要単位数を設け

ず、学生は自分の興味にあった外国語を中国語、英語、ドイツ語、フランス語の中から自由に

選択することができている。 

ただし、副専攻制度に関しては、当初の予想ほど学生が活用していないという問題がある。 

�改善方策（��の改善・改�に�けた方策）� 
基本科目等に関しては、現在のところ、特に問題はないが、提供する科目については、適宜

見直しをする必要がある。副専攻制度に関しては、学生がこの制度を最大限に活用し、「幅広く

深い教養および総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養」するためにも、副専攻制度の周

知徹底を行うとともに、学科科目の最低修得単位数を緩和するなどの改善策が検討されている。 

 

必��外国語科目の編成における学部・学科等の理�・目的の�現�の配�と「国際化等
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の進�に��に対�するため、外国語能力の育成」のための措置の��性 
１．ア�ア学科 
�現状��� 

2007 年度の改組以降、旧来全学共通科目として開講していた中国語を学科科目「専修中国語」

へと編成し直し、同時に英語コミュニケーション学科にて開講されている「専修英語」も本学

科学生は履修可能となった。これにより中国語に関して、英語と同様「専修中国語初級講読１-

４」「専修中国語初級会話１、２」「専修中国語中級講読１、２」「専修中国語中級作文１、２」

「専修中国語中級会話１、２」「専修中国語上級会話１、２」等と、積み上げ方式での外国語教

育を行いうる体制は整った。なお、初級-中級-上級とレベルを上げていく際には、成績による

クラス分けを行っている。加えて、専修中国語科目に加え、「中国語現地演習」という１ヵ月間

の中国滞在中に語学研修を行うプログラムも設置されており、専修中国語の初-中級において一

定のレベルに達した学生を対象として、さらなる中国語運用能力の向上を図っている。なお、

これら専修語学の卒業要件単位数は 16 である。 

同時に、全学共通科目としての外国語についても２単位の修得を義務づけており、中国語・

英語のほかに、ドイツ語・フランス語、および留学生と帰国生徒を対象にした日本語教育を行

っている。 

�点検・評価（�所と問題点）� 
以下、本学部学生を対象に開講している専修語学科目に限定して述べる。 

多言語運用能力を通じて自らの「世界」をひろげるためには、集中的な語学教習は不可欠で

あるし、前述した現地語学研修、あるいは全学的に実施される短期語学留学とも相まって一定

の語学運用上の効果を挙げている。 

ただし、問題は山積している。第１に、後述するごとく、本学科で培われた語学運用能力と

卒業後の進路とがかならずしも相関性を示していないことに見られるように、本学科にて多大

な時間を割いて行われているはずの語学教育が、所期の効果を挙げていない、あるいはキャリ

ア開発と有効にリンクしていないことが指摘されるべきであろう。第２に、前述したように２

年次以上の中国語教育については能力別クラス編成ということもあり、教学内容の合意が未だ

学科内にて形成されていない。これは一つには、すべての専修外国語科目が専任教員だけで支

えられているわけでないことに起因する（この点については後述する）。第３に、再履修学生も

含め各クラスの履修登録者が 40-50 名に達している現状においては、何らかの措置を講じない

限り語学教育の効果は著しく低下せざるを得ない。特に、能力別クラス編成の２年次以降にお

いて、この問題は深刻である。 

�改�方策（�来の改�・改�に向けた方策）� 
上記の第１の問題に対しては、中国語検定・HSK などの外形的評価とより密接に連関させた

教育体制に組み直すことが一つの対策となろう。ただしその際にも、安易に「実践力」を標榜

して会話能力のみへ過度に重心を置かないようにすることが肝要である。第２の問題に関して

は、何らかの共通テキストを作成することなど、少なくとも中国語教育担当者による組織的取

り組みが必要となる。第３の問題に対しては、①専修語学を卒業要件単位から外す、②中国語

担当教員を増員する、③e-Learning 等を活用し、少ないリソースで最大の学習効果を挙げるよ

う尽力する、等の取り組みの検討が必要である。 

 
２．英語コミュニケーション学科 
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�現状��� 
改組により、「専修英語」を開講し、同時にアジア学科にて開講されている「専修中国語」も

本学科学生は履修可能となった。英語に関しては、「英語発音クリニック」、「英語リーディング

１・２・３・４」、「英語ライティング１・２・３・４」、「英語コミュニケーション１・２」、「英

語プレゼンテーション」、中国語に関しては、「専修中国語初級講読１・２・３・４」、「専修中

国語初級会話１・２」、「専修中国語中級講読１・２」、「専修中国語中級作文１・２」、「専修中

国語中級会話１・２」、「専修中国語上級会話１・２」等と積み上げ方式での外国語教育を行い

うる体制は整っている。なお、いずれの言語においても習熟度別クラス編成を行っている。加

えて、「カナダ現地演習」および「中国語現地演習」という現地滞在型の語学研修を行うプログ

ラムも設置されており、英語・中国語運用能力の向上を図っている。なお、これら卒業要件単

位数は 16 単位である。 

�点�・��（��と問題点）� 
国際教養学部では英語と中国語に精通した人材の育成を目指しており、改組により語学教育

の相互乗り入れを実現させた。本学科では、専修英語は必修科目であり、専修中国語は選択科

目であるが、時間割の編成上および必修科目による拘束があり、専修中国語の選択が困難とな

っている。 

また、再履修学生数が年々増加しているのも問題点である。 

�改�方�（��の改�・改�に向けた方�）� 
時間割編成時に学科間で時間割調整を入念に行い、できる限り、専修中国語を履修できる環

境を整えている。具体的には、本学科の学生が専修中国語を履修する際に、履修が困難になら

ないよう、同一科目の時間割を分配することや、時間割上、学科科目と重複した場合にはほか

の科目で代用するなどの処置が考えられている。また、再履修学生に関しては、特別クラスを

設け、専任教員を配属し、学科会議等において学生の取り組み状況に関して情報交換するなど、

組織的な取り組みを行っている。 

 
必��教育��の開設�業科目、卒業�要�単位に��る専�教育的�業科目・一�教養

的�業科目・外国語科目等の�的配分と�の���、��� 
１．アジア学科 
�現状��� 

全卒業要件単位中における各種科目の内訳は次頁の表の通りである。 
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科目 区分 卒業要件単位数 

共通科目 

全員履修  

20 単位以上 

124 単位以上 

基本科目 16 

外国語科目 2 

体育科目 2 

その他  

学科科目 

必修 
講義 4 

62 単位以上 

演習 12 

選択必修 

専修外国語 16 

卒論・講義 24 

フィールドワーク etc. 6 

選択  

ただし、上ですでに詳述した通り、上表の「共通科目」「学科科目」区分と、専門教育的科目・

一般教養的科目・外国語科目というカテゴリーの区分とはかならずしも一致しない。 

���・��（��と���）� 
幾多の改組を経て、学科科目の「選択必修区分」はかつて存在していた 10 種近くのカテゴリ

ーからかなり単純化し、現今の制度に至っている。ただし、その単位数の量的配分や科目区分

の妥当性は、なんら論理的根拠を有していないのが現状である。 

�改善方策（��の改善・改�に��た方策）� 
単位数の配分を調整することが、学部・学科の教育理念・目的の達成に際し、いかなる寄与

をなし得るか自体が自明ではない以上、目下「改善」策は示し得ない。 

 
�．英語コミュニケーション学科 
�現状�明� 

英語コミュニケーション学科の卒業に必要な単位数は 124 単位であり、その内訳は次頁の表

の通りである。 
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科目 区分 分類  卒業に必要な 

単位数 

共通 

科目 

全員履修 新入生演習  

124 単位以上 

選択必修 基本科目 16 単位以上 

選択 外国語科目  

選択必修 体育科目 2 単位以上 

選択 総合科目  

追大 UI 科目  

追大プロジェ

クト科目 

最大 8単位までを卒業に必要

な単位として認める 

国際交流科目 最大 8単位までを卒業に必要

な単位として認める 

別に定める放送大学の科目を履修した場合およ

び別に定める資格・検定試験で一定以上の成績を

修めた場合は最大 4 単位まで卒業に必要な単位

として認める 

大学コンソーシアム大阪単位互換協定により取

得した単位は最大 4 単位まで卒業に必要な単位

として認める 

基本科目、外国語科目、体育科目をあわせて 22 単位以上 

学科 

科目 

必修 日本語能力強化

科目 

2 単位 

専修英語 26 単位 

演習 8 単位 

選択 卒業論文  

選択必修 A（実践英語） 8 単位以上 

B（講義） 12 単位以上 

選択 講義（他学部・他

学科開設科目） 

 

専修英語、日本語能力強化科目、実践英語、演習、講義をあわ

せて 56 単位以上 

また、副専攻科目は修了要件単位を 20 単位とし、最大 20 単位を卒業に必要な単位として認

めている。 

「共通科目」は「新入生演習」、「基本科目」、「外国語科目」、「体育科目」、「総合科目」に分

かれているが、全学共通のカリキュラムとして位置づけられており、教務委員会が実施・運営

のための責任を担っている。 

「基本科目」に関しては、英語コミュニケーション学科が開設している科目は、「英米の文化・

文学１・２」、「言語の科学１・２」、「比較文化概論１・２」、「比較思想概論１・２」、「異文化

交流の歴史」、「異文化交流とコミュニケーション」であり、これらの科目においては実施およ
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び運営は科目担当教員に一任されている。 

「学科科目」は、「日本語能力強化科目」、「専修英語」、「演習」、「卒業論文」、「実践英語」、

「講義」に分類されており、「日本語能力強化科目」、「演習」、「卒業論文」における実施および

運営は科目担当教員に一任されている。「専修英語」に関しては、科目担当教員は「専修英語の

概要」という学科が作成したガイドラインに基づいて、テキスト選定、テーマ設定、授業計画

立案を行うことになっている。なお、「実践英語」は３年次配当の科目であり、2009 年度より

開講されている。 

���・��（�所と問題�）� 
卒業に必要な 124 単位中、その約半分の 56 単位を学科科目が占めるというカリキュラム編成

を取っている。よって、必修と選択の量的配分としては、実用的な英語コミュニケーション能

力を備えた人材を育成するという学科の教育理念に適っていると言ってよく、現状のところ問

題はないと考える。 

英語コミュニケーションの開設する学科科目は、必修（日本語能力強化科目、専修英語、演

習）、選択必修 A、選択必修 B、選択（卒業論文、講義）に分かれており、最低修得単位数は 56

単位である。そのうち、学年指定のある科目があり、所定の方法で単位を修得しなければなら

ない。１年次配当は、「英語リーディング１」、「英語リーディング２」、「英語ライティング１」、

「英語ライティング２」、「英語発音クリニック」の計 10 単位であり、２年次配当は、「日本語

ワークショップ」、「英語リーディング３」、「英語リーディング４」、「英語ライティング３」、「英

語ライティング４」、「英語コミュニケーション１」、「英語コミュニケーション２」の計 14 単位

である。３年次配当は、「英語プレゼンテーション１」、「英語プレゼンテーション２」、「特論演

習１」、「特論演習２」の計８単位、４年次配当は、「卒業演習１」、「卒業演習２」の計４単位で

ある。専修英語群の科目においては、段階を踏んで英語コミュニケーション能力の向上を図っ

ているため、１年次および２年次においては、各学期の履修単位制限の上限（１年次から３年

次までは各学期の履修単位制限の上限は 25 単位であり、４年次以上は 30 単位）に占める必修

および選択必修科目の単位数の割合が高くなっている。 

�改�方�（将来の改�・改革に向けた方�）� 
学科の教育理念とカリキュラム編成における必修・選択の量的配分については現在のところ

適切かつ妥当である。より学生側の科目選択の幅をひろげ、より多様な知識を持った学生を育

成するために、英語に関連した選択科目をさらに増やし、必修科目と連動させることを将来的

に考える必要があるかもしれない。 

時代のニーズや学生のニーズに呼応するためには、卒業所要総単位数に占める必修および択

必修科目を再考する時期にきている。 

 
必��基礎教育と教養教育の実施・運営のための�任体制の�立とその実践状� 
１．���学科 

�現状��� 
全学に提供する基礎・教養教育は、学科単位で分担しており、そのグランドデザインを描く

のは全学のカリキュラム改革委員会・教務委員会という組織が主体となっている。したがって、

例えばかつての「教養部」あるいは「全学共通教育機構」etc.のごとき、これらの科目群に対

する一元的・集中的な管理運営を主担する組織は、今のところ存在しない。 

���・��（�所と問題�）� 
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基礎-専門の枠を超えた教育体制を構築しようと模索する現今の体制は、４年間の教育全体に

一定の一貫性を担保しうる意味では、比較的合理的と見なしうる。ただし、「基礎」「教養」の

内包的定義を教員間で共有（or 議論）できていない点については、まだ一考の余地はある。 

�改�方�（��の改�・改革に�けた方�）� 
全学のカリキュラム改革委員会でも顕在化しているのは、中央における教育管掌の省庁によ

る路線変更にキャッチアップすることに、汲々としている現状である。むしろ重要なのは、ど

のレベルまでを大人数授業にて「基礎教養科目」として教授し、最低限どれだけの内容を「専

門」科目として盛り込むかを、各ディシプリン-部局-大学次元でそれぞれ議論を積み上げてい

くことである。 

 

２．英語コミュニケーション学科 
�現状��� 

「基本科目」に関しては、英語コミュニケーション学科が開設している科目は、「英米の文化・

文学１・２」、「言語の科学１・２」、「比較文化概論１・２」、「比較思想概論１・２」、「異文化

交流の歴史」、「異文化交流とコミュニケーション」であり、これらの科目においては実施およ

び運営は科目担当教員に一任されている。 

「学科科目」は、「日本語能力強化科目」、「専修英語」、「演習」、「卒業論文」、「実践英語」、

「講義」に分類されており、「日本語能力強化科目」、「演習」、「卒業論文」における実施および

運営は科目担当教員に一任されている。「専修英語」に関しては、科目担当教員は「専修英語の

概要」という学科が作成したガイドラインに基づいて、テキスト選定、テーマ設定、授業計画

立案を行うことになっている。なお、「実践英語」は３年次配当の科目であり、2009 年度より

開講されている。 

�点検・��（��と問題点）� 
「共通科目」に関しては、実施・運営の責任を教務委員会が担っているが、情報交換を行い、

授業運営に役立てる組織がない。 

学科における基礎教育・教養教育の実施・運営に関しては、１年次から４年次までクラス担

任制度を導入しており、2008 年度は、１年次配当の「新入生演習」と「英語リーディング２」、

２年次配当の「英語リーディング３」と「英語リーディング４」、３年次配当の「特論演習１」

と「特論演習２」、４年次配当の「卒業演習１」と「卒業演習２」の担当者が担任の役割を担っ

ている。これらの科目においてはすべて専任教員を配置しており、定期的に開催されている学

科会議において、学生の履修状況に関する情報交換を行い、授業運営に役立てている。 

「専修英語」に関しては、科目担当教員は「専修英語の概要」という学科が作成したガイド

ラインに基づいて、テキスト選定、テーマ設定、授業計画立案を行うことになっているが、担

当者同士が事前にシラバス作成や授業の内容について意見交換を行う場がなく、今後は検討す

べきと思われる。 

�改�方�（��の改�・改革に�けた方�）� 
現在、学科で実施している基礎教育と教養教育について、その責任体制は個々の科目担当教

員に一任されている。基本科目については現状のままで問題がないと考える。専修英語群につ

いては、学生全員に課している統一テストの結果に基づいてレベル別のクラス分けを実施して

いる。これによって、学生の英語を「聞く」、「話す」、「読む」、「書く」技能をどのように伸ば

せばよいか学科教員間で事前に指針を打ち出している。担当教員に専修英語群の授業は一任さ
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れているが、一定の指針があるのでこれもまた問題はないと考える。さらなる改善方策として、

専修英語群の担当教員間で学生の情報を共有し、適切かつ効果的な指導が行え、学生の英語力

の向上のために教員間で協同できる体制作りを行っている。 

 

必��カリキュラム編成における、必修・選択の量的配分の適切性、妥当性 
�．アジア学科 

�現状説明� 
本学科では学部・学科の理念に沿いつつ、極力「学び」をひろげるべく、選択科目の比重を

増やす方向性を模索している。そのなかで、概説的講義の「アジア論」および各専門に応じた

演習科目のみは必修科目として維持している。なお、専修語学についても、実質的な必修科目

としての位置を占めている。 

���・��（��と問題�）� 
「教育目標を実現するための学士課程としての教育課程の体系性」欄にて述べたように、コ

ース制を廃して以降、学生の「学び」の範囲は拡大（拡散）の一途をたどると同時に、自らの

学習内容に関する明確な意識が全般的に希薄となっている。上記の「選択科目」比重の増大も、

この問題と大いに関係があると思われる。 

�改善方策（��の改善・改�に向けた方策）� 
既述のように、現今の制度を改変するコストや混乱は多大なものが予想される。したがって、

教学に一定の一貫性、体系性をもたらす方策としては、必修・選択という外形的な枠組みを調

整するよりは、むしろ履修モデルの明示化や先修要件の厳格化などの導入を試みるべきである。 

 
２．英語コミュニケーション学科 
�現状説明� 

本学科では、卒業に必要な単位数として 124 単位以上が必要である。カリキュラム編成にお

いて、その内訳は次の通りである。共通科目として、新入生演習、基本科目、外国語科目、体

育科目、選択科目、がある。卒業要件として必要な最低単位数は、基本科目 16 単位、体育科目

２単位である。共通科目はいずれも選択科目となっている。次に、学科科目の必修科目 36 単位

として、日本語能力強化科目、専修英語、演習がある。学科科目の選択科目として、選択必修

A（実践英語）、選択必修 B（講義）があり、選択必修 A から８単位以上、選択必修 B から 12 単

位以上を修得することが卒業要件となっている。学科科目の選択科目としてはほかに、卒業論

文、他学部他学科開講の講義科目がある。共通科目（18 単位）と学科科目（56 単位）で、卒業

に必要な最低単位数は合計 74 単位である。卒業には、選択科目から上乗せでさらに 50 単位以

上を取ることが学生には求められる。卒業に必要な 124 単位中、その約半分の 56 単位を学科科

目が占めるというカリキュラム編成になっている。 

���・��（��と問題�）� 
卒業に必要な 124 単位中、その約半分の 56 単位を学科科目が占めるというカリキュラム編成

を取っている。よって、必修と選択の量的配分としては、実用的な英語コミュニケーション能

力を備えた人材を育成するという学科の教育理念に適っていると言ってよく、現状のところ適

切かつ妥当で問題はないと考える。 

�改善方策（��の改善・改�に向けた方策）� 
学科の教育理念とカリキュラム編成における必修・選択の量的配分については現在のところ
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適切かつ妥当である。より学生側の科目選択の幅をひろげ、より多様な知識を持った学生を育

成するために、英語に関連した選択科目をさらに増やし、必修科目と連動させることを将来的

に考える必要があると考える。 

 

（カリキュラムにおける高・大の�続） 
必�：学生が後期中等教育から高等教育へ円滑に移行するために必要な導入教育の実施�

況 
１．ア�ア学科 

������ 
全学的な取り組みとして、推薦入試による入学生を対象とした共通科目の履修や通信教育の

実施、１年次生を対象とした「新入生演習」の開講が挙げられる。これらとは別に、学科独自

に推薦入試による入学生を対象に入学前教育を実施、読書レポートの作成および指導を行って

いる。 

�点検・��（��と問題点）� 
全学的な取り組みについてはここで述べることは控える。学科独自の入学前教育については、

実施の効果に関して充分な検証が行われていないことが最大の問題点であろう。 

�改善方策（将来の改善・改�に�けた方策）� 
したがって採るべき方策は、入試制度のあり方に関する議論と連動させつつ、それぞれの入

試種別による入学生に対してどのような個別の導入教育を行うか、おのおのどのような意義と

効果が期待できるかを踏まえたうえで、時間をかけてその効果を検証することである。 

 

２．英語コミュニケーション学科 
������ 

学科入学生を対象とした「新入生演習」を開講している。新入生演習は、学科入学生全員に

履修を義務付けており、後期中等教育から高等教育へ移行するための導入教育の場を入学生に

提供している。合わせて、英語コミュニケーション能力の基礎固めを目的としている専修英語

群（EGP：English for General Purposes）の授業（１年次の必修科目として開講されている「英

語発音クリニック」、「英語リーディング１・２」、「英語ライティング１・２」）においては、後

期中等教育から高等教育へ円滑に移行し、２年次から始まる専門的な講義を受講するための素

地を養うために、高等学校における学習内容の総復習を行っている。 

�点検・��（��と問題点）� 
入学生を対象に開講されている、新入生演習および、専修英語群は、大学での学びを知る、

大学で必要とされる基礎知識を導入する教育としてうまく機能していると考える。問題点では

ないが、新入生演習において学科の独自色をどの程度出すことが可能であるか今後検討してい

く必要があるだろうと考える。 

�改善方策（将来の改善・改�に�けた方策）�  
カリキュラム編成上、入学生が後期中等教育から高等教育へ円滑に移行するために必要な導

入教育の実施については十分なされていると言える。今後も引き続き、その効果を検証してい

きたい。また、さらなる改善方策として、基礎学力の補充が必要な学生を対象にして、英語の

基礎力を総合的に補う「リメディアル」クラスの設置等の措置を考えることも時流に適った検

討事項である。 
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（カリキュラムと国��験） 
必��国��験につなが�のあるカリキュラムを�つ学部・学科にお�る、カリキュラ

ム��の適�性 （大学基��ー� ��） 
�現�説�� 

該当するカリキュラムは実施していないので該当しない。 
 
（医・歯・薬学系のカリキュラムにお�る��実習） 
必��医・歯・薬学系のカリキュラムにお�る、��実習の位置��とその適�性 

�現�説�� 
医・歯・薬学系の学部・学科は設置していないので該当しない。 

 
（授業��と単位の関係） 
必���授業科目の��・内容�履修��との関係にお�る、その��の授業科目の単位

計算方法の�当性 
１．アジア学科 

�現�説�� 
全学的には、大多数の講義・演習科目は半年履修で２単位、共通科目の外国語科目および体

育の実技科目のみは半年間１単位である。学科独自のものとしては、卒業論文の単位が６単位

として、および現地体験型の「中国語現地演習」および「アジア・フィールドワーク」が集中

４単位として計算されていることが挙げられる。 

�点検・��（��と問題点）� 
現地体験型学習の「アジア・フィールドワーク」が抱える問題点、改善策については、「専攻

に係る専門の学芸を教授するための専門教育的授業科目とその学部・学科等の理念・目的、学

問の体系性並びに学校教育法第 83 条との適合性」欄にて述べた。この科目の履修が４単位に値

するか否かの判断は、ひとえに当該科目の実質的内容、教育効果そのものにかかっている。 

卒業論文の６単位についても同様である。この科目がほかの半期科目３コマ分に相当する内

実を備えているか、に対する検証が必要であろう。 

�改善方策（��の改善・改�に��た方策）� 
したがって、単位数に値する授業内容の実質化という改善策が現今では唯一採るべき措置で

ある。さきに触れたように、「アジア・フィールドワーク」の場合は、旅行日程・募集人数の見

直しが早急に図られるべきである。卒業論文に関しては縷説した。 

 
２．英語コミュニケーション学科 
�現�説�� 

授業科目の単位の計算方法はアジア学科と英語コミュニケーション学科で共通している。１

単位の授業科目には 45 時間の学修を要することを標準とし、以下の基準によるものとする。 

（１）講義及び演習については、15 時間の授業をもって１単位とする。 

（２）外国語科目については、30 時間の授業をもって１単位とする。 

（３）実験、実習及び実技については、30 時間の授業をもって１単位とする。 

（４）卒業論文については、アジア学科６単位、英語コミュニケーション学科４単位とする。 
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�点検・��（�所と問題点）� 
授業科目の単位の計算方法については、現状のままで特に問題はないと考える。 

���方�（��の��・��に�けた方�）� 
授業科目の単位の計算方法については、現状のままで特に問題は見られない。引き続き、単

位の計算方法について検証しながら教育水準を維持していきたい。 

 
（単位互換、単位認定等） 
必��国内外の大学等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の��� 

（大学設置�準第 28 条第２項、第 29 条）（大学���ー� �４・��） 
１．アジア学科 

�現状��� 
本学の認定留学制度に則って、アジア学科でも海外の大学での単位認定を行っている。また、

編入における場合の単位認定についても、全学的な規程に則って実施している。 

�点検・��（�所と問題点）� 
認定留学制度は実施されてそれほど時間が経過していないが、学科としては学生の国際的な

視野と活躍の場の拡大という意味で、活用に期待を持っている。多様な背景を持った学生の入

学という観点から、入学前既修得単位の認定は、柔軟に行えるようにしたい。 

���方�（��の��・��に�けた方�）� 
学科の教育目標の実現は学科の努力すべきことであるが、それを補完し、さらに発展させる

勉学の仕組みとして、国内外の大学との単位互換・単位認定を位置づけ、それを実現するため

に国内外の大学との積極的な交流を図り、いわゆる提携先の拡大を行いたい。そのことが、学

生参加の拡大にもつながる。 

 

２．英語コミュニケーション学科 
�現状��� 

放送大学の科目を修得した場合および資格・検定試験で一定以上の成績を修めた場合は、最

大４単位まで卒業に必要な単位として認められる。また大学コンソーシアム大阪単位互換協定

により取得した単位は最大４単位まで卒業に必要な単位として認められる。 

大学主催の交換留学制度、海外セミナーや国際共同研修に参加する場合には、事前に申し込

みを行うことによって、海外活動終了後に「国際交流科目」４単位が認定される。また、英語

コミュニケーション学科が主催する語学研修に参加する場合には、春学期に「カナダ文化演習」、

秋学期に「カナダ現地演習」の単位を修得することができる。 

大学卒業者および大学に２年次以上在学し、所定の単位を修得した者に加えて、短期大学卒

業者、高等専門学校卒業者および専修学校の専門課程修了者に、編入学の制度を設けている。

（学則第 31 条）また、これら大学および短期大学等で修得した単位の認定を学則第 22 条の１

項にしたがい、実施している。 

�点検・��（�所と問題点）� 
英語コミュニケーション学科では、全学的な措置に倣って、編入学生には、共通科目 58 単位

を一括して認定している。また、学科科目に読みかえ可能な科目の単位を修得している場合に

は、さらに 12 単位を上限として認定している。問題点としては、学科科目への読みかえが困難

な場合があることである。 
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�改善方�（��の改善・改�に�けた方�）� 
問題点を改善するためにも、必修および選択必修の科目を減少させる必要がある。また、学

生の海外留学の希望を叶えるためにも、これまで以上に交換留学先の拡大および留学期間の延

長を図る必要がある。 

 

（開���科目における専・兼比率�） 
必��全��科目中、専任教員が担当する��科目とその�合 （大学���ー� 表３） 
１．���学科 

���説�� 
下表に示す通りである。 

 必修科目 選択必修科目 全科目 

a.専任担当科目数 41 61 102 

b.兼任担当科目数 0 39 41 

c.比率(a/(a+b)×100) 100.0 62.0 71.3 

 
�点�・��（長�と問題点）� 

他学部に比し、全科目中に占める専任以外の教員による科目担当数は若干高めである。その

理由は①他学部にも開講している教職関連科目（西洋史概説・自然地理学概論 etc.）について

は適合する専任教員がいない②ここ１年で本学科より部局長の選出や専任教員の退職などが相

次ぎ、緊急措置として兼任講師による充填を余儀なくされている、の２点に尽きる。 

�改善方�（��の改善・改�に�けた方�）� 
以上の事由は、いずれも不可避的なものであると同時に、少なくとも教員の年齢構成などを

勘案した中長期的な教育計画が未だ立案されていないことにも起因する。学生の教育メニュー

を低コストで充実するために、兼任講師の活用を問題と見なす必要はかならずしもないだろう

が、少なくとも場当たり的な措置を続けることだけは少なくとも許されない。 

また、例えば「西洋史概説」のように、国際教養という本学部の根幹に関わる科目担当の専

任教員を空席のままで放置することに関しては、（少なくとも哲学・史学・文学という古典的な

「教養」概念に依拠するならば）一考の余地はあると思われる。 

 
２．��コ�ュニ�ー���学科 
���説�� 

下表に示す通りである。 

 
 必修科目 選択必修科目 全科目 

a.専任担当科目数 77 29 106 

b.兼任担当科目数 50 3 53 

c.比率(a/(a+b)× 100) 66.6 90.6  

 
�点�・��（長�と問題点）� 

演習科目については、すべて専任教員が担当している。学科学生に対して専任教員が協働し
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て教育を行っており、演習科目という特質上、妥当かつ適切な教員担当状況になっている。一

方、開講科目の性質上、兼任教員に頼らざるを得ない科目があることは否めない。特に、ネイ

ティブ教員による担当を前提としている「英語コミュニケーション１」と「英語コミュニケー

ション２」、「英語ライティング１」、「英語ライティング２」「英語ライティング３」、「英語ライ

ティング４」などの専修英語の科目では、兼任教員が多い傾向が見られる。 

�改善方策（将来の改善・改�に向けた方策）� 
専任教員が演習科目をすべて担当しているという点においては、妥当かつ適切な教員担当配

分になっていると考える。学科開講科目の性質上、兼任教員に頼らざるを得ない側面もあるが、

現状大きな問題ではないと考える。将来的な専任・兼任の教員配分の見直しの必要性も視野に

入れつつ、現状を継続的に検証していきたい。 

 
必��兼任教員�の教育課程への関与の状況 
１．アジア学科 

�現状��� 
兼任講師の選任は、通常、専任教員による推挽、学科会議による選考を経て、学部教授会お

よび全学教育職員人事委員会での審議を経て決定される。科目適合性および教員の資質につい

ては、上記の幾重にも亘るチェックを通じ、その水準は担保されていると考えられる。 

ただしその授業内容に対する事後的検証については、かならずしも行われていないのが現状

である。 

�点検・評価（��と問題点）� 
各教員の授業内容に関しては、原則的には独立性が尊重されなければならず、専任教員であ

れ事後的な検証を行うことには極めて困難が伴う。しかしながら、各教員の良識にのみ委ねる

ことは、一種のフリーライダーを許容する危険性も常に孕んでいる。専任教員に対する教員評

価が試行されつつある現在、兼任講師に対するこうした措置も、導入に値すると考えられる。 

�改善方策（将来の改善・改�に向けた方策）� 
以上の問題は、決して兼任講師のみに関わる問題ではなく、学科教育全体のグランドデザイ

ンに関する事項であるゆえ、本欄に限定して何か改善策を提示するのは妥当ではないと考える。 

 
２．英語コミュニケーション学科 
�現状��� 

学科が開設している科目のなかにはネイティブ教員の担当を前提としている科目がある。例

えば、「英語コミュニケーション」では、外国人教員による指導のもと、語彙を増やし、場面に

応じた英語の表現法を習得することによって、英語によるコミュニケーション能力を養成し、

「英語プレゼンテーション」では、外国人教員による指導のもと、英語を話す際の基本的な事

柄（姿勢、アイコンタクト、音量、ジェスチャー）やスピーチコンテストおよびプレゼンテー

ションでの発表の仕方などを学習し、英語による自己表現能力の向上を目指すとともに、資料

を用いて、効果的なプレゼンテーションを行うためのスキルを養成している。 

現在、英語コミュニケーション学科の専任教員のうちドイツ語・フランス語担当教員を除く、

英語が担当できる教員は 10 名であるが、そのうちネイティブ教員は２名である。したがって、

あらゆる科目を専任教員で担当することは不可能であり、兼任教員の教育課程への関与が大き

くならざるを得ない側面がある。 
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�点検・��（��と問題点）� 
毎年、兼任教員にシラバス作成依頼を配布する際に、「専修英語の概要」を同封し、学科科目

の教育目標等を明確にしている。兼任教員等にも学科としての共通理念を理解して、教育課程

に関与しているものと考える。 

���方策（��の��・��に向けた方策）� 
兼任教員に本学科の教育理念目標を十分に理解してもらっており、現状大きな問題は存在し

ていない。ただし、兼任教員の教育課程への関与が大きくならざるを得ない以上、兼任教員と

専任教員が連携しあって本学科の英語教育を推し進めることが必要であると考える。そのため

にも、兼任教員と専任教員が適宜、情報交換や意見交換を行うなど密にコミュニケーションを

取ることが重要であろう。FD 活動に兼任教員の参加を求めるなどして、学科の英語教育に積極

的に関与してもらうことも効果的な方策の１つとして挙げられよう。 

 

（社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮） 
任意�社会人学生、外国人留学生、帰国生徒に対する教育課程編成上、教育指導上の配慮 
１．アジア学科 

�現状�明� 
アジア学科では、近年、社会人学生の受け入れに実績がない。 

外国人留学生はおもに中国・韓国・タイ・ベトナムなどからの留学生を毎年受け入れている。

教育課程上の配慮としては、全学的に「日本事情」および「日本語」の履修を特別に課すこと

によって修学上生活上のサポートとしている。学科独自には、専修外国語を英語に指定して、

その補習的援助を学生チューターおよび学科教員が行っている。また、教員に留学生担当を決

めて、教育指導上、日常生活上の相談にあたっている。 

帰国生徒の受け入れも毎年実績がある。外国人留学生に準じて、指定した学生には「日本語」

受講を課している。 

�点検・��（��と問題点）� 
多様な背景を持つ学生が一堂に会するところに、とりわけ国際教養学部の特色も生まれてく

るし、学生も刺激を受けるという意味から、これら社会人学生・外国人留学生・帰国生徒の受

け入れを拡大することが求められる。 

���方策（��の��・��に向けた方策）� 
外国人留学生等に限らず、学科では「教えて学ぶ共育」システム、また「追大シェルパ」と

いうかたちで、学生相互の協力支援体制をしいている。これはまだ発足したばかりで、点検し

ながら、効果的な運用ができるよう定着させていかねばならない。 

 

２．英語コミュニケーション学科 
�現状�明� 

英語コミュニケーション学科では、社会人については 2004 年度から現在までのところ受け入

れ実績がない。外国人留学生は、2005 年度１名、2007 年度２名の受け入れがあり、帰国生徒は

指定校制度と帰国生徒入試によって 2004 年度３名、2005 年度１名、2006 度１名、2007 度３名、

2008 年度１名が入学している。外国人編入生は 2008 年度２名である。 

外国人留学生と帰国生徒のうち日本語能力の一層の向上を要する者に対しては、特別に日本

語および日本事情の科目を提供して、日本での彼らの学生生活が円滑になるように配慮してい
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る。また、2008 年度編入の外国人編入生２名は、南京大学との共同教育プログラムに基づく入

学であるが、実際に編入する前に、学科で担当者を決めて英語に関する学習を E-Mail を使って

実施し、入学後スムーズに学科科目を学習できるように配慮をしている。 

�点検・評価（長�と問題点）� 
外国人留学生や帰国生徒の教育面においては、特に問題は現れていないが、学科で入学前教

育だけでなく、入学後に留学生担当者を配置することや日本人学生のチューターの導入を図る

など、よりきめ細かな配慮が求められる。特に外国人留学生で３年次に編入する場合は、入学

後すぐに専門知識の必要な学科科目を取ることになるので、大学院生のティーチングアシスタ

ントをあてがって日本語の補講を行っているが、補講を授業クラスとして開設するなど日本語

能力をさらに向上させる配慮が求められる。 

社会人学生の確保については、社会人入試制度があるものの受験者がない状態が長らく続い

ており、活性化が必要である。 

�改善方�（��の改善・改�に向けた方�）� 
外国人留学生に対するチューター制度の導入、外国人留学生編入生への日本語や専門分野で

の補講などさらなる留学生への配慮を考えるべきであろう。また、社会人に対しては、社会人

へのアピールする授業内容の検討や、入試制度において、社会人入試だけではなく、社会人対

象の編入学システムなどさらなる取り組みが検討されるべきである。 

 
② 教育方法等 
（教育効果の測定） 
必��教育上の効果を測定するための方法の有効性 
１．ア�ア学科 

�現状��� 
現今においては、おおむね以下の形で教育効果の測定が行われている。①半年に１度行われ

る定期試験もしくは②4,000 字程度のレポート提出、および③不定期に行われるミニッツ・ペ

ーパーや小レポートによる、授業内容の定着度確認、④演習等による各学生の報告・質疑応答。 

�点検・評価（長�と問題点）� 
①については、近年、試験後における問題および模範解答の掲示という手段を通じて、各試

験の相互検証を可能とするシステムがひろがりつつあり、今後も一層の定着を目指すべきであ

ろう。②～④は、すべて各教員の良識に委ねた検証困難な効果測定方法である。これらの効果

測定の有効性は、特に人文系分野においては数量化不可能なものでもあり、すべては「良識」

に依存するシステムであるため、改善への組織的取り組みは困難である。 

�改善方�（��の改善・改�に向けた方�）� 
したがって授業内容と同様、以上のレポートやゼミ報告内容などを通じた効果測定の有効性

は、各教員おのおのの「良識」を主題化してのみ、向上されるものである。達成度の評価の基

準そのものは、各ディシプリンで大きく様相を異にする（文献読解能力・作図能力・叙述能力

etc.）ため、これらの評価基準を画一化することは困難であろうが、少なくとも以下の科目の

みは何らかの具体的措置を施すことは可能であろう。 

第１に、学科における「学び」の総決算とも言える「卒業論文」について。すでに述べたよ

うに、審査に際しては主査と副査を設け、評点は審査終了後に学科会議にて専任教員全体での

議決を経て決定される。ただし、審査対象が例年 100 名前後に上ることもあり、審査が形骸化
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している嫌いがある。学科教育の根幹とも言えるこの科目における審査を実質化することは、

上に触れた「良識」を教員全体で共有するためには最良の方策となる。 

第２に、専修語学について。積み上げ方式で語学運用能力の向上を目指す科目設置の趣旨か

らしても、ある程度、画一的な学習効果測定が可能である。前述した共通テキストのみならず、

日常的な小テストや定期考査自体も一定の原則に沿った実施を行うことが不可欠であろう。 

学生が配布されている文法書を十分に活用し、基礎的な文法力をつけるためにも、下位グル

ープの学生については、教員が適宜指導を行うことが考えられる。 

また、学生が自分自身の語学力を客観的に知るとともに、教員が効果的な指導を行う際の指

針とするためにも、HSK や TOEIC®テストの全員受験の実施に向けて動き出している。 

 

２．英語コミュニケーション学科 
�現状�明� 

毎学期末に行われる定期試験、レポートなどの課題を通して学生の授業理解度を測定してい

る。また、学生が授業を評価する制度を採用している。これらを通して、学生への教育効果を

測定している。 

専修英語科目（「英語発音クリニック」、「英語リーディング」、「英語ライティング」、「英語コ

ミュニケーション」、「英語プレゼンテーション」）において、習熟度別クラス編成を実施してお

り、毎年、１年次の４月と１月、２年次の１月にクラス分けテストを行っている。 

また、2006 年度より定期的に文法テストを実施しているが、春学期終了後に質問紙調査を行

い、学生の取り組み状況を調査し、教育上の効果を測定した。 

�点�・評価（��と問題点）� 
学生による授業評価に関しては、その集計結果を担当教員が各自分析し、その分析結果を冊

子にまとめて発行している。 

専修英語科目のクラス分けテストには G-TELP を利用しているが、学生の英語力を客観的に測

定するだけでなく、１年次の教育上の効果を測定するためにも、このテスト結果を分析し、２

年次からの英語教育に生かしている。 

文法テストに関する質問紙調査から、習熟度の違いによって取り組み状況にも違いがあるこ

とが分かった。具体的には、上位グループの学生は、文法書を活用し、文法テストを受験し、

それぞれの文法項目に関して理解を深めているが、一方、下位グループの学生は、文法テスト

に際して、文法書を活用しきれていないという実情が明らかになった。 

定期試験、レポートなどの課題、学生が授業を評価する制度を通して学生の授業理解度を測

定している。現状、教育上の効果を測定するための方法として有効に機能していると考える。 

�改善方策（��の改善・改�に向けた方策）� 
学生が配布されている文法書を十分に活用し、基礎的な英語文法力をつけるためにも、下位

グループの学生については、教員が適宜指導を行うことが考えられる。 

また、学生が自分自身の英語力を客観的に知るとともに、教員が効果的な指導を行う際の指

針とするためにも、TOEIC®テストの全員受験の実施に向けて動き出している。 

現状実施されている学生への教育上の効果を測定するための各種方法について大きな問題点

は見当たらない。さらなる改善方策として、英語に特化している本学科の性質上、学生が自分

自身の英語力を客観的に知るとともに、教員が効果的な指導を行う際の指針とするためにも、

TOEIC®テストの全員受験の実施がより適切かつ妥当な教育効果の測定方法となり得ると考える。
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引き続き、TOEIC®テストの全員受験の実施について検討していきたい。 

 

必��卒業生の進路状況 
１．アジア学科 

�現状説明� 
本学科では、例年 90％以上が民間企業に就職している。その内訳は、おおむね小売り・サー

ビス業などの流通販売業界が大半を占めている。官公庁に就職する者は毎年数名程度、教員は

ここ数年輩出していない。本学および他大学の大学院に進学する者も、おおむね１-５名程度で

ある。 

�点検・��（長所と問題点）� 
この欄については特に長所も問題点も挙げ得ない。語学教育に関しては上記のように若干の

問題はあるが、それは教育課程自体に内在する問題であり、卒業生の進路状況と連動して論ず

るべきではない。いずれの業種に学生が進もうが、大学側は自らが最良と信ずる内容を提供す

る、というのがとるべき姿勢であると考える。 

�改�方�（将来の改�・改�に�けた方�）� 
就職先としての進路に学科の独自色を出すことは、現今、容易なことではないが、アジア学

科としてはアジアに業務展開している企業に限定した企業説明会の実施などを検討している。

また、大学院進学者が一定程度いることが学科の特色にもなっているので、その面の指導は続

けたい。 

 

�．英語コミュニケーション学科 
�現状説明� 

英語コミュニケーション学科は 2007 年度に英語文化学科を改組して設置されたため、まだ卒

業生を送り出していない。英語文化学科の卒業生（2009 年３月卒業）の主な就職先として、公

務員も若干名いるが、民間企業が大半を占めている。 

�点検・��（長所と問題点）� 
学科はこれまで、英語力を活かせる民間企業にも多くの人材を輩出している。例えば、旅行

代理店、学習塾、空港などに勤務している者も近年顕著になってきている。英語コミュニケー

ション学科では、2009 年度より、TOEIC®テストでの目標スコアを設定して英語運用能力のレベ

ルアップをはかる「資格英語」、観光・旅行業界で役立つ英語の習得を目指す「トラベルイング

リッシュ」、「観光ビジネス英語」、国際社会での活躍を目指す「秘書英語」、「通訳英語」など、

キャリア形成に応じた多彩な科目が開講されている。 

�改�方�（将来の改�・改�に�けた方�）� 
英語コミュニケーション学科としての卒業生を送り出すのは 2010 年３月である。「実践英語

群」の科目における教育効果を最大限に生かすためにも、学生個人個人が将来の進路を明確に

し、計画的にキャリア意識を高めることの重要性を認識させるとともに、各自が希望する職種

に就職できるよう、授業等において必要なスキル習得を目指せるよう指導・支援していくこと

が重要である。 

 
（成���法） 
必���格な成���を行う�組�と成���法、成�����の��性 
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１．学部全体 

�現�説明� 
現在の成績評価は、全学的に統一されているが、100 点満点で表し、60 点以上が合格、それ

に満たない者は不合格となっている。各科目とも出席すべき授業時数の３分の１以上欠席した

場合には、原則として科目修了の認定を受けることができない。なお、その評価と点数の関係

は、下表の通りである。 

 
合否 評価 点数 

合格 優 100 点～80 点 

良 79 点～70 点 

可 69 点～60 点 

不合格 不可 59 点以下 

試験欠席・出席日数不足等による無効 

 

�．���学科 

�現�説明��点検・評価（��と問題点）����方�（��の��・��に�けた方�）� 
本欄に記するべき内容については、「教育上の効果を測定するための方法の有効性」欄にて述

べたゆえ繰り返さない。 

 
３．英語コミュニケーション学科 
�現�説明� 

英語コミュニケーション学科では、科目修了の認定は、試験によるほか、出席その他平素の

成績を考慮して行うことになっており、試験は、定期試験のほか随時に行うことがある。また、

科目ごとに定められている成績評価基準に関しては、一般に公開されているシラバスに明記さ

れている。 

�点検・評価（��と問題点）� 
科目ごとの成績評価基準に関してはシラバスに明記され、授業中、担当教員から学生に説明

されるとともに、インターネット上でも公開されており、受講している学生に周知徹底されて

いる。現在のところ、成績評価の実施、およびその基準について問題はないと考える。 

���方�（��の��・��に�けた方�）� 
現在のところ、成績評価の実施、およびその基準について問題は見当たらない。引き続き、

実施体制および基準について、その適切性について検証をしていきたい。 

 

���履修科目登録の上限設定等、��の実��を�るための��とその��の適切性 
１．学部全体 

�現�説明� 
国際教養学部の履修科目登録の上限設定は次頁の表に示す通りである。 
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年次 １年（09 番台） 2 年（08 番台） 3 年（07 番台） 4 年（06～03 番台） 

学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 

単位数 25 25 25 25 25 25 30 30 

編入生   35 35 35 35 

 

�．ア�ア学科 

�現状説�� 
この項目については、英語コミュニケーション学科と同様であるので、以下の記述に譲る。 

 

３．英語コミュニケーション学科 
�現状説�� 

総合科目のうち、国際交流科目、放送大学の科目を修得した場合および資格・検定試験で一

定以上の成績を修めた場合、大学コンソーシアム大阪単位互換協定により単位を修得した場合

（2006 年度入学生から適用）の単位数については、この制限を受けない。また、資格取得に関

する科目等のうち、卒業要件とならない科目の単位数についても制限を受けない。 

�点検・��（�所と問題点）� 
履修科目登録の上限設定に関しては、現在のままで特に問題は見られない。編入生には、共

通科目 58 単位を一括して認定しており、学科科目に読みかえ可能な科目の単位を修得している

場合には、さらに 12 単位を上限として認定している。これに関しても問題はないと考える。単

位の実質化という観点からすると、履修科目登録の上限数にさらなる制限を加えて、学生に授

業時間外での学習時間を確保させることが必要であるかもしれない。 

�改善方策（��の改善・改�に�けた方策）� 
履修科目登録の上限設定に関して現状のところ問題は特にないと考える。単位の実質化につ

いては、履修科目登録の上限設定の見直しや学生が自学自習することのできる場を学科として

提供するなど、目下検討中である。 

 
必��各年次および卒業時の学生の質を検証・確保するための方�の適�性（大学���

ータ ��） 
１．ア�ア学科 

�現状説�� 
本学科では、年次進行に際して特定の科目試験を行っているわけではなく、最終年度におけ

る科目履修に応じて卒業判定の合否が出される形式を採っている。この３年間における卒業判

定の合格率は、63.2％（2005 年度）―78.9％（2006 年度）―78.1％（2007 年度）である。 

�点検・��（�所と問題点）��改善方策（��の改善・改�に�けた方策）� 
各年次において一定の進級要件を定めた教育課程を組んだ場合、リアルタイムで学生の質を

検証する利点はあるが、現今の状況では留年者が多数に上る可能性が高い。４年間全体で卒業

生の質を確保する体制を組んだ所以であるが、卒業時の「質」を検証する最大の手段である、

卒業論文に関する問題については、現状・点検・改善策に亘って上で縷説した。 

 
�．英語コミュニケーション学科 
�現状説�� 

卒業判定結果によると、2006 年度の合格率 78.0％（卒業予定者 164 名に対して、合格者は
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128 名）、2007 年度の合格率は 79.6％（卒業予定者 157 名に対して合格者は 125 名）、2008 年度

の合格率は 77.8％（卒業予定者 171 名に対して合格者は 133 名）となっており、この３年間で

は合格率にほとんど差が出ていない。英語コミュニケーション学科は 2007 年度に英語文化学科

を改組して設置されたため、まだ卒業生を送り出していない。英語コミュニケーション学科と

しての卒業生を輩出するのは 2010 年度であり、その時点で改めて卒業時の学生の質を検証する

必要がある。 

各年次の学生の質については、英語コミュニケーション学科では、専修英語群の科目におい

て習熟度別クラス編成を行っており、１年次の４月と１月、２年次の１月に一斉に G-TELP を実

施し、学生の英語力を測定し、その向上を検証している。G-TELP の結果を学生に返却する際に、

各担当教員がそれぞれの学生に学習の指針をアドバイスすることによって学生の質の確保に努

めている。 

�点検・��（��と問題点）� 
各年次および卒業時の学生の質を検証・確保するための方法について適切かつ妥当であり、

学科として大きな問題は見られない。 

�改善方策（�来の改善・改�に向�た方策）� 
各年次および卒業時の学生の質を検証・確保するために学科として適切かつ妥当な方法を取

っている。さらなる改善策として、客観的な英語力を測る指針として TOEIC®テストを導入し、

１年生から４年生まで全学年で実施することを検討している。また、TOEIC®テストのスコアの

ほかに、学生の科目履修状況、英語関連試験の成績等を記録し、年度ごとの分析比較を行う仕

組みを構築しようとしている。 

 
（履修指導） 
必��学生に対する履修指導の適切� 
１．ア�ア学科 

��状説明� 
全学共通のものとして、学修状況不良者を対象とした保護者懇談会が年間２度、２会場にて

実施されている。本学科ではこれに加え、年度初頭にオリエンテーションを各学年学生を対象

として実施し、履修計画の立て方に始まり各科目内容の説明などを例年行っている。ただ昨年

度よりインターネットによる履修登録が開始されて以来、履修登録に際して学生が教員に指導

を仰ぐ機会は減少しつつある。 

これ以外には、各演習担当教員が個別に学生への履修指導を日常的に行っている。 

�点検・��（��と問題点）� 
上述したように、各年次で学生に進級要件を定めていない以上、１年単位で各学生をチェッ

クすることは極めて重要であるにも関わらず、履修指導を行う頻度が低下しつつあるのはやは

り問題であると考えられる。 

�改善方策（�来の改善・改�に向�た方策）� 
目下、履修登録に関わる制度変更が行われた直後ということもあり、当面は状況を見ながら

今後の対応を模索していく以外に方途はない。少なくとも、今後何らかの制度変更を行う場合

には、変更後に想定しうる問題を予期し、いかなる対策が可能か充分に戦略を立てておく必要

があろう。 
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２．英語コミュニケーション学科 
�現状説明� 

毎年、４月のオリエンテーションの時間に、専任教員全員が参加して、学年ごとの履修ガイ

ダンスを行うとともに、一斉ガイダンス終了後に、個別履修相談を実施している。１年生に対

しては、「新入生演習」の時間に、履修状況のチェックを行い、必要な場合には、履修期間中に

修正を行うよう指導している。この他に、年２回、「修学相談会」を実施し、保護者に対して、

学生の履修状況の説明等が行われている。 

また、英語コミュニケーション学科では、担任制を導入しており、担任が適宜、履修指導を

行っている。2009 年度には、１年生では「新入生演習」、２年生では「英語リーディング３・

４」、３年生では「展開演習」（改組後の「特論演習」）、４年生では「卒業演習」の担当者が担

任になっている。 

�点検・��（��と問題点）� 
オリエンテーション、履修相談、就学相談会、担任制などを通して、学生に対して適切に履

修指導が実施されており、問題点はない。 

ただし、１年次、３年次、４年次では、授業担当者は、それぞれ 20 名ほどの学生の担任を務

めるが、２年次に関しては担当の学生数が約 40 名となっている。また、「新入生演習」は、春

学期開講の科目であるため、秋学期には、担当していない学生の担任を務めることになってい

る。 

�改�方策（��の改�・改�に�けた方策）� 
学生に対する履修指導は適切かつ妥当なものになっている。履修指導が適切かつ妥当に行わ

れるよう継続的に現行制度を検証していきたい。 

 

必��留年者に対する教育�の�置の適切性 
１．���学科 

�現状説明� 
「各年次および卒業時の学生の質を検証・確保するための方途の適切性」欄で述べたように、

各年次における留年者は本学科では存在しないが、４年間で卒業不可の学生への対応は、英語

コミュニケーション学科と同様である。 

 

２．英語コミュニケーション学科 
�現状説明� 

学年進行途中での「原級留置」は実施していない。よって、４年間で卒業要件単位を修得で

きていない学生が留年者ということになる。定期的に開催している学科会議において、欠席回

数が増えてきている学生に関する情報交換を行い、その学生に適切な指導を行うことによって、

配当年次に履修科目の単位を修得することを促すような策を講じている。 

�点検・��（��と問題点）� 
該当する学生に教員が適宜指導を行うことによって、履修科目の単位を配当年次に修得でき

ないという事態を未然に防ぐ体制が整っている。2009 年度、改組による学年進行に伴う開講科

目の変更があったが、読みかえ科目を準備することによって再履修者に卒業に必要な科目を履

修することができている。 

�改�方策（��の改�・改�に�けた方策）� 
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留年者に対して学科教員による適切な措置が取られており、改組に伴う開講科目の変更に対

しても学生の不利益は生じておらず、大きな問題はないと考える。 

 

（教育改善�の組織的な取り組み） 
���学生の学修の活性化と教員の教育指導方法の改善を促進するための組織的な取り組

み（����テ�・�������ント（��））およびその有効性 
�．学部�� 

�現状�明� 
1994 年に文学部自己評価委員会を設置して以来、本学における FD 活動の推進において中心

的な役割を果たしてきている。1994 年度以来、毎年学生による授業評価アンケートを実施し、

学生の学修の活性化と教員の教育指導方法の改善促進に組織的に取り組んでいる。また、年複

数回 FD 懇話会を開催し、教員の教育および指導の質を改善させる機会として機能している。

1998 年以来、毎年、自己評価委員会による年報『自己評価』を発行し、担当教員の自己評価、

授業改善に向けての提言、FD 活動の成果を内外に報告している。 

���・評価（��と問題�）� 
FD 懇話会を通して、各教員が各人の授業を客観的に眺めることができるとともに、他教員の

授業の取り組みから新たな授業改善策を見出すことができており、有効に機能していると言っ

てよい。 

�改善方策（�来の改善・改�に向けた方策）� 
現状の FD 活動は適切かつ妥当に機能しており、問題は特に見当たらない。引き続き、FD 活

動を充実させていきたい。 

 

���シラバスの作成と活用状� 
�．学部�� 

�現状�明� 
2003 年から、本学ではシラバスが電子化され今日に至っている。シラバスは、授業科目名、

単位数、担当者、開講学期、授業形態、開講年度、授業コード、テーマ、授業概要、授業計画、

関連講義、評価方法、テキストで構成されている。なお、シラバス作成の際には、教務課より

シラバス作成のためのガイドラインが示され、各教員はそのガイドラインに基づいてシラバス

を執筆している。学習目標、講義の目的と概要を記入し、各学期 13 回の授業内容を簡潔に記す

ことになっている。また、評価方法に関しては、成績評価基準をパーセント化して明確に示す

よう義務付けられている。 

���・評価（��と問題�）� 
シラバスの作成については、何ら問題はないと考える。一方で、シラバスの活用について学

生によるシラバス閲覧の頻度の少なさが問題ではあると言える。 

�改善方策（�来の改善・改�に向けた方策）� 
シラバスの作成については適切かつ妥当に実施されている。さらなる改善の方策として、学

生によるシラバス活用の促進とそのための工夫が挙げられる。 

 

���学生による授業評価の活用状� 
�．学部�� 
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�現���� 
毎学期実施される、学生による授業評価の取り組みである授業アンケートの結果を集計し、

担当教員にフィードバックすることで、おのおのの授業改善に役立てている。合わせて、『全学

授業アンケート集計報告書』を刊行することで、学生による授業評価の結果を内外に公表する

とともに授業評価の結果を全教員で共有している。 

�点�・評価（��と問題点）� 
授業アンケートの結果を担当教員にフィードバックするのみならず、報告集として内外に公

表することで授業改善の促進に寄与している点は評価できる。アンケートの結果をどのように

活用するかについては各教員に委ねられているので、組織的な指針を打ち出すことが必要であ

ろう。 

�改善方�（��の改善・改�に�けた方�）� 
授業アンケートを通しての学生の授業評価の実施については適切かつ妥当に行われている。

授業評価を授業改善に最大限有効に活かすために、学生にも結果を公表する、FD 活動でもっと

活用する、教員同士で意見交換を行い、互いに評価する仕組みを構築することが求められる。 

 
（授業��と授業方法の��） 
必��授業��と授業方法の適切�、妥当�と�の教育指導上の有効� 
１．アジア学科 

�現���� 
学部全体として授業方法の改善に取り組んでいるので、学科独自の内容は特にない。 

 
�．英語コミュニケーション学科 
�現���� 

全学的には、教育効果等を配慮して一定期間に集中して行われる科目や１年を通して行われ

る科目もあるが、英語コミュニケーション学科が開設する科目については、すべてが春学期と

秋学期に実施されている。 

授業方法としては、通常教室のほかに、音声アナライズ機能と搭載した LL 装置や CALL シス

テムなどの IT 装置を駆使して実践的な語学教育を行うことができるマルチメディア語学教室、

パソコン・マルチメディア設備を完備した言語情報演習室、同時通訳システムが導入されてい

るフォーラム教室、ハイビジョンやビデオ、パソコンの映像を映し出すスーパープロジェクタ

ーが設置されている視聴覚教室、コミュニケーション演習室を使用して、多角的な授業が行わ

れている。 

�点�・評価（��と問題点）� 
2007 年度および 2008 年度におけるマルチメディア語学教室の改修により、IT 設備が充実さ

れた。特に、LL 教室の CALL システム化により、より一人ひとりの上達度を見ながらの語学教

育が可能となった。 

専修英語群の科目においては、習熟度別クラス編成によって、全体としては学生のレベルに

応じた指導を行うことが可能となったが、１クラスの受講者数が 40 名を超えており、かならず

しも学生一人ひとりのニーズに応じた指導を行うことができていないという問題点がある。 

�改善方�（��の改善・改�に�けた方�）� 
１クラスの受講者数を制限し、少人数制の授業を行うことができれば理想的だが、現在の担
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当教員数と学生数に鑑みると早急に実施することは不可能である。学生の一人ひとりの能力や

個性に配慮した、効果的な指導を行うためにも、TA 制度を活用したり、学習支援室を開設した

りするなど、学生の学びを効果的にバックアップする方法を今後も模索する必要がある。 

 

必��多様なメディアを活用した授業の導���とその�用の��性 
�．アジア学科 

�現���� 
本欄に関わる事項については、学科独自の内容は特にない。 

 
２．英語コミュニケーション学科 
�現���� 

総合情報教育センター事務室のある５号館を中心に、教室にはさまざまな IT とマルチメディ

ア設備が充実しており、英語コミュニケーション学科では、インターネットによる情報検索が

可能なパソコン、海外のニュース映像やビデオ、DVD 教材を学生ブースとプロジェクタに投影

する設備、LL 装置、CALL システムを駆使した実践的な教育が行われている。２年次配当の「情

報科学各論」、「言語情報処理概論」、「コンピュータと英語教育」、「コンピュータと英語研究」

で、プログラミングの基礎、英語教育の知識を身につけ、３年次配当の「英語プレゼンテーシ

ョン」では、英語による自己表現能力の向上を目指すとともに、コンピュータを活用して、効

果的なプレゼンテーションを行うためのスキルを養成など、多様なメディアを活用した授業が

展開されている。 

また、キャンパス内には、学術情報を処理する「情報交換ネットワーク」、研究情報の共用を

図る「研究用ネットワーク」、講義や学習に活用できる「教育用ネットワーク」が構築されてお

り、時間や場所に拘束されないオンデマンド型の学習が可能な Web 自習システムや、自宅のパ

ソコンからでも課題の閲覧や提出ができる学習支援システムを採用している。 

�点検・��（�所と問題点）� 
本学科では、コンピュータを利用した情報教育だけでなく、インターネットを活用して英語

能力の向上を図る教育に取り組んでおり、学生は基本的なコンピュータスキルは習得できてい

る。授業においては、多様なメディアを活用できている。しかし、授業外においては、「パソコ

ン自習室」は完備されているが、DVD などの語学教材を使って自学自習するための環境が整っ

ていないという問題がある。 

�改善方策（��の改善・改�に向けた方策）� 
学科では、コンピュータを利用した情報教育だけでなく、インターネットを活用して英語能

力の向上を図る教育を行っており、学科が目指す人材育成という観点からも十分にその役割を

果たしていると言える。さらなる改善の方策として、授業と連動させて、コンピュータを利用

した自学自習の仕組みの構築が必要であろう。 

 
必��「��授業」による授業科目を����している�学・学部�における、そうした

制度の�用の��性 
�．学部�� 

�現���� 
該当する授業科目は実施していないので該当しない。 
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③ 国内外との教育研究交流 
（国内外との教育研究交流） 
必��国際化への��と国際交流の推進に�する�本方�の��� 
１．アジア学科 

�現���� 
追手門学院大学は中国の南京大学、インドのグジャラート大学、タイのチェンマイ大学等の

大学と学生交換協定を締結している。アジア学科では、積極的に本学の国際交流教育センター

の交換留学のプログラムに参加し、ほぼ毎年中国南京大学やインドグジャラート大学、タイチ

ェンマイ大学に４～５名程度の交換学生を送っている。 

アジア学科では 1999 年度から毎年中国（北京）、シンガポール・マレーシア、沖縄へアジア

社会現地演習（現在、アジアフィールド・ワーク）を行い、毎年 80～90 名程度の参加者がある。

北京へ現地演習に参加する学生は、北京第二外国語大学、中央民族大学、北京聨合大学旅遊学

院等の大学の学生と交流を行っている。2008 年に南京大学（中国）へ中国語現地演習を実施し、

南京大学の学生と語学勉強を通じて文化交流を行っていた。中国語現地演習の担当教員は南京

大学の教員とインターネットを利用する遠隔授業や Messenger での会話練習をも検討していた。 

国内の教育研究交流について、アジア学科の教員数人が 2003 年度から文部科学省の「私立大

学教育研究高度化推進特別補助」の助成を得て、大学の「特色ある教育」の実践教育に参加し、

留学生のインタビュー・プロジェクト、学外のインド文化の学びと体験、「京劇」の鑑賞、「オ

ーストラリアを学ぶ」などの教育研究成果を公表してきた。また、2007 年度から大阪府立佐野

高校との学生交流を行っている。本学科のフィールド・ワークに参加した学生（約８名）は、

佐野高校での人権研修の一環としてシンガポール（2007 年度）、マレーシア（2008 年度）へ海

外研修に参加する生徒達に助言や指導を行った。 

��検・��（��と���）� 
アジアフィールド・ワーク（８日間）や中国語現地演習（約１ヵ月）の旅費や学費は高くて

近年来参加者が少し減少の傾向がある。 

���方�（�来の��・��に向けた方�）� 
アジア学科の多くの学生たちがフィールド・ワークと中国語現地演習への参加を増加させる

ために、大学の学費支援や補助など制度上の整備が必要である。 

 
�．英語コミュニケーション学科 
�現���� 

学科の教育目標は「英語コミュニケーション能力・情報処理能力・異文化理解能力をバラン

スよく習得、実社会に通用するキャリアを身につける」ことであり、国際社会で通用する人材

の教育を目指している。2009 年度からは学科科目として「トラベルイングリッシュ」や「観光

ビジネス英語」といった英語科目が開設されており、より実践的な、国際社会で役立つ人材養

成に通じる授業を展開している。 

英語コミュニケーション学科は、英語圏での語学研修への参加、国際交流教育センターの主

催する交換留学制度の利用および学内での外国人留学生との国際交流体験を、学科の国際交流

活動の柱としている。 

学科独自の国際交流活動として、学科科目である「カナダ現地演習」「カナダ文化演習」計８
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単位がある。現地演習では夏休みの４週間をカナダ・バンクーバーにあるサイモンフレーザー

大学の語学センターで英語の研修を行い、文化演習では、事前にカナダの文化や歴史について

学び、事後に英語を使っての成果を作成する。 

交換留学制度を利用しての留学は、2007 年度は、１名（留学先：イギリス）、2008 年度はな

かったが、2009 年度は、４名（留学先：アメリカ１名、オーストラリア３名）である。 

また、学科の学生および教員が構成員である「英語文化学会」を組織し、文化学会主催の学

科の学生を対象としたスピーチコンテストや英語落語などのイベントに外国人留学生を参加し

てもらい、お互いに交流する場を設定している。 

��検・��（��と���）� 
「カナダ現地演習」「カナダ文化演習」は 2001 年度に開始されたが、現在まで毎年約 30 名の

学生を研修に送り込んでおり、学生の満足度も高い。ただし、2009 年度は、参加学生数が 20

名に届かず減少した。今後は、学生数の確保と現地でのプログラムの内容のさらなる充実が求

められる。 

「観光ビジネス英語」などの実践的な英語科目が開設されているが、実際に英語圏に出向き

現地で使う機会があるわけではない。そこで、授業外の活動として旅行社が実際に行う京都観

光バスツアーに学生が参加し、ツアーを体験するプログラムを 2009 年度より開始した。また、

一方で、実社会で英語を使って仕事をしている方々に講演をお願いして、授業時間を使って講

演を実施した。 

交換留学制度を利用しての英語圏の大学への留学は、ある程度の数の学生が交換留学生とな

っているが、今後さらに多くの学科の学生が留学できるようにする必要がある。 

学科単位で行うイベントへの学生の参加は、スピーチコンテストが 15 名程度、英語落語で数

10 名程度であるが、さらに学生、特に１、２年生に参加を増やす必要がある。 

���方�（��の��・��に向けた方�）� 
英語コミュニケーション学科の学生の交際交流活動への一層の参加を進めるには、現状のプ

ログラムだけでなく、より多くの交流活動への参加を目指す必要がある。その１つとして、大

学の国際交流の窓口である国際交流教育センターと協力して、センターで実施する日本語集中

プログラムへ参加する外国人留学生との組織的な交流を進める。単に学科が行うイベントへの

留学生の参加だけではなく、交流をお互いの授業の一環として取り入れるように検討している。 

 

④ 通信制大学� 
（通信制大学�） 
必�：通信制の大学・学部における、実施している教育の内容、方法、単位�定、学位授

�の���とそのための����の��� 
�現状��� 

通信制の学部は設置していないので該当しない。 
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（２）修士課程・博士課程・専門職学位課程の教育内容・方法 
�．経済学研究科 
���目�� 

経済学について幅広くかつ深い学識の涵養を行い、経済学における高い研究能力と卓越した

専門能力を有する人材を養成するとともに、経済学における研究者または高度専門職業人とし

て、国際的に通用する専門知識および能力を備えた人材を養成することを目的とする。あわせ

て、経済学の分野において創造的・独創的な研究を推進し、先駆的な情報を発信するとともに、

経済学の高度な専門的知識の深奥を極め、かつ関連する専門領域を横断した学際性を備えた人

材を養成することを目的としている。 

 
① 教育課程� 
（大学院研究科の教育課程） 
必��大学院研究科の教育課程と各大学院研究科の理念・目的�びに学校教育法第 99 条、

大学院設置基準第３条第１項、同第４条第１項との関連 
�現���� 

近代経済学の思想的立場に立つ教授陣を配置し、国際的に指導的役割を果たすべき人材を養

成することを念頭におき、教育課程では、経済学研究科博士前期課程においては、経済政策分

野、財政・金融分野、経済理論・経済史分野、数理情報分野に分けられ、経済政策分野で７つ、

財政・金融分野で４つ、経済理論・経済史分野で７つ、数理・情報分野で２つの特論と 18 の特

論演習が配置されている。博士後期課程では、経済政策分野で５つ、財政学・金融論分野で３

つ、経済理論・経済史分野で３つの特殊研究と９つの研究演習が配置されている。 

博士前期課程においては、指導教員の演習Ⅰ、演習Ⅱ各４単位計８単位を必修とし、ほかの

特論とあわせて 30 単位以上を修得しなければならない。指導教員以外の演習を履修した場合や

ほかの専攻の授業科目を履修した場合は、それぞれ合計８単位まで修了単位として認定される。

そのうえで修士論文審査の合格が課程修了の条件となる。博士後期課程においては、指導教員

の研究演習 12 単位を必修とし、特殊研究２科目８単位とあわせて 20 単位以上を修得し、かつ

博士学位論文の審査に合格することが課程修了の条件となる。 

博士前期課程修了者は、2007 年度に１名、2008 年度は２名の論文博士が誕生している。 

�点検・��（��と問�点）� 
大学院経済学研究科は、学部および課程の教育理念と教育内容の一層の高度化を図り、グロ

ーバル化と情報化の進展に即した研究および教育を軸として、ほぼ十全なカリキュラムを設置

しており、学校教育法第 99 条、大学院設置基準第３条第１項、同第４条第１項との関連におい

ても、十全なものとなっている。 

���方策（��の��・��に�けた方策）� 
伝統的な経済学の学問的基礎を重視するという姿勢を維持しているが、その反面では、学生

数を確保するためには、今日の経済事情に合わせた、より柔軟な教育内容を加味したカリキュ

ラムの設置が望ましい。現在、社会的ニーズに合わせて環境経済学、NPO 特論およびグローバ

ルな視点からオーストラリア経済論に関連する科目を新たに設置して、経済学研究科の教育、

研究体制を発展させていく方策を検討している。 

 

必���広い視野に立って�深な学識を授け、専攻分野における研究能力�は高度の専門
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性を要する職業等に必要な高度の能力を養う」という�士課程の目的への適合性 
�現状��� 

経済学部での教育理念の一層の展開を図るべく、学部教育との関連のなかで、特に基礎理論

を重視しながら、広い視野に立って清深な学識を授け、研究能力の養成とともに専門知識の高

度化にたえうる人材の育成に努めている。 

�点�・��（��と問題点）� 
幅広く経済学の領域を網羅しており、それぞれの専攻分野における研究能力、高度の専門性

を要する職業等に必要な高度の能力を養成する教育内容になっている。 

�改�方策（将来の改�・改�に向けた方策）� 
現状は、目的に適合したものとなっており、将来に向けても、経済学部における基礎教育の

重視といった方策に伴い、経済学研究科の、より一層の基礎学力の養成を重視する方向性を維

持しながら、より高度の専門性を要する職業等に必要な能力の養成に努めることが望ましい。 

 
必��「専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、�はその�の高度に

専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力��その基礎となる�かな学識

を養う」という博士課程の目的への適合性 
�現状��� 

高度の専門的知識を習得し、高度の研究能力を持つ研究者を養成するという教育内容の実践

の結果、2007 年度には、博士学位取得者が誕生した。該当者は留学生であり、現在は母国で研

究者の職に就くという、実績を残している。また、2008 年度は２名の博士が誕生し、博士課程

設置の目的に適合した現状となっている。 

�点�・��（��と問題点）� 
厳しい審査過程を経て、博士学位取得者を輩出していることは、研究科の教育システムの内

容が充実したものであることの証左であるが、まだ、その数は 2007 年１名、2008 年２名のみ

である。それに続く人材輩出に向けて、教育内容のさらなる改良の余地がある。３名の学位取

得者はすべて留学生であり、国内の研究機関で活躍する研究者の養成はまだなされていない。

高度に専門的な業務に従事する日本人の研究者が誕生していないことは問題点である。 

�改�方策（将来の改�・改�に向けた方策）� 
研究者として自立して研究活動を行うための学識を養成するために、学会発表、専門学会誌

への論文の投稿をより積極的に行うよう指導することは、より適切な人材養成のための方策の

一つである。国内外の専門学会誌に掲載された査読付き論文の本数を、高度の研究能力の指標

とし、それを学位取得の条件として、研究科での指導を強化している。 

 
必��学部に基礎を置く大学院研究科における教育内容と、当該学部の学士課程における

教育内容との関� 
�現状��� 

「経済学の理論、政策、歴史の各領域にかかわる幅広い学識の涵養を図り、経済分析力と問

題解決能力を有する人材を育成すること」を目的とする学士課程における教育目標は、大学院

経済学研究科における「より高度の専門知識とともに、グローバルな視野に立って思考する能

力をもち、経済界で指導的役割を果たす人材を養成することを目標」とする教育内容と軌を一

にしている。研究科における分野別分類、開講科目についても、学士課程での基礎的学力養成
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に加えて、より高度の専門知識の修得に向けたものとなっている。 

�点�・��（��と問題点）� 
大学院経済学研究科では、学部教育を基礎とし、国際化、情報化という社会の変貌を意識し

ながら、グローバルな視野に立って思考する能力と高度の専門知識を備えた人材を育成するこ

とを目標にしている。学士課程と研究科の教育内容は、適切な関係にある。 

�改善方策（将来の改善・改�に向けた方策）� 
学士課程における教育内容と大学院研究科での教育内容との関係は前者を基礎とし、そのう

えでの高度の専門知識の修得という後者の教育課程での教育内容をより充実させなければなら

ない。大学院研究科ではより高度の近代経済学の知識の修得を目指しているが、効率的な教育

成果を得るための一つの方向として、学士課程において入門段階での数理的あるいは計量経済

学的な分析技法を習得していることが望ましく、学士課程と連動して大学院研究科のカリキュ

ラムを編成することが改善方策である。 

 
���修士課程における教育内容と、博士(後期)課程における教育内容の適切性および�

者の関係 
�現�説明� 

博士前期、後期課程の教育内容は、国際化、情報化という社会の変貌に対応し、グローバル

な視野に立って思考する能力と高度の専門知識を備えた人材を育成することを目標にするとい

う点で、一貫したものとなっている。 

�点�・��（��と問題点）� 
博士前期課程での教育、研究指導および修士論文作成の指導と博士後期でのそれぞれの教育、

指導および博士論文の作成、博士学位取得に向けて一貫性を保ち、適切なものとなっている。 

�改善方策（将来の改善・改�に向けた方策）� 
教育課程の内容および博士前期課程と後期課程の一貫性および適切性そのものについて問題

はなく、取り立てての改善の余地はない。将来の改善策として、実際の教育現場においては、

それぞれの開講科目、特に演習科目において、教員と学生の間だけでなく、学生間で学問的な

競争が生まれるような知的刺激に満ちた雰囲気があることが望ましい。そのためには可能な限

り定員数に近い大学院生数の確保が理想であり、その方策として、学生にとって魅力的なカリ

キュラムの作成に取り組んでいる。 

 
���博士課程(一貫制)の教育課程における教育内容の適切性 
�現�説明� 

博士課程（一貫制）は設置していないので該当しない。 
 

���博士課程における、入学から学位��までの教育システム・�ロ�スの適切性 
�現�説明� 

各開講科目の周到なシラバスの作成のうえ、学年度はじめのオリエンテーションにおいては、

担当教員の自己紹介、開講科目の内容説明からはじまり、博士課程における全体の教育システ

ムがどのようなものかについて、周知させている。 

博士前期課程では、学士課程の教育理念の一層の展開を図りながら修士論文の作成に向けて

の指導を行い、より高度な専門知識を備えた人材の養成に努めている。博士後期課程では、研
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究者として自立可能であることの証明として博士学位論文の作成に向けての教育が行われてお

り、入学から学位授与までの教育システム・プロセスの適切性を維持している。 

���・��（��と���）� 
博士課程での一貫した教育システム・プロセスは適切であると考えられる。 

�改善方策（��の改善・改�に向けた方策）� 
改善のための方策の余地は認められない。 

 
（�学�研究科の教育課程） 
必��専門職学位課程の教育課程と、専門職学位課程��の目的�びに専門職�学���

の教育目標との適合性 
�現��明� 

専門職学位課程は設置していないので該当しない。 
 

（授業形態と単位の��） 
必��各授業科目の特徴・内容や履修形態との��における、その各�の授業科目の 

単位計算方法の妥当性 
�現��明� 

各授業科目は、その特徴、内容を近代経済学の思想的立場に立つ教授陣を配置することによ

って統一している。授業科目の単位の計算方法は、学則第 19 条に基づき、１単位の授業科目に

は 45 時間の学修を要することを標準とし、講義および演習については、15 時間の授業をもっ

て１単位とする。また、１年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、35 週にわたる

ことを原則としている。 

博士前期課程においては、指導教員の演習Ⅰ、演習Ⅱ各４単位計８単位を必修とし、ほかの

特論科目をあわせて 30 単位を修得しなければならない。指導教員以外の演習を履修した場合や

その他の専攻の授業科目を履修した場合は、それぞれ合計８単位まで終了単位として認定され

る。各授業科目の特徴・内容、履修形態は、それぞれの担当教員の教育・研究姿勢に基づき、

基礎的内容をくり返し教授するとともに、それぞれの分野における研究業績と結びつくものと

なっている。そのうえで、修士論文の審査に合格しなければならない。博士後期課程において

は、指導教員の研究演習 12 単位を必修とし、特殊研究２科目８単位と合わせて 20 単位以上を

修得し、かつ博士論文の審査に合格しなければならない。それらについても妥当なものとなっ

ている。 

���・��（��と���）� 
各授業科目の特徴・内容および履修形態ともにそれぞれの科目の単位計算方法は妥当なもの

となっている。 

�改善方策（��の改善・改�に向けた方策）� 
各授業科目の内容、履修形態とそれらの単位計算方法は、妥当なものであり、現段階では、

何らかの変更、改善の余地は見られない。 

 
（単位��、単位認定等） 
必���内外の�学�等での学修の単位認定や入学前の�修得単位認定の適切性（�学�

設置基準第 15 条） 
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�現状��� 
現状では実施していない。 

���・��（��と問題�）� 
国内外の他大学の大学院との交流は望ましく、それに見合う教育内容が用意されているが、

首尾よく実効的なものになっていない。 

���方策（��の��・��に��た方策）� 
国内外を問わず、他大学との単位認定交流には、研究者の研究業績に反映される教育内容、

カリキュラムの充実が不可欠である。また、今日の高等教育のグローバル化の進展に伴い、英

語で講義、指導ができる教授陣の配置が望ましいが、現状では具体的な方策は講じられていな

い。 

 
（社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮） 
���社会人、外国人留学生に対する教育課程編成、教育研究指導への配慮 
�現状��� 

社会人、外国人留学生に対する特別の教育課程は編成されていない。在籍学生の多くは留学

生であり、社会人の在籍者も、2004 年度に１名、2009 年度に１名のみである。留学生に対して

は、中国からの留学生が大部分を占めているが、かならずしも組織的な教育上の配慮はなされ

ていない。個々の教員が教務課、国際交流教育センター事務室と連携して、個別に、特に履修

上の問題に関する助言等の配慮を行っている。 

���・��（��と問題�）� 
留学生に対する教育上の配慮は、かならずしも適切なものとなっていない。今日の社会状況

から見て、社会人の高度の専門知識、大学院教育への潜在的な需要は大きいと思われるが、本

学ではその需要に見合った具体策が見られない。 

���方策（��の��・��に��た方策）� 
留学生への配慮は今後学生数の拡大に備えて現体制をさらに充実させていくことの重要性は

当然であるが、社会人に取っても魅力的なカリキュラム編成等の方策として、2010 年度から NPO

特論、福祉社会論特論、そしてオーストラリア経済論特論を開講する。 

 
（連合大学院の教育課程） 
���連合大学院に��る、教育内容の体�性・��性を��するための方�の適切性 
�現状��� 

連合大学院の教育課程は設置していないので該当しない。 
 
（�連携大学院�の教育課程） 
���研究�等と連携して大学院課程を展開する�連携大学院�に��る、教育内容の体

�性・��性を��するための方�の適切性 
�現状��� 

連携大学院の教育課程は設置していないので該当しない。 
 
② 教育方法等 
（教育効�の�定） 
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必��教育・研究指導上の��を�定するための方法の適切� 
�現状��� 

特論では、各教員がそれぞれの教育内容で講義をしている。学部と内容に大きな違いがある

わけではない。理論、政策、計量の分野で、前半において、学部の教育内容の復習にあてられ

ているのが大半である。レベルを上げ、研究能力の向上を図るという指導方針をとると、講義

内容を自分の研究の能力向上に生かすように、復習・予習を十分してくるようにしなければな

らない。また学生にそのように認識させなければならない。 

演習は、１年次で、学生の研究課題を決め、基礎的な文献を理解し、研究課題を発見するよ

うに、レポートを作成し、発表させている。中国人留学生は、中国経済において、日本経済の

経験をもとに、各教員の担当科目にしたがう研究テーマを選んできた。税理士志望学生は演習

において、税法の修士論文作成に限定されるので、その課題に沿った科目を選択し、２年次の

修士論文作成に専念している。しかしながら、税理士志望学生は、修士論文が外部で再評価さ

れるため、半年、学位取得が遅れる学生が毎年出ている。就職難で学歴を上昇させる目的で入

った学生は、年々、就職状況の改善等があり減少した。この場合、研究意欲に、バラつきが見

られた。 

��検・評価（��と�題�）� 
特論は、研究の最先端を紹介し、それに到達するには、どう対処すべきかを示している。学

生が、それに対応して、レポートを学期末のレポートで理解度を示している。 

演習は、毎月、学生がレポートを提出し、教員に研究の進展を知らせる。レポートのでき具

合で、研究がどう進んでいるか、教員は学生の現在における研究状態を把握でき、適切な指示

を与えることができる。また、指示した課題が実現できなければ、能力以上の課題を与えてい

ることがわかり、各人に対応した指導ができるようになっている。 

�改善方策（��の改善・改�に向けた方策）� 
特論では、研究の最先端を紹介し、それに到達するには、どう対処すべきかを学生に示すこ

とが求められる。その最先端を紹介できない場合は、担当から離れるべきである。 

演習では、１年次で学生がほとんど単位を取るので、自分の研究に必要な、知識と技法を身

につけられたかが、第２年次の修士論文作成に大きく関係する。各教員の特論の情報開示が求

められる。 

 
（成�評価法） 
必��学生の資�向上の状況を検�する成�評価法の適切� 
�現状��� 

平常の評価は、出席と課題の報告で評価している。前期末、後期末は、レポート提出を求め、

文献等を指示し、提出枚数も多く要求している。 

��検・評価（��と�題�）� 
留学生に対しては、日本語の記述能力と発表力を評価できる。日本語検定は卒業までに１級

を受験をするように勧めている。レポートは、修士論文の準備となるように、文献等の指示と

Word と Excel の機能をスムーズに使用できるかを評価している。しかし、留学生に理論と計量

の基礎をつけることは、はなはだ困難を伴う。つまり、かれらに、この研究能力を身につけさ

せることは、講義と演習の指導だけでは無理がある。そのために、修士論文は、最新の研究水

準に到達せず、また、収集した資料を加工すること、表やグラフに表して計量的分析をするこ
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とが不十分である。 

���方�（��の��・��に�けた方�）� 
学生の資質によって、１年次に、理論と計量の基礎を理解し、２年次に理論・計量モデルで

修士論文を書けるかを見分け、できる学生であれば、かれらあるいは教員も参加する研究会で

理論と計量の基礎を身につけさせ、修士論文に理論・計量的手法を入れて論文を高度化するこ

とができるようにする必要がある。その他の研究方法をとる学生には、文献研究の量を多く指

示し、先行研究が最新の研究論文をフォローできるように、かれらあるいは教員も参加する研

究会で文献の理解を深めさせる必要がある。 

 
必��専門職学位課程における履修科目��の上�設定とその�用の適切� 
���説明� 

専門職学位課程は設置していないので該当しない。 
 
（研究指導�） 
必��教育課程の�開�びに学位論文の作成�を通じた教育・研究指導の適切� 
���説明� 

本学では、外部から入学する学生は、税理士志望と特定の課題を持つ学生である。内部推薦

の学生は、税理士志望と留学生および特定の課題を持つ学生に分かれる。税理士志望の学生は、

履修する特論の選択科目を税法研究に合わせており、税法の演習では税法科目２科目免除のレ

ベルに到達するように指導している。特定の課題を持つ学生は、教員の学部ゼミ生が多い。こ

の場合は、学部からの教員の指導があるので、課題の到達度は高い。留学生の場合、外部から

の入学生は、日本語能力と学部での学習に差が見られるので、そのレベルを上げるのに時間が

かかる。内部からの留学生は、学部においても、成績が優秀である、教員の指示通りに、課題

を提出してくれる。 

���・��（長�と�題�）� 
特論は、学生の学習到達度にばらつきがあるので、平均的な教育を実施せざるを得ない。演

習では、少人数なので、個別の資質、研究課題に応じて、指導できる。学位論文の指導は、学

生の論文への取り組みが遅いので、提出日１ヶ月前までに、草稿ができない。留学生の場合、

体裁を整え、日本語を修正すると、提出日にようやく間に合うことが多い。 

���方�（��の��・��に�けた方�）� 
学位論文の草稿を作成する場合、体裁を整えるのに、時間がかかりすぎる。先行研究の概説、

図表の作成、参考文献を十分に読みこなすことと参考文献の適切な引用、本論における論証の

正確さなど、仕上がりまでの時間が計算できないようである。特論教育で、基礎力をつけさせ、

最先端の研究課題を専門家はどの様な方法で論証しているのか、教える必要がある。演習では、

論文の作成方法と時間の使い方を教える必要がある。 

 
必��学生に�する履修指導の適切� 
���説明� 

入学時、大学院のオリエンテーションを開いて、研究科長の履修上の注意事項の説明があり、

その後、２年次の学生が、個別に、学生生活と実際の体験を踏まえた履修上の注意事項を説明

している。 
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�点�・評価（��と問題点）� 
本学では、講義要項がホームページで閲覧できる。学生は、履修必要書類を持ち帰り、オリ

エンテーションの説明を参考に、履修届けを提出している。演習の担当教員からの履修指導も、

授業開始後ある。情報提供の方法は、学生の利便性に合わせている。問題は、本研究科のシラ

バスは学部のシラバスに比較すると、講義内容、授業計画はほとんど従来通りで変化がない。

�改善方�（�来の改善・改�に�けた方�）� 
教員のシラバスは、講義内容、授業計画を学部程度に充実する。 

 
必��指導教員による個別的な研究指導の充実度 
���説明� 

少人数教育なので、学生は履修上の問題など、直接、担当教員に相談してくる。こちらも、

能力以上のことは、求めないし、学位論文の指導も、学生の到達度に合わせて、場合によって

は、提出の延期を求めている。 

�点�・評価（��と問題点）� 
少人数教育の利点を生かし、学生とのコミュニケーションを頻繁にとり、卒業後の就職活動

の指導も十分行っている。学生が書く論文のページ数も年々増加しており、内容がなく、章立

てが５章を超える概説論文が少なくなった。 

�改善方�（�来の改善・改�に�けた方�）� 
学生の研究能力を育成するように、税理士志望者と留学生は、固有の問題を改善する必要が

ある。税理士志望者は、修士論文の外部審査があるので、演習担当教員の指導にしたがって、

かれらの研究時間を増やすように、オリエンテーションを通じて、しっかり、アナウンスする

必要がある。 

留学生は、コミュニケーションを高め、読解力、発表力と論述力を定期的に評価し、日本語

能力を高める指導が必要である。また、２年次において、論文の研究計画を早めにとりかから

せ、草稿を 11 月末ぐらいに完成させないと、提出日まで、日本語の修正に追われることが多い。

税理士志望者と留学生など、特定の課題を持つ学生は、教員の学部ゼミにおいて、志望を早め

に聞き、学部の３年次から大学院での研究する基礎力を高める個別指導が必要である。 

 

���研究分�や指導教員にかかる学生からの変更希望�の対�方� 
���説明� 

税法の演習に変更したいという事例があった。希望に沿うよう、変更を認めた。 

�点�・評価（��と問題点）� 
研究科委員会において、審議し、元の担当と客員教授の引き受けを確認の上、変更を承認し

た。以後、変更を希望する大学院生の例があるが、本人の希望に沿うよう、審議の上、承認し

ている。 

�改善方�（�来の改善・改�に�けた方�）� 
頻繁に、申し出があるわけではないので、以上の対応で、問題はない。 

 
（�学�大学院の教育・研究指導） 
必���学�大学院における�����の学生に対し、�院内外でなされる教育・研究指

導とこれを�える人的、�的��の充実度 



３．教育内容・方法（経済学研究科） 
 

 234 

���説明� 
医学系大学院は設置していないので該当しない。 

 
必��医学系大学院に�ける��系��の学生について、��研修と研究の�立を��さ

せるための配�の��とその��� 
���説明� 

医学系大学院は設置していないので該当しない。 
 
（教育・研究指導の改善�の組織的な取り組み） 
必��教員の教育・研究指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み（��カ�テ

�・��ベ���メン�（��））�よ�その��� 
���説明� 

学部では、毎年、FD は、教員が会議を持ち、授業改善に対する実践を発表し、教員それぞれ

が、よい点を参考にしてきた。しかし、大学院では、教員の教育・研究指導方法の改善を促進

するための組織的な取り組みは行ってこなかった。 

�点�・��（長�と問題点）� 
2005 年、研究科長を中心に、大学院教育の将来について、方向付けを案に取りまとめた。そ

の報告が、担当教員全員に報告された。しかし、それ以降、改革案がカリキュラムを含め総括

的な取り組みはなされていない。 

�改善方策（将来の改善・改革に向けた方策）� 
院生は、一年目でほとんどの単位をとり、また、大学院の開講曜日も月・火に集中する傾向

がある。税法演習の学生が履修する科目と、その他の学生と中国留学生が履修する科目は、違

いがあるようだ。留学生は、改革案で示された理論・政策・計量の分野の科目を１年次に習得

させる必要がある。そのためのカリキュラムをつくることが望ましい。 

研究指導は、学部のように、毎年、演習の指導について、問題点を話し合うことが院生の研

究能力の向上に役立つので、そのような方向を目指す。 

 
必��シラバスの作成と活��� 
���説明� 

学部と同様に、シラバスを大学でも作成することが、義務付けられている。講義要項が紙ベ

ースで教員・学生に配布されることから、Web ベースになった。大学院の２年生がオリエンテ

ーションで、新入生に大学院のカリキュラムや学生生活を知らせている。あとは、担当教員が

履修上の注意を演習単位でしている。 

�点�・��（長�と問題点）� 
Web のシラバスでは、授業計画の項があり、年々、詳しくなっている。しかし、大学院では、

従来のシラバスと同じで、特論の講義内容、授業計画は数行で済ましている。演習でも、数行

で説明は終わっている。このような旧来からのやり方ではなく学部と同様に、詳細な授業計画

が提示されることがもとめられる。 

�改善方策（将来の改善・改革に向けた方策）� 
Web のシラバスでは、講義内容、授業計画を詳しく説明したものを提示する必要がある。ま

た学部にあわせ、セメスター制に移行し、特論は、１セメスターにするほうがよい。演習のシ
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ラバスをすべての教員が見ることがのぞまれる。それによって、担当教員も院生がどんな指導・

教育を受けているのか、確認できる。 

 

必��学生による授業評価の��状� 
�現状��� 

学部と同様な自己評価のアンケート調査は実施していない。 

�点�・評価（長�と問題点）� 
学生の授業評価は、調査していないので、学生がどのように特論と演習を評価しているのか

わからない。しかしながら、学生が直接、教員に要望をすることがある。ほかの研究科と比較

して、成績評価が厳しいので、奨学金の審査に影響していると言う。また、内部推薦の学生は、

理論を十分に学部で学習していない者が存在するが、教員のなかには基礎学力があるものとし

て、講義している場合もある。 

�改善方�（��の改善・改�に�けた方�）� 
内部推薦の学生と入試による学生では、修得科目と、大学院で学びたいことと結びつきが違

う場合があるので、現状を教員が自覚し、授業改善できるように、学部と類似のアンケート調

査はすべきである。 

 
�国内�との教育研究交流 
（国内�との教育研究交流） 
必��国際化への対応と国際交流の推�に�する基本方�の適切� 
�現状����点�・評価（長�と問題点）� 
１.現状 

本研究科に在籍する留学生は、2009 年５月１日現在で、修士（博士前期）４名、博士後期課

１名である。 

在学生全体に占める留学生の割合は、修士（博士前期）50％、博士後期課程 100％であり、

留学生の比率は高い。 

�．点�評価 

学生の受け入れにおいては一定の国際化への対応がされていると考える。留学生の多くは、

本研究科に入学する以前から日本に滞在し、または自力で日本語の勉強をしてきており、かつ

本研究科での学修にたえうるか否かの日本語の能力を入試において厳しくチェックしているた

め、意思疎通に大きな問題がある事例は発生していない。しかし、論文の作成においては、日

本語能力に欠ける学生もいるが、履修科目でレポート作成での指導によって適切な指導がなさ

れている。また、2008 年４月に留学生を中心に本研究科学生による自主運営組織である「経済

学研究科研究会」が、経営学研究科にならって発足したばかりである。５月には研究会が数名

の教員の参加のもとで行われた。その後、懇親会も実施された。年間数回の研究会を行う予定

である。院生は多様な試みを企画しており、多くの教員の参加を期待している。こうした院生

の要求に応えるべく、環境整備が必要である。 

これを除くほかは留学生と交流する公式の行事は少なく、留学生の日本語教育支援とともに、

指導教員ないしは一部の一般学生による個人ベースの交流・対応が中心となっている点は問題

点として指摘される。 

学生の国別国際交流、教員・研究者の国際学術研究交流（長短期の派遣と受け入れ）の実績
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はほとんどない。本研究科においては、数年来の懸案であるものの、これら制度が整備されて

いない。これには、留学生の割合が高いため交換留学の必要性が少なく、一般学生からの国際

交流参加の強い要望はなく、教員・研究者の国際学術研究交流は個別の対応で乗り切ってきた

という事情が存在する。しかしながら、国際化への対応と国際交流の推進の必要性は教員一同

が感じていることである。 

国内の他大学・研究科との教育研究交流についても、個々の教員ないし研究室レベルでは適

宜実施されてきている。博士後期課程の学生には学会参加や発表が奨励されており、こうした

機会に他大学の院生との交流がなされている。本研究科全体としての取り組みはなされていな

い。以上、国内外の教育研究交流については、留学生の受け入れおよび大学院生による研究会

のバックアップなどにおいて長所があるものの、それを除くほかは本研究科としての取り組み

がなされておらず、個別の対応になってしまっていることが問題である。 

�改善方策（�来の改善・改�に�けた方策）� 
国内外との教育研究交流を推進する必要性は教員一同が感じているところであるが、本研究

科としての基本方針を第一に定める必要がある。その際には、在学生および教員の双方から意

見を聴取し、教育上有効かつ実現可能な基本方針を定めなければならない。それから、基本方

針に沿って、適切な制度を整備していかなければならない。改善方策としては、本学の学部（学

士課程）で存在する充実した国際交流プログラムを利用することができる。また、教員・研究

者の海外派遣および海外からの受け入れを制度化してその成果をフイードバックする仕組みを

構築すること、一線の国内外の研究者を招いての講演会を開催すること、共同研究が実施し易

い制度を整えること、割合の高い留学生に対する研究支援をさらに実施することなどが考えら

れる。 

 

④ 学位授与・課程修了の�定 
（学位授与） 
必��修士・博士・���学位の�々の学位の授与状況と学位の授与方針・基�の適切性

（大学基��ー� 表�） 
�現状������・��（長所と問題�）� 
１．現状 

本研究科の修士・博士学位の過去５年度の授与状況は、次頁の表にまとめられる。修士（博

士前期）課程については、継続的に修士（経済学）学位を授与しており、修了予定者に対する

学位授与率は満足すべきものである。博士（経済学）学位を取得する学生が本研究科から 2007

年に１名、2008 年に２名生まれた。 

２．���� 

入学者に対して学位を授与できる体制は整えられているが、定員が充足されていない。組織

的な取り組みによって入学者を増加させて、継続的に課程博士や論文博士を輩出できるよう制

度整備が必要であると考えている。 
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経済学研究科の学位授与者数（修了予定者数） 

 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 

修士（経済学） 8(9) 9(13) 6(6) 7(10) 7(4) 

博士（経営学） 0(0) 0(１) 0(１) １(2) 2(2) 

 

本研究科の授与方針・基準は、大学院学則および本学の学位規程に沿って、次のようになっ

ている。 

 

① 修士（経済学）の学位 

本研究科では、修士の学位授与方針・基準は、所定の在籍年数・科目履修などの諸条件（大

学院学則第３条、同第９条）を充足したあと、研究科委員会の定める審査委員による修士論文

の審査と口頭試問に続く、研究科委員会における審査報告、質疑応答ならびに合否の議決を経

て、「広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力または高度の専門性を要

する職業に必要な能力を涵養する」という前期課程の理念・目的の修了度を厳重に確認して、

学位を授与して良いか否かを決定する。また、審査委員は、指導教授１名のほか、当該論文に

関係のある科目担当者がその責を担い、あるいは必要があると認められる場合には本研究科の

課程以外の教員に審査を依頼することができる（学位規程第 10 条２）とし、学位授与方針・基

準に影響力のある審査を適切に行える態勢の採用可能としている。なお、研究科委員会におけ

る議決要件は、その構成員の３分の２以上が出席し、出席者の過半数の賛成であるが、全員一

致で合格の判定がなされるように努めている。 

② 博士（経済学）の学位 

課程博士の学位授与方針・基準についても、所定の在籍年数・科目履修などの諸条件（大学

院規則第３条、同第 10 条）を充足したまたは充足見込みの者がその論文計画に基づいて執筆し

た博士論文の提出を受け、主査たる指導教授１名および当該論文に関係ある科目担当の教授２

名以上の副査からなる審査委員による博士論文の審査および口頭試問に続き、研究科委員会に

おける審査報告、質疑応答ならびに合否の議決を経て、「専攻の学問分野において自立して研究

活動を行うに必要な高度の研究能力およびその基礎となる豊かな学識を授ける」という博士（博

士後期）課程の理念・目的を厳重に確認し、学位を授与しても良いか否かを決定することにな

っている。在籍年数・科目要件などの条件が異なるが、論文博士の学位授与方針・基準は他研

究学科と同じであり、特に「専攻の学問分野において自立して研究活動を行うに必要な高度の

研究能力およびその基礎となる豊かな学識」が厳重に確認されることになっている。さらに、

論文提出による博士の学位申請者に対して、本研究科では、その専攻分野および外国語に関し、

本研究科の博士課程を修了するのに要求されるのと同等以上の学力の有無につき、研究科委員

会の定める学力審査委員による試問によって確認することになっている。 

博士論文の審査委員は、必要があると認められれば、本研究科の課程以外の教授、またはほ

かの大学院または研究所等の研究員等の協力を得ることになっている（学位規程第 20 条２、第

32 条２）。また、学位授与の合否の決定は、研究科委員会においてその構成員の３分の２が出

席し、出席者の過半数の賛成によってなされる旨が規定されており、これらすべては学位授与

方針・基準の適切性の確保に資するものであると評価する。 
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以上、本研究科には学位授与の規則のなかに、科目履修（あるいは、論文博士では同等の学

力の有無の確認）の段階を含めて、学位論文の質を担保するプロセスが明文化されており、こ

れに厳格に基づいて学位授与を実施してきている。このため、修士・博士の学位の授与方針・

基準の適切性は十分に確保されていると考えられる。 

また、本研究科では年２回の審査を規定して、秋審査、春審査の手順とプロセスを内規で規

定した。課程博士の場合には２年次終了時に審査要求と論文計画書を提出することを定めてい

る。審査の条件として、論文３点以上、そのうち１点は査読付論文とした。院生の査読論文を

教員の『経済学論集』に掲載できるよう制度整備がなされた。 

���方�（��の��・��に��た方�）� 
論文博士が多く出るように体制作りが要請される。このために、社会人入学者が多くなるよ

う研究科の整備を進めてきた、2009 年には社会人１名の入学があった。さらなる取り組みのた

めに広報活動をしている。 

 
必��学位審査の透明性・客観性を高める措置の導入状況とその適切性 
�現状説明��点検・評価（��と問題点）� 

本研究科の学位審査の過程、要件と基準については、前項「修士・博士・専門職学位のおの

おのの学位の授与状況と学位の授与方針・基準の適切性」で説明したように本学の学位規程お

よび大学院学則によって、詳細に規定かつ運用されている。また、学位規程および大学院学則

の全文は、関係各部署で閲覧できるばかりでなく、本学のホームページ上で公開されている。

規定されている課程、要件と基準からなる措置によって、修士（博士前期）課程の学位審査の

透明性・客観性は保持されており、現状で問題となる点はない。ただし、学位審査の透明性・

客観性を高める措置が完全であるとは考えておらず、本研究科外部から外部審査員を加えるこ

とを検討している。 

���方�（��の��・��に��た方�）� 
点検・評価を継続していくとともに、本研究科が学位を授与した修了生の進路やその後の活

躍状況に注目していく必要がある。また、きたるべく論文博士の学位審査に備えて、本研究科

の博士（博士後期）課程の理念・目的に適う博士（経済学）号取得者を輩出するさい、その審

査の透明性・客観性が保持されるように、さらなる配慮が必要である。 

本件研究科では研究の公聴会の開催や審査済学位論文（少なくともその要旨）の公開がされ

ており、学位審査の透明性・客観性を確保している。また、外部審査員による審査も検討して

いる。 

 

���留学生に学位を授与するにあたり、�本�指導等講じられている配慮・措置の適切

性 
�現状説明��点検・評価（��と問題点）� 

本研究科では、学位を授与するための配慮・措置に関して、一般学生と留学生の特段の区別

をしていない。しかしながら、標準修業年限内に学位を修得しうる能力につき、入学試験です

べての受験生を厳格にチェックしている。すなわち、本研究科の入試においては、演習（特論

演習）において学位論文の指導をする、あるいは該当学問分野の教員が面接を行い、研究計画

の適切性とともに論文の執筆能力のレベルを確認する。さらには、１名から数名の少人数で毎

週開講される演習（特論演習）において、１年次から学生一人ひとりに応じた指導を実施する
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なかで、個々の指導教員が留学生に対する配慮・措置を講じている。このほか、留学生を中心

とした自主的な研究組織である「経済学研究科研究会」での研究発表や複数の審査委員による

学位論文審査は、留学生の日本語指導の拡充に寄与している。 

以上、留学生への日本語指導等講じられている配慮・措置は適切に機能していると考える。 

���方�（��の��・��に�けた方�）� 
入試時のチェックおよび入学後も特論演習で個別指導もなされているので問題がない。しか

し、留学生の一部には日本語の発表力に欠ける者もいるので、研究会発表で厳しく指導するよ

うにしている。 

 
（専門職大学院の修了要�等） 
必��法�上の規定や当該専門職大学院の教育�標と、修了認定に必要な在学期間および

修得単位数との適合� 
�現�����点�・評価（�所と問題点）� 

本研究科には、大学院設置基準に定められる大学院の課程のうち、修士（博士前期）課程お

よび博士（博士後期）課程のみが設置され、専門職学位課程は存在していない。 

���方�（��の��・��に�けた方�）� 
現在のところ、本研究科においては、修了した者に対し専門職学位を授与する課程を設置す

る予定はない。 

 
（課程修了の認定） 
必��標準修業年限��で修了することを認めている大学院における、�うした措置の適

切�、�当� 
�現�����点�・評価（�所と問題点）� 
１．現� 

本研究科の修士（博士前期）課程の標準修業年限は２年、博士（博士後期）課程の標準修業

年限は３年と定められている（大学院学則第３条）。ただし、大学院学則第 11 条１には、「博士

前期課程または修士課程に２年以上在学して所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受

けた上、本大学院の行う修士の学位論文の審査および最終試験に合格した者をもって、博士前

期課程または修士課程を修了したものとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績

を上げた者については、特例として１年以上在学すれば足りるものとする。」、さらに同条２に

は、「博士課程に５年（博士前期課程または修士課程を修了した者にあっては、当該課程におけ

る２年の在学期間を含む。）以上在学して所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた

上、本大学院の行う博士の学位論文（以下「博士論文という。」）の審査および最終試験に合格

した者をもって、博士課程を修了したものとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究

業績を上げた者については、特例として大学院に３年（修士課程に２年以上在学し、当該課程

を修了した者にあっては、当該課程における２年の在学期間を含む。）以上在学すれば足りるも

のとする。」と規定し、優れた研究業績を上げた者に対する標準修業年限の短縮を認めている。

現在のところ、当該規程の適用例はない。 

２．点�評価 

優れた研究業績を上げた者に対して早期の修了を認める道筋を用意していることは、人材育

成の観点から評価できるものである。適応例はないが、公平・厳格にまた、積極的に活用した
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い。 

���方�（��の��・��に��た方�）� 
標準修業年限未満での修了を特例として認める本研究科の措置の適切性、妥当性は、適用を

検討するさいの「優れた研究業績」の審査の適切性、妥当性にかかっている。現実に適用を検

討する事例が生じた場合には、どのように「優れた研究業績」を個別に審査するかについて、

通常の学位授与の審査のプロセス・基準も勘案したガイドラインの検討を進めたい。教員相互

でコンセンサスを得ておく必要がある。 

 
⑤ 通信制大学院 
（通信制大学院） 
必��通信制大学院にお�る、教育研究��方法、�位認�、学位授与の適切性と�のた

めの����の適切性 
�現���� 

通信制大学院は設置していないので該当しない。 
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�．経営学研究科 
���目標� 

研究科の目標は、『経営に係わる多面的な諸問題を対象に、研究・情報発信を行い、広い視野

と専門分野に関する深い見識をかね備えた、研究者および高度専門職業人を養成することを目

的とする。あわせて、複雑化する社会や企業・組織の現実の課題を常に踏まえ、地域社会に根

ざした知の交流の場を作り上げ、社会のニーズに応えるとともに、国際的に通用する社会有為

の人材を養成することを目的とする。』としている。この目標に沿って幅広い視点で経営問題を

捉え解決する能力の育成を目指している。 

 
① 教育課程等 
（大学院研究科の教育課程） 
必��大学院研究科の教育課程と�大学院研究科の理念・目的�びに学校教育法第 99 条、

大学院設置基準第３条第１項、�第�条第１項との関連 
�現���� 

本学における経営学教育のカリキュラムは幅広い視点で経営問題をとらえ解決する能力の養

成を目指している。問題領域を経営学、会計学、情報学、法学、国際経営、マーケティング、

経営心理の７分野に体系化し、それぞれ学部、修士、博士と系統化して立体的に構築されてい

る。特に前期課程では「広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力また

は高度の専門性を要する職業に必要な高度の能力を養う」という目的に適合させた科目編成を

行っている。前期課程では、必修科目としての特論演習（８単位）を含めて 30 単位以上の取得

を要す。修士の学位を得ようとする者は、原則として２年以上在籍し、修士論文を提出し、審

査委員会による審査を受け口頭試問に合格しなければならない。後期課程では、前述の７分野

にわたって、現代経営問題の基本と応用をカバーしうる科目を配置し「専攻分野について、研

究者として自立して研究活動を行い、またはその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な

高度の研究能力およびその基礎となる豊かな学識を養う」という後期課程の目的に適合する研

究指導が行われている。後期課程では、必修科目としての研究演習（12 単位）を含めて 20 単

位以上の取得を要す。博士の学位を得ようとする者は、原則として３年以上在籍し、博士論文

を提出し、審査委員会による審査を受け口頭試問に合格しなければならない。 

�点�・評価（��と問題点）� 
修士課程では経営学関連の７分野にわたって主要な科目の特論・特論演習が配置され、「経営

学研究の発展の基礎となる基礎的、創造的教育研究を行い、高度の専門知識を生かした職業人

を養成する」という経営学専攻の掲げた理念・目的との整合性が保たれている。この点、大学

院の基本的使命を謳った学校教育法第 65 条「学術の理論および応用を教授研究し、その深奥を

極めて、文化の発展に寄与することを目的とする」、ならびに大学院設置基準第３条第１項「広

い視野に立って清深な学識を授け、専攻分野における研究能力または高度の専門性を要する職

業等に必要な高度の能力を養う」という修士課程の目的にも十分適合していると評価しうる。 

後期課程は『一層幅広く、かつ深化された経営諸科学の専門知識の修得や研究能力の養成』

を目的として設立され、経営学関連７分野にわたって主要科目の特殊研究・研究演習が開設さ

れている。「専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、またはその他の高度に

専門的な業務に従事するのに必要な高度の研究能力およびその基礎となる豊かな学識を養う」

という大学院設置基準に掲げられている後期課程の目的に適合する研究指導が行われている。 
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�改�方策（将来の改�・改革に向けた方策）� 
世の中全般の流れでもあるが、本学においても学部は教養教育重視の方向にある。学部は専

門基礎を教育し、専門教育は大学院が主としてその役割を担う方向にある。大学院の研究と社

会に対する情報発信の役割も踏まえ、その将来の方向と改革に向けた方策について、研究科内

に設置された FD・自己評価委員会を中心に案を作り、研究科および大学院委員会において継続

的に議論・具体化を推進している。 

 
必���広い視野に立って��な学�を�け、専攻分野における研究能力�は�度の専門

�を要する職��に必要な�度の能力を養う�という修士課程の目的への適合� 
��状��� 

指導教員の演習８単位（毎年４単位）を必修とし、ほかの科目と合わせて 30 単位以上を習得

し、かつ修士論文の審査および最終試験に合格することが修了の条件になっている。また、指

導教員以外の演習については８単位まで修了単位として認めている。このように制度的には、

単にそれぞれの専門分野だけでなく、より広い視点に立って研究を進めることができるように

配慮している。前期課程では２年次の７月に修士論文計画書の提出を求め、特論演習担当者の

研究指導により修士論文の完成を目指す。 

�点検・評価（��と問題点）� 
特定分野に学生が偏在しており、一部指導教員に負担がかかる状態である。また、外国人留

学生が多く、日本人学生が少ない状態が最近続いている。また、学生の学力に相当の差があり、

一部修士論文の質の低下については注意が必要である。 

�改�方策（将来の改�・改革に向けた方策）� 
修士論文の質を確保するために、１年次から学生による定期的な研究発表会を行っている。

また負荷の集中する教員の学部分担を軽減することは検討課題である。 

 
必���専攻分野について、研究者として自立して研究活�を行い、�はその�の�度に

専門的な��に��するに必要な�度の研究能力�びその基礎となる�かな学�

を養う�という博士課程の目的への適合� 
��状��� 

経済学専攻、経営学専攻の両専攻とも、指導教員の研究演習 12 単位（毎年４単位）を必修と

し、ほかの科目と合わせて 20 単位以上を習得し、かつ博士論文の審査および最終試験に合格す

ることが修了の条件になっている。このように指導教員の研究指導が中心であるが、周辺分野

の科目についても指導教員と相談のうえ履修するよう指導しており、狭い分野にとらわれず視

野を広めた研究を自ら遂行する能力の涵養をは図っている。また、経営学専攻では『追手門経

営論集』を刊行しており、研究成果発表機会を十分に準備している。また、上記学内論文集に

限らず、学外の学会での報告、学会誌への投稿が奨励されている。 

�点検・評価（��と問題点）� 
教育内容については、目的に対して充分適合した指導が行われている。 

�改�方策（将来の改�・改革に向けた方策）� 
すでに述べたように、博士後期課程においては、社会の知を取り込む方針を掲げた。社会の

なかで活躍している優れた専門職や経営者に、その知見や課題を持ち込んでもらい、それを学

問的に論文化し、学位を取得してもらうように推進している。経営学研究科はその専門領域が
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広いことが特色で、そのために学位論文の質を維持しつつ、適正な評価が行えるように各分野

で博士認定基準について合意形成が求められる。 

 

必��学部に基礎を置く大学院研究科における教育内容と、当該学部の学士課程における

教育内容との関� 
�現���� 

学部に基礎を置く大学院研究科における教育内容については、学部教員が審査を経て大学院

の講義・演習を担当することとしており、大学院研究科における教育内容と当該学部の学士課

程における教育内容は、一貫性と適切性をよく保っている。 

�点検・評価（��と�題点）� 
学部における教育内容は学士課程における基礎的学力養成に重点を置き、研究科においては

より高度の専門知識の習得を目標としており、適切と考える。ただし、留学生が多い実態や、

今後の社会人の入学を促進する観点からは、本学における一貫性だけに加えて学生の多様なレ

ベルに対応できる教育内容の幅が求められる。 

�改�方�（将来の改�・改革に向けた方�）� 
ほかの大学から入学する留学生に対しては、基礎学力の補強が必要なケースがある。これら

については現時点でも学部の授業に参加させるケースがあるが、この仕組みを制度的に整備す

ることを検討する予定である。また、2010 年度よりスタートする企業情報システムに関するカ

リキュラムは、当初より学部における基礎的コースと、大学院における高度なコースを設定し

大学院レベルには社会人を科目履修生として導入する計画である。 

 
必��修士課程における教育内容と、博士(後期)課程における教育内容の適切性および�

�の関� 
�現���� 

教員が資格審査を経て、博士後期課程の講義・演習担当となるため、一貫性は保たれている。

しかしながら、定年退職などにより博士後期課程演習担当の教員が少なくなる見通しであり適

切に昇任を図る必要がある。 

�点検・評価（��と�題点）� 
博士後期課程の担当教員が不足しないように、積極的に昇任を図る必要がある。また、博士

後期課程は社会人にそのマーケットを求めているが、社会人側のニーズと現在の博士後期課程

演習担当教員の専門分野には乖離があると考えている。現在の人事制度ではこの解決は難しく、

将来の課題として残されている。 

�改�方�（将来の改�・改革に向けた方�）� 
博士後期課程に社会人を迎える方針は功を奏しつつある。今後、前期課程の充実および前期

課程から後期課程に進学する学生を増やすなかで教育内容および分野の強化の方針を見極めた

い。あわせて、大学院レベルでの教員人事制度の柔軟性に向けた改革が必要である。 

 

必��博士課程(一貫制)の教育課程における教育内容の適切性 
�現���� 

一貫性としての博士課程の教育においても、前述したように教員が資格審査を経て博士後期

課程の講義・演習担当となるため、教育内容の一貫性は保たれる。後期課程の指導は高度に専
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門的になるために教員の専門性と学生の研究テーマが合致することが指導の前提で、後期課程

に進学したいという希望を持っている学生には、それを前提にした指導を行い能力を判断した

うえで受け入れる。 

�点検・評価（長�と問題点）� 
博士課程（一貫制）については、前期課程から後期課程に進学した学生は何人もおり、その

点は評価できる。2009 年度には課程博士が誕生する見通しである。現在、大学院の一般的な問

題としては研究者としての出口が極めて狭い状況にある。したがって研究者育成だけに焦点を

しぼった博士課程（一貫制）は存立が難しいということであり、プロフェッショナル教育や社

会人教育にその市場を求める必要がある。すでに述べたように博士後期課程に社会人を直接受

け入れるという新たな方針は功を奏しつつあるが、博士課程（一貫制）としての方針は未確立

である。 

�改善方策（��の改善・改革に�けた方策）� 
博士課程（一貫性）に関する方針は模索状態である。研究者養成は限定的とならざるを得ず、

社会人をターゲットにする限りプロフェッショナルスクール化は避けて通れないと考えている

が大きな投資とリスクがあり経営レベルでの議論に至っていない。現時点での方針は、博士後

期課程および前期課程へのそれぞれの社会人の受け入れで数年以内に一定の成果を上げるなか

でマーケットの存在を確かめ、改革に着手することにある。 

 
必��博士課程における、入学から学位授与までの教育システム・プロセスの適切性 
�現状説明� 

開講科目については、シラバスを作成しており学生が事前に閲覧をすることができる。また、

入学を希望する学生は事前に指導教官と面談をし内諾をするのが通例である。そのうえで学年

度初めに開催されるオリエンテーションにおいて、各教員の自己紹介、開講科目の説明を行い、

研究科長から教育理念・目標とともに教育システム全体についての説明を実施している。その

うえで最終的に指導教官と研究テーマを決定している。経営学研究科は比較的担当教員が多い

ので、研究および論文作成にあたっては適切な指導がなされている。学会発表あるいは研究科

内の研究発表など研究論文の質を担保するための仕組みが用意されている。成績評価や学位授

与に関する基準についてはシラバスなどにより、入学時に周知徹底するとともに、厳正に運用

している。また、研究科内に FD 委員を置き FD に関わる組織的な取り組みを行っている。 

�点検・評価（長�と問題点）� 
入学から学位授与までの教育システム・プロセスは適切に設定され、かつ運用されている。

ゼミ選択については、基本的に受験前に指導教官と面談をし内諾をするのが通例であるので、

オリエンテーション時にはほとんど決定しているのが実情である。この問題は、特定の教員に

学生が偏ることや、より適切な指導教官の選択がかならずしもなされないことが挙げられる。 

�改善方策（��の改善・改革に�けた方策）� 
ゼミ選択の方式については改善の余地があると考えており、その方策について検討中である。

また、学生の発表の機会を増やすために、院生主体の研究会の開催頻度を上げるとともに、セ

メスターごとの発表の制度化を検討中である。 

 
（大学院研究科の教育課程） 
必��専門�学位課程の教育課程と、専門�学位課程制度の目的�びに専門�大学院��
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の教育目�との適合性 
�現状��� 

専門職学位課程は設置していないので該当しない。 
 
（授業�態と単位の��） 
必須�各授業科目の特�・内容や履修�態との��における、その各�の授業科目の単位 

計算方法の妥当性 
�現状��� 

博士前期課程においては、指導教員の演習Ⅰ、演習Ⅱ各４単位計８単位を必須とし、ほかの

特論科目をあわせて 30 単位を修得しなければならない。指導教員以外の演習を履修した場合や

その他の専攻の授業科目を履修した場合は、それぞれ合計８単位まで修了単位として認定され

る。そのうえで修士論文の審査に合格しなければならない。博士後期課程においては、指導教

員の研究演習 12 単位を必須とし、特殊研究２科目８単位とあわせて 20 単位を修得し、かつ博

士論文の審査に合格しなければならない。 

���・��（��と���）� 
指導教官の演習およびそれ以外の履修を認めており、そのバランスも含めて単位計算方法は

妥当である。 

�改善方策（��の改善・改�に�けた方策）� 
適切、妥当な状態であるので、特段の改善方策を必要としない。 

 
（単位互換、単位認定等） 

必須�国内外の大学院等での学修の単位認定や�学前の既修得単位認定の適切性（大学院

設置��� 15 �） 
�現状��� 

現在は、国内外の大学等との単位互換、単位認定制度はない。 

���・��（��と���）� 
不断に進展する経営職能の高度化・複雑化に対し、自前の限られた経営資源では、時代にあ

った魅力ある教育課程、指導体制の十分な整備は困難である。したがって、他大学等との単位

互換制度を始めとする協力体制が求められる。 

�改善方策（��の改善・改�に�けた方策）� 
単位互換に限らず、国内外の大学・大学院・ビジネススクール等と積極的な提携を結び教育

課程、研究指導体制の充実に取り組む必要がある。国内ではさしあたって近隣の経営系大学院

との連携に努め、国外については既存の教員交換、学生交換の提携先を含め、経営学分野の教

員の海外研究交流先（欧米、アジアなど幅広く分散している）との提携の可能性を模索してい

る段階である。 

 
（社会人学生、外国人留学生等�の教育�の��） 

必須�社会人、外国人留学生に対する教育課程編成、教育研究指導�の�� 
�現状��� 

研究科の学生のうち、外国人留学生が大半を占めている。また、社会人の博士後期課程の学

生も在籍している。特に外国人留学生用の教育課程を編成してはいない。社会人学生に対して
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は、指導教官によっては、土曜などに企業の経営者や社会人、研究者を含めたゼミを行うなど

の対応をしている。比較的オープンなゼミで、研究促進に加え、社会人学生の教育に効果を上

げている。 

�点�・評価（長�と問題点）� 
社会の変化に対応して、また大学院の経営の方向としても、社会人をターゲットにする必要

があり、実現に向けては、それにふさわしい教育課程を編成し、諸制度を整備する必要がある。

また、留学生に向けてはよりよい教育に向けた改善が求められる。日本語については入学時に

ふるいにかけているので現時点では特段の手立ては講じていない。中国人留学生については英

語の能力が不足しているケースが多く、よりよい研究や就職のために改善が望まれる。現時点

では組織的な対応はしていない。 

�改善方�（��の改善・改�に向けた方�）� 
生涯教育については、そのニーズは多様ではっきりと見えているわけではない。またキャン

パスの立地条件や、教員の負荷の問題なども大きい。したがって、短期的にはニーズが顕在化

している幾つかの分野について、社会人や研究者を含めた知の交流の場を作るところからはじ

めている。会計分野では税理士資格を目的とする「会計研究会」がそれに該当するが、ビジネ

ス心理や情報の分野でも、同じような「島」づくりを行おうとしている。優れた経営者・専門

家を取り込むために、受託研究制度、受託研究員制度を 2009 年３月に立ち上げ、その成果も上

がりつつある。また、長期履修制度や授業料の戦略的な設定も必要である。日本は欧米には遅

れているが、経営者や専門家の学位取得ニーズも今後顕在化してくると想定している。中期的

には、海外提携大学などを含めた科目履修によるプログラムなど、マーケットニーズにあった

商品設計が求められる。2009 年度に試行的に実施した経営情報分野の講義（ERP 研究会）が好

評であったため、2010 年度においては、社会人も科目履修生として参加可能な講義科目を立ち

上げる予定である。 

 
（連合大学院の教育課程） 
必��連合大学院における、教育内容の���・���を��するための方�の��� 
�現���� 

連合大学院の教育課程は設置していないので該当しない。 
 
（「連携大学院」の教育課程） 
必��研究��と連携して大学院課程を��する「連携大学院」における、教育内容の�

��・���を��するための方�の��� 
�現���� 

連携大学院の教育課程は設置していないので該当しない。 
 

② 教育方法� 
（教育効果の測定） 
必��教育・研究指導上の効果を測定するための方法の��� 
�現���� 

博士前期・後期課程における教育・研究指導上の効果は、修士論文、博士論文を作成するプ

ロセスの形成とでき映えによって、最終的に測定・評価されることになる。そうした教育・研



３．教育内容・方法（経営学研究科） 

 247 

究指導上の効果を測定する前提として、大学院担当教員は、院生の研究課題と興味に留意しな

がら、次のような項目に重点を置くよう心がけている。（１）基礎的専門知識の習得、（２）研

究テーマへの熱意と創造性、（３）論理的思考力の習得と涵養、（４）マナーを含めた人格の形

成である。そのうえで、院生の研究報告、レポート提出、論文発表などの機会を捉えて、そう

したものに対する準備の度合い、創造性の度合い、論理性の度合い、基盤とする専門知識や隣

接分野に関する知識の度合い、口頭表現力や文書表現力の度合いを院生各個人別に測定するこ

とによって、教育・研究指導上の効果を確認するようにしている。 

特に、演習担当教員は、限られた期限内に修士論文、博士論文を完成させるために、院生と

の議論を重ねながら論文の作成プロセスを詳細に作り上げ、その進捗状況から教育・研究指導

上の効果を測定するようにしている。具体的には、１年次の履修登録時における予備的研究テ

ーマの登録に始まり、演習担当教員との指導のもとでの修士論文テーマの絞込みと研究計画の

作成、そして、２年次での修士論文テーマの最終決定と目次・内容概要の提出、修士論文内容

の中間報告、修士論文の完成と提出といった論文作成プロセスである。後期課程においても、

指導教官のもとで同様の方法を用いて３年間の研究計画が作成され、博士論文の指導が行われ

ている。 

このような院生に対する教育・研究指導上の前提条件を基礎に、担当教員によって作成され

る詳細な指導プロセスそのものが、教育・研究指導上の効果を測定する方法そのものとして機

能していると言える。 

�点検・評価（��と問題点）� 
教育・研究指導上の効果を測定する、言い換えれば履修科目の評価と単位認定は、原則とし

て担当教員の裁量に委ねられている。各専門分野における専門研究者であるという点において、

能力的にも、制度的にも妥当であると言える。加えて、各担当教員が効果を測定する前提とし

て、さきに指摘したような項目を重視し、判断基盤にしていること、そして、詳細な指導プロ

セスの作成とその進捗状況の把握を常に心がけていることを考えれば、絶対的にも、相対的に

も厳正かつ公平な評価方法としての基準が保たれていると言える。 

しかしながら、本研究科の先行きを注視するとき、入学する院生の多様化、特に海外留学生

の占める割合の高率化と、院生が選択する研究分野の偏りなどの現象は、基礎学力の欠如、コ

ミュニケーションの困難、選択分野に該当する教員の不在などの問題を発生させる危険を持っ

ている。それによって、担当教員個人を中核とする教育・研究指導体制と詳細な指導プロセス

の作成による測定・評価方法では、これまでのようなよりよい教育・研究指導上の効果を期待

できないだけでなく、測定することさえ困難になりかねない問題があることは認識している。 

���方�（将来の��・��に向けた方�）� 
大学院における教育・研究は、専門分野における高度な専門知識の学習に中心が置かれるこ

とから、各担当教員が指導プロセスの作成とその実行のなかで主体的かつ客観的に教育・研究

指導上の効果を測定することは妥当であると思われる。しかしながら、現状さらには将来に目

を向ける時、院生の構成や資質から、さきに指摘したような問題点を引き起こす可能性が高い

ことから、従来の担当教員を中核とした指導と効果の測定を基盤としながらも、ほかの担当教

員からの助言やサポートを常時得られるように、そうした問題を忌憚なく議論・検討する協力

体制（組織構造）を作り上げるような方向性を模索する必要があると思われる。完全な集団指

導体制とは言わないまでも、全担当教員による協力体制のもとで、担当教員個々人が自己の専

門知識を存分に発揮でき、教育・研究指導上の効果を公平に、かつ、厳格に測定・評価できる
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ような組織構造を設定するための準備を進めている。2009 年度に入学した博士後期課程の社会

人学生については、専門分野を考慮し、演習担当の教員に加え複数の教員による集団指導体制

で臨んでいる。2010 年度の博士後期課程の社会人学生についても、当初からベンチャービジネ

ス研究所との連携や受託研究プロジェクトの設定を含め集団での指導を想定している。 

 
（成績評価法） 
���学生の資質向上の状況を検証する成績評価法の適切性 
�現状��� 

大学院での講義、演習は、受講生が少人数であるところから、一般的に演習形式の授業形態

をとっている。そのため、一方的な講義ではなく、講義内容の理解状況、授業内容に関する問

題点の把握や質疑応答による議論、創造性と論理性を求めたレポート提出や口頭発表などの方

法を通して、院生各個人の資質向上に対して成績評価が行われている。言うまでもなく、以上

のような授業の構成要素をどのような割合で組み合わせ、院生の資質向上を図り、成績評価を

するのかは、担当教員に任されている。「教育・研究指導上の効果を測定するための方法の適切

性」で指摘したように、指導プロセスの実行のなかで、院生の資質向上を図るとともに、院生

による情熱、努力、成果の度合いを測ることから成績評価をするという体制は、現時点におい

ては、客観性と公平性を確保しているものと言える。 

�点検・評価（長所と問題点）� 
教育・研究指導のための前提項目と詳細な指導プロセスの実行をベースに、担当教員が授業

の構成要素を組み合わせることによって、院生の資質向上を検証し、成績評価をする体制は、

一応の客観性と公平性を保つとともに、担当教員の教育・研究に対する姿勢や哲学に院生が接

する機会を提供することになる。専門分野の相違によって、また教育・研究へのアプローチの

相違によって、担当教員の授業構成や方法、さらには成績評価の方法に相違が存在することを

認識することは、院生自身がそうした相違の意味を理解し、自己の研究と学習に取り入れるこ

とができれば、結果として院生の資質向上につながることから、成績評価の体制としては適切

であるといった長所があると言える。 

しかしながら、逆に院生が、そうした相違を単なる相違として捉え、相違の意味する内容を

深く考え、自己の研究と学習に取り入れられないとすれば（院生の能力不足、無関心意思疎通

不足などを原因とする）、学生の資質向上の状況を検証する成績評価法としては、不満と不公平

の感情を残すことになるといった問題点が存在している。 

���方�（��の��・��に向けた方�）� 
現行では、演習担当教員を中心に、院生への個人指導を強化するなかで、上記のような問題

点の解決を図ることが重要となる。同時に、研究科全体としては、担当教員が院生の資質向上

をいかに行い、検証し、評価しているかの情報を集めるとともに、他方で院生が講義構成や成

績評価にいかなる理解と認識をしているかの情報を集め、双方の情報をプールし、共有するこ

とから、より個性のある、そして、より客観的な評価を得られる授業形態を模索できる体制を

整え、院生の資質向上に努めることが要求される。研究科に FD 委員と FD 委員会を設置しこの

ことを推進している。院生の発表の場である経営研究会の開催やその後の懇親会などでのフラ

ンクな意見交流を心がけている。また研究科委員会の場を単なる連絡・決定だけでなく悩みや

意見を交わせる場とするよう心がけている。 
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必��専門職学位課程にお�る履修科目��の上�設定とその運用の��性 
�現状�明� 

専門職学位課程は設置していないので該当しない。 
 

（研究指導�） 
必��教育課程の展開�びに学位論文の作成�を通�た教育・研究指導の��性 
�現状�明� 

本研究科前期課程では、卒業までに指導教員の演習８単位（毎年４単位）を必修とし、ほか

の科目と合わせて 30 単位以上を修得し、かつ修士論文の審査および最終試験に合格することが

修了の条件となっている。また指導教員以外の演習については、８単位まで修了単位として認

めている。この制度は、単に専攻した専門分野にのみ知識の習得が偏ることなく、より広い視

点から研究を進めることにより、新しい発想や考え方を創造できるよう配慮したものである。 

後期課程においても、指導教官の研究演習 12 単位（毎年４単位）を必修とし、ほかの科目と

合わせて 20 単位以上を修得し、かつ博士論文の審査および最終試験に合格することが修了の条

件となっている。後期課程では、指導教員の研究指導が中心であり、指導教員との相談のもと

で履修する科目を指導するようにしている。ここでも狭い専門分野にとらわれず、広い視野か

ら自己の研究を進めていく能力の涵養を図れるよう配慮している。そして、教育・研究指導の

成果を問う手段として、追手門経済経営論集、院生論集を刊行して十分な機会を準備している。 

以上のような前期課程・後期課程での教育課程の展開と学位論文の作成を遂行するうえで、

担当教員は、常に教育・研究指導のための前提項目と詳細な指導プロセスの実行をベースに、

各担当教員の専門知識に基づく個性、哲学、理念を院生に提供することから、学位論文の作成

に新たな内容と考え方が取り入れられるよう指導している。 

�点�・�価（長所と問題点）� 
教育課程の展開と学位論文の作成に関する教育・研究指導は、制度的にはおおむね整えられ

ている。制度面（ハード）に対して、担当教員による教育・研究指導の実行というソフト面に

おいても、個別的にではあるがさまざまな試みや試行がなされている。ハードとソフトの両側

面がうまくかみ合うことによって、教育課程の展開さらには学位論文の作成が、よりスムーズ

に遂行され、成果が出るように工夫されつつあることは１つの長所であると言える。 

しかしながら、外国人留学生の構成比率が高い状況のなかで、言葉の障壁による意思疎通の

困難性、基礎的専門知識の欠如、文化の相違による価値観の相違、教育や研究に対する考え方

やものの見方の相違が表面化するとき、現在の指導方法が十分に機能しなくなるとともに、学

位論文の質の低下をもたらす危険性があることに注意する必要がある。 

���方策（��の��・��に��た方策）� 
制度的（ハード）には整備されている教育・研究指導体制をより機能的に運用するためのソ

フト面からの仕組みを整備する必要がある。特に、外国人留学生の構成比率が高いことを考慮

に入れながら、授業や研究発表に対する心構えや留意事項を明確に提示したり、修士論文作成

に関しての留意事項を詳細に、かつ十分に理解させる方法と機会を作ることが求められる。担

当教員に対する意見聴取では、すでにこうした問題点に留意して、個人的に解決策を実行して

いる事例を得ている。研究科全体として、そうした個人的な問題解決策をオープンに議論する

場を設定するとともに、共有された考え方やものの見方を教育・研究指導に取り入れていく努

力を急ぐ必要がある。 
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また教育の質、学位論文の質の低下を避けるために、あるアカデミック領域を中心に、ほか

の領域や研究科をも視野に入れたコラボレーションを形成することから、新しい教育や研究の

創造を試みる「島づくり」構想も進行中である。これによって、演習担当教員の専門領域をコ

アに、ほかの担当教員からのサポートを得ることから、研究・教育の焦点が定まるとともに、

広い視野を持った教育・研究指導が可能となり、その成果が学位論文作成の成果として現れる

ことを期待している。 

 
��：学生に対する履修指導の��性 
��：指導教員による個別的な研究指導の�実度 
�現状��� 

本研究科では、院生に対する教育・研究指導は、演習担当教員の主体性に大きく依存して行

われている。集団指導体制への指摘や議論が存在することは認識しているが、このスタイルが、

これまでの大学院の教育・研究を支えてきたものであり、現時点ですぐさま否定することはで

きない。そこで、本研究科においても、担当教員による個人的指導をサポートする意味で、ほ

かの担当教員の演習を８単位まで履修可能としたり、「島づくり」構想を議論したりしている。

言うまでもなく、演習担当教員の主体性に依存するとは言え、これまでにも幾度となく指摘し

てきた教育・研究指導のための前提項目と詳細な指導プロセスの実行という基本的合意が根底

に存在している。 

以上のような現状を踏まえて意見聴取を実施したところ、担当教員による研究指導として次

のような取り組みが行われていた。 

（１）週１回は、公式の授業とは別に、修士論文の研究経過と照らし合わせて院生に個別指導

を個々に行い、助言を与えるようにしている。 

（２）年に数回は実態調査や企業訪問を行い、理論と実践の相互関係を実感させ、修士論文の

作成に役立たせている。 

（３）他大学の研究室に連れ出し、異なる環境や雰囲気を経験させることから、研究への刺激

を与えるようにしている。 

（４）月に１回は、外部の学会に参加・発表させることから、院生自身の論文内容に客観的な

評価を受け、さらなる修士論文の質的向上を図っている。 

（５）常日頃から、電話やメールで院生とコンタクトを取り、修士論文の作成状況を把握する

ことから、随時個別に補習的、補講的指導を行っている。 

こうした演習担当教員の研究指導に対する個別的な取り組みは、あくまで各担当教員の主体

性によるものであり、かつ、研究分野やテーマにも左右されるものであるが、それぞれ教育・

研究指導の幅をひろげ、効率化を促進するものとして評価できるものと言える。 

�点�・評価（��と問�点）� 
教育・研究指導の前提項目と詳細な指導プロセスの実行を基盤に、担当教員の自主的な個別

的指導が、さまざまな形で行われていることは、教育・研究指導の個性と創造性が院生の研究

姿勢や論文作成の効率化に寄与するという意味で大いに評価できるところである。現在のとこ

ろ、こうした個別的研究指導は、担当教員の自主性に依存し、特定の演習に属する院生に限定

されるものであり、研究科として組織的に行われていない。研究分野・研究テーマによって、

教育・研究指導の理念や方法が相違することを考えれば、現状の個別的指導は妥当であり、評

価できるところであるが、院生全体に対する研究指導という視点から見れば公平性を欠くきら



３．教育内容・方法（経営学研究科） 

 251 

いもあり、教育・研究指導のアンバランスという問題を引き起こす可能性もある。 

�改善方策（将来の改善・改�に向けた方策）� 
特定の専門分野に関連した研究指導を担当教員が工夫する結果として、さまざまな個別的指

導方法が創造されることは評価に値することであるが、研究科全体として、本格的で、組織的

な検討・議論が不足している。教育・研究指導の方法を一律化したり、マニュアル化したりす

ることは、大学院の教育・研究において自由と創造性を追及するうえで、まず避けなければな

らない前提ではあるが、教育・研究指導の向上に役立つ要因として、その有用性をオープンに、

忌憚なく検討し、意見交換できる場は有用である。研究科 FD 委員会の一層の活性化に取り組む

方針である。 

 
（医学系大学院の教育・研究指導） 
必��医学系大学院における��系専�の学生に対し、�院内�でなされる教育・研究指

導とこれを�える人的、�的体制の�実� 
�現状��� 

医学系大学院は設置していないので該当しない。 
 
必��医学系大学院における��系専�の学生について、��研�と研究の�立を��さ

�るための��の状況とその��性 
�現状��� 

医学系大学院は設置していないので該当しない。 
 
（教育・研究指導の改善への組織的な取り組み） 
必��教員の教育・研究指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み（���ル�

�・��ベ��プ�ント（��））およ�その有�性 
�現状��� 

研究科のなかに、FD 委員会が設置され教員の教育・研究指導方法の改善を促進するための組

織的な仕組みができている。また、2008 年の夏から 2009 年春にかけて経営学研究科の将来に

ついて研究科全体で議論が行われた。そのなかで FD の観点からの議論がなされた。研究科の教

育の理念・目標とともに、そのための FD のあり方も議論された。学部レベルでは多くの取り組

みが行われてきたが、大学院レベルではその規模が小さいこともあり、余り力を入れてこなか

ったのが実情である。議論の過程を通じて、教員の共通認識が深まった状況にある。 

�点検・評価（��と問題点）� 
本研究科でも、FD 委員会が新たに設けられ、従来の自己評価委員とともに研究科に内在する

問題点を洗い出し、議論する体制を整えつつ活動を開始している。議論の対象は、今のところ

教育・研究指導の改善を促進するものに限られるのではなく、多岐にわたっているのが現状で

あり、組織的な取り組みのスタート・ラインに就いたところである。 

�改善方策（将来の改善・改�に向けた方策）� 
博士後期課程へは経営者・専門家などの優れた社会人を取り込む方針は成果を上げつつあり、

そのための集団指導体制や、受託研究による社会との連携などの方策も実現しつつある。博士

前期課程における日本人学生の受け入れについては、社会の変化に対応した新しい教育目標の

柱を打ち立てる必要があり、そのための仕組みとして会計研究会や ERP 研究会などをスタート
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しており、その成果が上がりつつある。留学生マーケットについては、その問題点、改革の方

向が充分定まっておらず、模索状態である。 

 

必��シラバスの作成と活用状� 
�現状説明��点検・評価（��と問題点）� 

シラバスは、本学のホームページ、さらには“UNIVERSAL PASSPORT”からも常時検索できる

状態にある。このシラバスには、講義のテーマ、目標、講義内容、講義の進め方、教科書や参

考書、評価方法などが記載されている。本研究科では、さらに「経営学研究科 講義選択ガイ

ド」としてこれを冊子形態に作成し直し、院生全員に配布している。加えて、学年の開始時に

院生全員を集めて担当教員が「講義選択ガイド」を基に直接説明する機会を設定している。講

義内容や指導方法をオープンに公表するというシラバスの適切な利用と効果を図るだけでなく、

短時間ではあれ、担当教員をじかに知ることは、担当教員の個性や考え方（創造性）の一端に

も触れることにもなり、シラバスの活用という点に加えて、講義選択にとって有益なことであ

ると考えている。 

�改�方策（��の改�・改革に向けた方策）� 
シラバスの作成と担当教員による説明会の組み合わせによって、シラバスの適切性は、かな

りの程度達成されている。ただシラバスには、演習科目も記載されているが、講義科目に比較

して内容が単調になる傾向が見られる。演習を選択する院生の研究テーマや興味が、それぞれ

に相違することから、演習内容や指導の進め方を柔軟に対応させる必要もあり、演習内容や演

習計画をあらかじめ明確に策定することが困難であることを思えば、当然とも言える。今後は、

こうした演習科目においても、講義科目に比較して遜色のないシラバスの作成が実現可能かど

うかの検討が残されている。シラバスから教員のホームページにリンクを張り、具体的な研究

テーマやプロジェクトにアクセスできるようにするなどの取り組みについては、できるところ

からスタートするつもりである。 

 

必��学生による授業評価の活用状� 
�現状説明��点検・評価（��と問題点）� 

授業に対する院生の意見や要望、さらには、評価は、受講者が少数でもありかつ、個人情報

との関連からもフォーマルに実施するのではなく、日常の授業の中や、授業の外など、いろい

ろな機会をとらえ、担当教員と院生との人間関係と信頼関係を基に、インフォーマルな形で収

集し、分析することから指導教員の指導に役立てるよう努力しているのが現状である。 

�改�方策（��の改�・改革に向けた方策）� 
院生による授業評価の実施は、さまざまな理由から困難であるが、これまで指摘してきた本

研究科の指導体制を基盤に、インフォーマルな形で収集、検討する限り、特別な問題を出現し

ていないことを考えれば、一応の授業評価に相当する成果を得られていると言える。今後は、

授業評価の方法とその活用に関して組織的かつ制度的に再検討が必要かどうかに関して議論を

進める方針である。 

 
③ �内外との教育研究�� 
（�内外との教育研究��） 
必������の対応と����の�進に関する基本方針の適切性 
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�現�����点�・��（長所と問題点）� 
本研究科に在籍する留学生は、2008 年５月１日現在で、修士（博士前期）課程 31 名、博士

課程１名である。在学生全体に占める留学生の割合は、修士（博士前期）で約 81.6％―博士課

程 20.0％―と高く、学生の受け入れにおいて一定の国際化への対応が図られていると考える。

留学生の多くは、本研究科に入学する以前から日本に滞在しまたは自力で日本語の勉強をして

きており、かつ本研究科での学修にたえうるか否かの日本語の能力を入試において厳しくチェ

ックしているため、意思疎通に大きな問題がある事例は発生していない。また、2007 年６月に、

留学生を中心とした本研究科学生による自主運営組織である「追手門学院大学院経営研究会」

が本研究科の教員を顧問として発足し、年間数度の研究発表会・フォーラムの開催、工場見学、

懇親会パーティなどを通じた学内外との交流活動を開始し成果を上げている。 

しかしながら、これを除くほかは留学生と交流する公式の行事は少なく、留学生の日本語教

育支援とともに、指導教員ないしは一部の一般学生による個人ベースの交流・対応が中心とな

っている点は問題点として指摘される。つまり、大学院レベルにおける国際交流の推進に関す

る基本方針は存在しない。また、全学的な国際交流教育センターにおいても大学院を念頭に置

いた活動はほとんどない。 

学生の国別国際交流、教員・研究者の国際学術研究交流（長短期の派遣と受け入れ）の実績

はほとんどなされてない。本研究科においては、数年来の懸案であるものの、これら制度が整

備されていない。これには、留学生の割合が高いため交換留学の必要性が少なく、一般学生か

らの国際交流参加の強い要望はなく、教員・研究者の国際学術研究交流は個別の対応で乗り切

ってきたという事情が存在する。しかしながら、国際化への対応と国際交流の推進の必要性は

教員一同が感じていることである。 

国内の他大学・研究科との教育研究交流についても、個々の教員ないし研究室レベルでは適

宜実施されてきており、成果を上げているところであるが、本研究科全体としての取り組みは

なされていない。 

以上、国内外の教育研究交流については、留学生の受け入れおよび大学院生による研究会の

バックアップなどにおいて長所があるものの、それを除くほかは本研究科としての取り組みが

なされておらず、個別の対応になってしまっていることが問題である。 

�改善方策（�来の改善・改�に�けた方策）� 
国内外との教育研究交流を推進する必要性は教員一同が感じているところであり、本研究科

としての基本方針を第一に定める必要がある。その際には、在学生および教員の双方から意見

を聴取し、ニーズがあり、教育上有効かつ実現可能な基本方針を定めなければならない。それ

から、基本方針に沿って、適切な制度を整備していかなければならない。改善方策としては、

本学の学部（学士課程）で存在する充実した国際交流プログラムを利用する（加えて、留学期

間を在学期間に振りかえる）こと、教員・研究者の海外派遣および海外からの受け入れを制度

化してその成果をフィードバックする仕組みを構築すること、一線の国内外の研究者を招いて

の講演会を開催すること、共同研究を実施し易い制度を整えること、割合の高い留学生に対す

る研究支援をさらに実施することなどが考えられる。 

 
④ 学���・課程修�の�定 
（学���） 
必��修士・博士・�門�学�の�々の学�の����と学�の��方針・基�の適切性
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（大学基礎��� 表�） 
��状������・��（�所と問��）� 

本研究科の修士・博士学位の過去５年度の授与状況は、下表にまとめられる。修士（博士前

期）課程については、継続的に修士（経営学）学位を授与しており、15 名の入学定員に対する

学位授与率は満足すべきものである。博士（経営学）学位を取得する学生は本研究科から出て

いないため、指導教員だけではなく、組織的な取り組みが今後は必要であると考えている。 

 
 経営学研究科*の学位授与者数（修了予定者数） 

2004 年度 2005 年度 2006 年度 2007 年度 2008 年度 

修士（経営学） 11（14） 13（17） 13（18） 21（27） 22（21） 

博士（経営学） 0（ 0） 0（ 3） 0（ 4） 0（ 6）  2（ 0） 

＊ 2006 年 4 月１日開設以前は、経済学研究科経営学専攻 

 

本研究科の授与方針・基準は、大学院学則および本学の学位規程に沿って、次のようになっ

ている。 

① 修士（経営学）の学位 

本研究科では、修士の学位授与方針・基準は、所定の在籍年数・科目履修などの諸条件（大

学院学則第３条、同第９条）を充足したあと、研究科委員会の定める審査委員による修士論文

の審査と口頭試問に続く、研究科委員会における審査報告、質疑応答ならびに合否の議決を経

て、「広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力または高度の専門性を要

する職業に必要な能力を涵養する」という前期課程の理念・目的の修了度を厳重に確認して、

学位を授与しても良いか否かを決定する。 

本研究科では、審査委員による論文審査および口頭試問がなされ、学位授与基準の維持・向

上に寄与している。また、審査委員は、指導教授１名のほか、当該論文に関係のある科目担当

者がその責を担い、あるいは必要があると認められる場合には本研究科の課程以外の教員に審

査を依頼することができる（学位規程第 10 条２）とし、学位授与方針・基準に影響力のある審

査を適切に行える態勢の採用可能としている。なお、研究科委員会における議決要件は、その

構成員の３分の２以上が出席し、出席者の過半数の賛成であるが、全員一致で合格の判定がな

されるように努めている。 

② 博士（経営学）の学位 

課程博士の学位授与方針・基準についても、所定の在籍年数・科目履修などの諸条件（大学

院規則第３条、同第 10 条）を充足したまたは充足見込みの者がその論文計画に基づいて執筆し

た博士論文の提出を受け、主査たる指導教授１名および当該論文に関係ある科目担当の教授２

名以上の副査からなる審査委員による博士論文の審査および口頭試問に続き、研究科委員会に

おける審査報告、質疑応答ならびに合否の議決を経て、「専攻の学問分野において自立して研究

活動を行うに必要な高度の研究能力およびその基礎となる豊かな学識を授ける」という博士（博

士後期）課程の理念・目的を厳重に確認し、学位を授与しても良いか否かを決定することにな

っている。在籍年数・科目要件などの諸条件を異にするほか、論文博士の学位授与方針・基準

も同様であり、特に「専攻の学問分野において自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能

力およびその基礎となる豊かな学識」が厳重に確認されることになろう。さらに、論文提出に

よる博士の学位申請者に対して、本研究科では、その専攻分野および外国語に関し、本研究科
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の博士課程を修了するのに要求されるのと同等以上の学力の有無につき、研究科委員会の定め

る学力審査委員による試問によって確認することになっている。 

博士論文の審査委員は、必要があると認められれば、本研究科の課程以外の教授、またはほ

かの大学院または研究所等の研究員等の協力を得ることになっている（学位規程第 20 条２、第

32 条２）。また、学位授与の合否の決定は、研究科委員会においてその構成員の３分の２が出

席し、出席者の過半数の賛成によってなされる旨が規定されており、これらすべては学位授与

方針・基準の適切性の確保に資するものであると評価する。 

以上、本研究科には学位授与の規則のなかに、科目履修（あるいは、論文博士では同等の学

力の有無の確認）の段階を含めて、学位論文の質を担保するプロセスが明文化されており、こ

れに厳格に基づいて学位授与を実施してきている。このため、修士・博士の学位の授与方針・

基準の適切性は十分に確保されていると考えられる。 

���方策（��の��・��に��た方策）� 
可能な方策の一つとして、博士課程に２年以上在籍し３年次に博士論文の提出が見込まれる

学生に対しては、博士論文を提出してから審査委員を決めるのではなく、３年次の始めから提

出後を想定して決めておき、提出前から年に何回か学生に発表させるのが良いように思われる。

３年次終了と同時に博士の学位が出せるような体制づくりが求められている。 

 
必��学位審査の透明性・客観性を高める措置の導入状況とその適切性 
�現状説明��点検・評価（�所と問題点）� 

本研究科の学位審査の過程、要件と基準については、前項（修士・博士・専門職学位のおの

おのの学位の授与状況と学位の授与方針・基準の適切性）で説明したように本学の学位規程お

よび大学院学則によって、詳細に規定かつ運用されている。また、学位規程および大学院学則

の全文は、関係各部署で閲覧できるばかりでなく、本学のホームページ上で公開されている。

規定されている課程、要件と基準からなる措置によって、修士（博士前期）課程の学位審査の

透明性・客観性は保持されており、現状で問題となる点はない。本研究科外部から見ても適切

性が高く評価される措置を引き続き講じていかねばならない。 

���方策（��の��・��に��た方策）� 
点検・評価を継続していくとともに、本研究科が学位を授与した修了生の進路やその後の活

躍状況に注目していく必要がある。また、きたるべく博士の学位審査に備えて、本研究科の博

士（博士後期）課程の理念・目的に適う博士（経営学）号取得者を輩出するさい、その審査の

透明性・客観性が保持されるように、配慮していかねばならない。 

他大学の研究科で採用している措置のうち、本学にないものとしては、学位審査対象者によ

る研究の公聴会の開催や審査済学位論文（少なくともその要旨）の公開である。外部の目に触

れることは、学位審査の透明性・客観性を確保するために効果的な措置であるため、本研究科

修了生の研究成果を広く社会一般に発信する意味でも真剣に導入を考えているところである。 

 
�意�留学生に学位を授与するにあたり、�本��導等講じられている配慮・措置の適切

性 
�現状説明��点検・評価（�所と問題点）� 

本研究科では、学位を授与するための配慮・措置に関して、一般学生と留学生の特段の区別

をしていない。その前提として、標準修業年限内に学位を修得しうる能力につき、入学試験で
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すべての受験生を厳格にチェックしている。すなわち、本研究科の入試においては、演習（特

論演習）において学位論文の指導をする、あるいは該当学問分野の教員が面接を行い、研究計

画の適切性とともに論文の執筆能力のレベルを確認する。さらには、１名から数名の少人数で

毎週開講される演習（特論演習）において、１年次から学生一人ひとりに応じた指導を実施す

るなかで、個々の指導教員が留学生に対する配慮・措置を講じている。このほか、留学生を中

心とした自主的な研究組織である「追手門学院大学院経営研究会」での研究発表や複数の審査

委員による学位論文審査は、留学生の日本語指導の拡充に寄与している。 

以上、本研究科としての公式の取り組みはないものの、留学生への日本語指導等講じられて

いる配慮・措置は適切に機能していると考える。 

�改善方策（��の改善・改�に�けた方策）� 
入試時のチェックおよび入学後も特論演習で個別指導もなされているので問題があれば発見

は可能であるが、その要求水準についての検討は必要である。演習担当教員から意見を聴取し

必要と判断すれば改善の方策を講じたい。日本語力についても入試時のチエックが現状はかな

らずしもビジネス日本語でないので本研究科に固有の日本語テストが必要かもしれない。また、

修士の入学試験では英語を課していないために、入学後の講義や演習で支障を生じさせている

ことも事実であるので、この面での改善方策も考えなければならない。 

 
（専門職大学院の修了要�等） 
必��法�上の規定や当該専門職大学院の教育�標と、修了認定に必要な在学期間および

修得単位数との適合性 
�現状��� 

専門職大学院は設置していないので該当しない。 
 

（課程修了の認定） 
必��標準修業年限��で修了することを認めている大学院における、そうした措置の適

切性、�当性 
�現状�����検・��（�所と問題�）� 

本研究科の修士（博士前期）課程の標準修業年限は２年、博士（博士後期）課程の標準修業

年限は３年と定められている（大学院学則第３条）。ただし、大学院学則第 11 条１には、「博士

前期課程または修士課程に２年以上在学して所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受

けた上、本大学院の行う修士の学位論文の審査および最終試験に合格した者をもって、博士前

期課程または修士課程を修了したものとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績

を上げた者については、特例として１年以上在学すれば足りるものとする。」、さらに同条２に

は、「博士課程に５年（博士前期課程または修士課程を修了した者にあっては、当該課程におけ

る２年の在学期間を含む。）以上在学して所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた

上、本大学院の行う博士の学位論文（以下「博士論文という。」）の審査および最終試験に合格

した者をもって、博士課程を修了したものとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究

業績を上げた者については、特例として大学院に３年（修士課程に２年以上在学し、当該課程

を修了した者にあっては、当該課程における２年の在学期間を含む。）以上在学すれば足りるも

のとする。」と規定し、優れた研究業績を上げた者に対する標準修業年限の短縮を認めている。

現在のところ、当該規程の適用例はない。 
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優れた研究業績を上げた者に対して早期の修了を認める道筋を用意していることは、人材育

成の観点から評価できるものである。なお、優れた研究業績の判断にさいして恣意性が介入す

るおそれを完全に排除することはできないが、明確に基準を定めることが一概に最善であると

は言えないため、個別の事例について適用を検討する現在の制度は妥当であると考えられる。 

��善方�（��の�善・��に��た方�）� 
標準修業年限未満での修了を特例として認める本研究科の措置の適切性、妥当性は、適用を

検討するさいの「優れた研究業績」の審査の適切性、妥当性にかかっている。このため、本研

究科の教育研究水準を常に念頭に置き、これを維持することに特に留意していくことが常日頃

からの重要事項になると考えられる。また、現実に適用を検討する事例が生じた場合には、ど

のように「優れた研究業績」を個別に審査するかについて、通常の学位授与の審査のプロセス・

基準も勘案したガイドラインを持っておく、または大学院を担当する教員相互でコンセンサス

を得ておく必要がある。 

 
⑤ 通信制大学院 
（通信制大学院） 
必��通信制大学院にお�る、教育研究��方法、�位認定、学位授与の適切性とそのた

めの����の適切性 
�現��明� 

通信制大学院は設置していないので該当しない。 
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�．心理学研究科 
��達目標� 

心理学研究科は、大学の教育理念である「独立自彊・社会有為～自由と調和の人間教育をめ

ざして～」をもとに、「心理学の専門資格を有し心理職に就き活躍できる高度専門職業人を養成

すること、知識基盤社会を支える高度な心理学の専門的知識を有する教養人を養成すること、

将来は研究者となるための人材を養成すること」という人材養成目的を定めている。心理学研

究科では、この目標を達成するために、特論科目や演習科目、学内外施設での実習などをバラ

ンスよく配置した教育課程を編成し、専門知識とともに社会に出て即戦力となり社会に貢献で

きるような人材の育成を目指す。さらに、個々の学生の興味関心に応じた研究が進められるよ

うに、専門の異なる多数の教員を配置して、懇切丁寧な指導のもとその学問的深まりを目指す

とともに研究者としての基礎的態度を育成することを目指す。 

 
① 教育課程等 
（大学院研究科の教育課程） 
必��大学院研究科の教育課程と各大学院研究科の理念・目的�びに学校教育法第 99 条、

大学院設置基準第３条第�項、�第�条第�項との関� 
������ 

心理学研究科では、大学の教育理念である「独立自彊」「社会有為」をもとに、心理学の専門

知識と資格を持ちそれによって社会に貢献できる高度専門職業人を養成することや、将来研究

者となるための人材を養成することなどを目的としている。この目標を達成するために、心理

学研究科の教育課程では、各専門分野を深く学ぶ特論科目、自分で調べたことを発表したり他

者と討論したりしながら議論を深めていく演習科目、さらに、得た知識を社会で使えるように

体験的に学ぶ学内外での実習科目を設置している。演習科目のなかには、心理学のテストや技

能を学ぶ科目も含まれる。これら３種類の科目をバランスよく学ぶ必要があり、その点を配慮

して科目を配置している。これは、学校教育法第 99 条の「大学院は、・・・高度の専門性が求

められる職業を担うための深い学識および卓越した能力を培い、・・・。」や大学院設置基準第

３条第 1 項「修士課程は、・・・高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培

うことを目的とする」と合致する。 

さらに各コースにおいては、コース独自の必修選択科目だけでなく、他コースの専門科目を

選択科目として履修できるようにしている。これによって、それぞれの専門を狭く深く学ぶこ

とと、心理学の他領域の知識を得ることになり、広い知識をもった高度専門職業人を養成でき

る。この点は、学校教育法第 99 条の「大学院は、学術の理論および応用を教授研究し、その深

奥をきわめ・・・」や大学院設置基準第３条第 1 項「修士課程は、広い視野に立って精深な学

識を授け、・・・」という点に合致している。 

また、大学院設置基準第３条第 1 項で求められている「専攻分野における研究能力」につい

ては、自分の興味があるテーマを掘り下げて研究し、修士論文にまとめるという作業を通して、

研究者としての基礎的態度を養成するようにしている。修士論文の審査では科学的論文として

の条件を満たしていること、論文に独創性があることなどが重視されるため、テーマ設定のた

めの資料収集、目的を決めて実施計画を立てデータを収集し、その後データ分析や考察等を通

して、ひとつの論文にまとめ上げるという過程の経験が、研究能力の養成に役立っていると考

えられる。各コースの具体的な教育課程の内容については次項で述べる。 
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��検・��（��と問題�）� 
心理学研究科の到達目標である「高度専門職業人」「心理学の専門的知識を有する教養人」「研

究者となるための人材養成」という３つの人材養成目的は、学校教育法 99 条「大学院は、学術

の理論および応用を教授研究し、その深奥を極め、または高度の専門性が求められる職業を担

うための深い学識および卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。」や、

大学院設置基準第３条第 1 項「修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野に

おける研究能力またはこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力

を培うことを目的とする。」とおおむね合致する。ただ幅広い人材養成目的は、包括的で一般的

になりがちでもあるので、大学の理念である「独立自彊」「社会有為」とも関連させながら、本

研究科がどこに重きをおいて教育内容を構成していくかを考え、本研究科の独自性を考えてい

く必要もあるだろう。 

���方�（�来の��・��に�けた方�）� 
心理学研究科は 2008 年度に文学研究科より分離独立して以来、2010 年３月に初めての修了

生を出す。教育内容の見直しなどは、修了生への調査なども視野に入れて検討していく。 

 
必��「広い視野に立って清深な学識を授け、専攻分野における研究能力�は高度の専門

性を要する職業等に必要な高度の能力を養う」という修士課程の目的への�合性 
�現�説明� 

心理学研究科には「臨床心理学コース」「生涯発達・生涯教育心理学コース」「社会・環境・

犯罪心理学コース」の３つのコースがあり、前項においても述べたように、次のような特色を

持つ。まず、３つのコースともに教員の専門が多岐にわたり、「広い視野に立って清新な学識を

授ける」ことが可能であること、それは、コース間を超えて幅広い科目を履修できること（臨

床心理学コースの必修科目は除く）でも保証されることである。二番目は、資格取得のための

科目を提供しているコースでは、実習を取り入れ、社会に出て即戦力となれるように「高度の

専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養う」ことに務めていることである。さらに、ど

のコースでも修士論文指導のための科目をおいて指導時間を確保し、「専攻分野における研究能

力」の養成を図っていることである。以下、各コースに沿って説明していく。 

１．臨床心理学コース 

臨床心理学コースでは、臨床心理学の研究者養成とともに、心理臨床の専門的知識と技能を

用いて心理的問題に関わり援助するための高度専門職業人養成という２つの教育を目的として

いる。臨床心理学コースでは、「臨床心理学特論１・２」「臨床心理面接特論１・２」「臨床心理

査定演習１・２」のほか、実習科目である「臨床心理基礎実習」「臨床心理実習」が必修となっ

ている。このように、必修科目でさまざまな心理療法や臨床心理査定の知識と技能を修得でき

る科目を用意し、学内外の多様な実践現場での実習を実施している。選択必修科目は A から E

までの５つの科目群に分かれ、選択必修 C には「臨床心理関連行政論」や選択必修 E には「臨

床心理地域援助特論」など、比較的他大学院に比べて珍しい科目も設置されている。「臨床心理

地域援助特論」は、2004 年４月に文部科学省私立大学学術研究高度化推進事業オープン・リサ

ーチ・センター整備事業に選定されて「追手門学院大学地域支援心理研究センター」が設立さ

れ、地域支援に研究科としても取り組むようになったことをきっかけに開設された。さらに

2008 年度に心理学研究科となった際には、選択必修科目群のなかに「心理療法実習１・２（学
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外スーパービジョン）」「臨床心理学研究法演習（インテイクカンファレンス）」などの実践的な

演習も増やした。選択必修科目群と選択科目群を含めると「心理統計法特論」「認知心理学特論」

「社会心理学特論」「発達心理学演習」など、他コースの専門科目も幅広く履修できる。臨床心

理学コースは、日本臨床心理士資格認定協会より臨床心理士養成第１種指定校として認定を受

けており、その科目内容については一定の評価を受けている。修士論文論指導については、「臨

床心理学コース演習１・２」という科目を設けて、指導時間を確保するようにしている。本研

究科臨床心理学コースの教員の専門は、精神分析、ゲシュタルト療法、人間性心理学など多岐

にわたり、一定学派に偏らない教育を行うことが可能である。 

２．生涯発達・生涯教育心理学コース 

生涯発達・生涯教育心理学コースは、高度な心理学的専門知識をもとに、発達の現場や学校

現場において、訓練された専門職業人として活躍することを目指すとともに、知識基盤社会を

支える発達心理学・教育心理学の専門知識を持った教養人の養成、および研究者の育成を目的

として教育課程を構成している。必修は「生涯発達・生涯教育心理学コース演習１・２」であ

り、修士論文指導の科目である。選択必修科目については、「臨床発達心理学特論」「人格心理

学特論」「教育心理学特論」「神経生理学特論」など、認知や発達の基礎を学ぶ特論科目と、「言

語発達支援論」「育児支援特論」「学校カウンセリング特論」など、現場での支援方法や支援の

技法を学ぶ特論科目がある。演習には、「心理査定法演習１・２」など、心理査定の技法を学ぶ

科目も配置されている。「臨床発達心理実習」は、臨床発達的支援を学ぶための学外施設での実

習である。発達相談や療育指導の現場、不登校児のための適応指導教室など、学生の興味にそ

って実習現場を選び実習を行っている。実習については、学内の教員で定期的にスーパービジ

ョンを行っている。スーパーバイザーは修士論文の指導教員以外があたることになっている。

選択科目では、社会・犯罪・環境心理学コースの専門科目を履修することができ、幅広い知識

の獲得をすることができる。生涯発達・生涯教育心理学コースでは、臨床発達心理士、学校心

理士の受験資格が取得可能な教育課程になっている。 

３．社会・環境・犯罪心理学コース 

社会・環境・犯罪心理学コースでは、知識基盤社会を支える高度な心理学の専門的知識を持

った教養人の養成をすること、および研究者の養成を目指してカリキュラムを整備している。

すなわち、実社会において、さまざまな現場で心理学の専門的知識を応用して環境を整備し、

人々が心豊かに生きていくことができるように日常的援助をすることを目的としている。この

コースでは、必修科目として「社会・環境・犯罪心理学コース演習Ⅰ・Ⅱ」が修士論文指導の

科目として、1 年生から配置されている。選択必修科目として、「犯罪心理学特論」「環境心理

学特論」「交通心理学特論」「社会心理学特論」とそれらの演習科目が置かれ、高度な専門知識

が学べるようになっている。選択科目では、生涯発達・生涯教育心理学コースの科目が履修で

きる。そのため、このコースにおいても臨床発達心理士、学校心理士の受験資格が取得可能な

教育課程になっている。 

���・評価（��と���）� 
心理学の専門職に就くためには資格を得なければならず、そのためにどのコースにおいても

資格取得のために必要な科目を整備している。科目履修の便宜を図るために、履修要項には資

格取得の科目一覧表を載せ、時間割も重ならないように配慮している。しかし有為な人材とし

て社会で活躍できるためには、資格を持っているだけでは十分ではなく、心理学の幅広い知識

を身につけていることが必要である。そのために、他コースの選択科目も取れるように配慮し
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て、教育内容を充実させている。 

教育内容の評価の一つとしては、各種資格の取得状況が挙げられるであろう。以下に文学研

究科心理学専攻時代も含めて、臨床心理学コースの臨床心理士資格取得状況を示す。2005 年３

月、2006 年３月修了生は、全員が取得している。2007 年３月に修了した 15 人については 14

人合格、１名が 2009 年度受験中である。2008 年３月に修了した 13 人については、７人合格、

５人が 2009 年度受験中、１名が受験せずとなっている。このように、臨床心理士資格取得につ

いてはほぼ達成できていると言える。 

生涯発達・生涯教育心理学コース、社会・環境・犯罪心理学コースについては、2010 年３月

に初めての修了生を出す予定であるが、現在のところ修士２年生で臨床発達心理士の試験を受

けた者については、６人全員が第一次試験に合格している。 

しかし、当然のことながら、資格の取得状況だけでは十分な評価とは言えない。本研究科が

目的とする能力や知識が実質的に修得されたかどうかの評価については、各コースで具体的な

項目を挙げて評価していく必要があるだろう。 

また、資格取得のための充実した教育課程である一方で、学生は必要な科目を履修するだけ

で、かなり忙しくなっているのも事実である。それに加えて、学内外の実習にも時間を取られ、

なかなかじっくりと修士論文作成に取り組めない現状がある。この点について、臨床心理学コ

ースの場合は、専門職大学院と同様に、事例研究および事例報告で修士論文にかえることも一

つの方法である。実社会では事例報告を適切に行うことが重要であり、その能力がどの程度備

わっているかの評価も、修了の条件と見なすことができる。ただし、事例報告を臨床心理学コ

ースの修士論文として認めるかどうかについては、研究科の教員全員での議論が必要である。

またその際には、臨床心理学コース修士課程における「研究能力」をどのように考えるかとい

う問題を検討すべきであろう。 

���方�（��の��・��に�けた方�）� 
臨床心理学コースでは、高度専門職業人の養成に特化した専門職大学院への移行について現

在検討中である。移行が実現すると、修士論文のかわりに事例研究が義務づけられることとな

る。 

 
必��「専攻分�について、研究者として��して研究��を行い、�はその�の高度に

専門的な業務に�事するに必要な高度の研究能力�びその基礎となる�かな学識を

養う」という博士課程の目的への適合� 
�現状��� 

心理学研究科心理学専攻に現在博士課程はなく、修士課程のみである。 

 
必��学部に基礎を�く大学院研究科における教育内容と、当�学部の学士課程における

教育内容との関係 
�現状��� 

次頁の図に基礎となる心理学部と心理学研究科との関係を示す。 
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生涯発達・生涯教育

臨床心理学コース科目 心理学コース科目

実習・カンファレンス 実習・カンファレンス

���の��

生����の教育

学科��教育

教�教育

�入教育

教育の���

（認知・脳科学系科目群）

チャイルドサポート
メジャー

（生涯発達・生涯教育系
心理学科目群）

概論科目・ライフスタイル演習２

修士
２年次

心理学の���門
職業�の��

社会・環境・犯罪心理学
コース科目���心理学知��

��教��の育�
修士
1年次

学部
４年次

メンタルケアメジャー
(臨床心理学系科目群)

学部
1年次

共通科目・各系入門科目・ライフスタイル演習１

新入生演習

科目�

ビジネスリサーチメジャー
(社会・犯罪系心理学

学部
３年次

生������心理学
教育

学部
２年次

職業としての心理学・心理学の総合的理解

 
 

基礎となる学部との関�� 
 

2006 年度に人間学部心理学科から改組され、心理学部心理学科が開設された。心理学部では、

「自分がおもしろい、人がおもしろい心理学部」をキャッチコピーに、「自分の生き方に応じて

学ぶ心理学」を実践している。自分の生き方を考えながら、その生き方に応じた心理学の学び

を選択していくということである。 

1・２年次は「心理学の基礎」と「生き方確立の基礎」を形成する時期である。この時期に、

選択必修科目の「ライフスタイル演習１・２」で、自分の生き方を考える機会を持つ。その後

３年次以降には、自分の興味や生き方を考えながら、自分にふさわしいメジャーを選択してさ

らに深く学んでいく。３つのメジャーとは、心の問題を持つ人に関わるメンタルケアメジャー、

子どもの発達に関わっていくチャイルドサポートメジャ－、企業で心理学の知識を生かしてい

くビジネスリサーチメジャーである。これら３つのメジャーは、大学院の３コースである臨床

心理学コース、生涯発達・生涯教育心理学コース、社会・環境・犯罪心理学コースにそれぞれ

接続していく。 

３つのメジャーが３・４年次を縦に貫くと考えると、それらを横につなぐのが系といわれる

専門科目群である。認知・脳科学系、生涯発達・生涯教育心理学系、臨床心理学系、社会・犯

罪心理学系の４つがある。認知・脳科学系科目群は、すべての心理学の基礎知識であり、臨床

心理学系科目群は、大学院の臨床心理学コース、生涯発達・生涯教育心理学系科目群は大学院

の生涯発達・生涯教育心理学コース、社会・犯罪心理学系科目群は大学院の社会・環境・犯罪

心理学コースの基礎知識をささえている。このようにして大学院での高度な知識は、学部での

基礎的知識をもとに獲得されていく。 

また心理学部３年次科目の「心理現場へのインターンシップ」では、学生たちが茨木市内の
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小・中学校へメンタルフレンドとして派遣されている。この科目での経験を経て大学院進学を

考える学生もおり、学部での体験が基礎となって大学院の実習で得た実用的知識をさらに深化

させていくことになる。 

�点�・��（��と��点）� 
学部と大学院の教育内容に整合性があり、このような点で学部・大学院の６年一貫教育を行

っていると言える。しかし現実には、大学院には外部からの入学者も多く、しかも彼らはかな

らずしも心理系の学部を卒業したとは限らない。内部進学者については、学部教育との一貫性

は保たれていると考えられるが、外部入学者については、何らかの工夫が必要である。具体的

には、基礎的な学部科目を受講させることも一つの方途であろう。 

���方�（��の��・��に��た方�）� 
他学部卒業者の場合は、幅広い心理学の基礎知識が不足していることもあるので、2009 年度

の場合は、「実験実習」など基礎的な学部科目の履修をさせるようにした。 

 
必��修士課程にお�る教育内容と、博士（�期）課程にお�る教育内容の��性およ�

�者の�� 
�現���� 

心理学研究科心理学専攻に現在博士課程はなく、修士課程のみである。 

 
必��博士課程（一貫�）の教育課程にお�る教育内容の��性 
�現���� 

心理学研究科心理学専攻に現在博士課程はなく、修士課程のみである。 

 
必��博士課程にお�る、入学から学位授��での教育�ス��・���スの��性 
�現���� 

心理学研究科心理学専攻に現在博士課程はなく、修士課程のみである。 

 
（大学院研究科の教育課程） 
必��専門職学位課程の教育課程と、専門職学位課程�度の目的��に専門職大学院��

の教育目�との�合性 
�現���� 

専門職学位課程は設置していないので該当しない。 
 
（授業形態と単位の��） 
必���授業科目の特�・内容�履修形態との��にお�る、�の��の授業科目の単位

��方法の�当性 
�現���� 

心理学研究科では、授業科目の形態は、特論、演習、実習である。特論は、学部の講義科目

にあたり 15 時間の授業をもって 1 単位とし半期 30 時間で２単位となる。演習は、講義科目で

はなく、学生が自分で発表をしたり、心理技法を体験的に学んだりするものである。演習は 30

時間の授業をもって 1 単位となる。臨床心理学コースの「臨床査定演習」は２時限続きの授業

であり、半期で２単位となっている。実習は、学内で行うものと学外施設で行うものがあるが、
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いずれも演習と同じく 30 時間の授業をもって 1 単位としている。 

臨床心理学コースの「臨床基礎実習」と「臨床実習」は、２時限続きの授業のため、通年で

２単位となっている。また「心理療法実習１・２」は、学外スーパービジョンである。半期 15

回のスーパービジョンを学外の講師から受けることにより、1 単位が認定される。 

生涯発達・生涯教育心理学コースの実習は、学内で行われる講義と学外施設で行われる実習

に分かれ、通年２単位である。学内で行われる講義では、５人の担当者が交代で、実習の事前・

事後指導や観察法など実習に必要な知識の講義を行っている。さらに一月に 1 回程度の目安で、

担当教員が全員出席してカンファレンスを行っている。学外実習は、実際のところ学生たちは

1 日６～８時間を費やして別の日に行っている。学外実習のスーパービジョンは、学内の教員

で行っており、特に時間割のなかには組み込んでいない。 

�点検・��（��と��点）� 
大学院の演習単位が 1 単位であることは、旧文学研究科心理学専攻時代の単位計算をそのま

ま踏襲しているためである。しかし、本学の他研究科である経済学研究科、経営学研究科では、

演習が２単位になっていること、臨床心理士養成校である他大学院でも演習が２単位であるこ

と、何よりも追手門学院大学心理学部規程第 14 条により、心理学部での演習が２単位になって

いることを考慮すると、この単位数は齟齬があると言わざるを得ない。この点については、実

習科目とは区別して演習科目の認定単位を再検討すべきである。 

臨床心理士や臨床発達心理士の受験資格には、学外施設での実習が必須である。学外では、

時間割の時間以上の実習が行われており、担当する教員も引率や挨拶などで、授業以外の日に

時間を取られることが多い。したがって、実習をなるべく単位のなかに組み入れて、学生も教

員も実際の負担に見合うものにしようと工夫している。 

���方�（��の��・��に�けた方�）� 
演習の単位数については、早急に再検討を行う。 

 
（単位��、単位認定等） 
必須�国内外の大学院等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の��性（大学院

設�基�第 15 条） 
������ 

本大学院には、国内外の大学院等で学習した単位を認めたり、入学前の既修得単位認定をし

たりする制度はない。これまでのところ、これらに該当するような学生や入学者はいない。 

�点検・��（��と��点）����方�（��の��・��に�けた方�）� 
他大学院修士課程では、資格取得に関わる大学院も多い。資格取得に関わる科目については、

科目名称や内容が定められていることもあり、共通性も高いので、単位認定できる可能性は高

いと予想される。その他の科目については、教育上の配慮から判断しなければならないと考え

ている。ただ、これまでのところ、これらに該当するような学生や入学者はいなかったことか

ら、急いで既取得単位の認定を考えているわけではない。 

 
（社会人学生、外国人留学生等�の教育上の配慮） 
必須�社会人、外国人留学生に�する教育課程�成、教育研究指導�の配慮 
������ 

心理学研究科では、社会人入試、外国人留学生入試は行っていない。しかし、実際には、社
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会人学生は毎年１、２名以上入学している。外国人留学生は、今までのところ在籍したことが

ない。入学してきた社会人は臨床心理学コースが多く、そのほとんどは自分の社会人経験を生

かし、さらにキャリアアップするための資格取得が目的である。資格取得のためには所定の単

位修得が必要であり、社会人学生に対して教育課程編成上の配慮をすることは難しい。 

社会人学生の学生生活への適応に関して挙げると、入学当初は、授業での発表やレポート書

きなど、これまでの社会人経験で余りしてこなかったことが多く、戸惑いが見られることもあ

る。したがって、入学当初の適応状態を見ながら、ていねいに対応していくことを大切にして

いる。ただ実際のところは、入学当初に多少戸惑っていたにしても、しだいに慣れてきて学生

生活に適応しているようである。意欲は、現役の学生よりも高いことが多く、ほかの学生によ

い影響を与えていることが多い。 

なお、臨床心理学コースでは、社会人学生のみならず、外部入学者と内部進学者との相互交

流を図るためのエンカウンター・グループを、学年初めの実習に取り入れている。これは社会

人学生にとって、相互サポート的な学習環境を作るのに役立っていると考えられる。 

本研究科入学の社会人は、昼間働きながら勉強することができないため、夜間に働くなどの

工夫をしている学生もいる。社会人入学者のニーズが今より高くなるようであれば、社会人入

試や夜間開講、土日開講などの検討が必要になる。その際には、本学は、最寄り駅からスクー

ルバスを利用して登校するようになっており、交通の便が余りよくないので、開講場所も含め

て検討していく必要があるだろう。 

��検・��（�所と���）����方�（��の��・��に��た方�）� 
今のところ、入学者数が少ない社会・環境・犯罪心理学コースで、社会人入試の可能性を検

討している段階であり、ほかのコースでは、特に社会人枠や外国人留学生枠の入試を行うこと

は考えていない。したがって、教育課程編成上の配慮は、特に必要だとは考えていない。 

 
（連合大学院の教育課程） 
必��連合大学院にお�る、教育内容の��性・��性を��するための方�の適切性 
�現状��� 

連合大学院の教育課程は設置していないので該当しない。 
 
（�連携大学院�の教育課程） 
必��研究所等と連携して大学院課程を�開する�連携大学院�にお�る、教育内容の�

�性・��性を��するための方�の適切性 
�現状��� 

連携大学院の教育課程は設置していないので該当しない。 
 
② 教育方法等 
（教育効果の測定） 
必��教育・研究��上の効果を測定するための方法の適切性 
�現状��� 

教育上の効果を測定するために現在採用している主な方法は、定期試験（春学期末、秋学期

末）、レポート試験等の試験によるもの、授業中の小試験、小レポート、ミニッツペーパー等授

業中の提出物によるもの、学生の授業中の発表内容によるもの、授業出席数、討論や授業に参
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加する積極的な姿勢等の日常点によるものなどの４種類がある。講義要項には、各講義の「評

価方法」を明記しており、初回の講義では、シラバスの紹介とともに、評価方法についても学

生に周知している。 

大学院の授業の場合、テーマを決めて学生に発表させることも多い。受け身で講義を聞くこ

とと同じぐらい自ら学ぶことを大切にするため、課題への取り組みやその内容、討論に参加す

る頻度やその内容等が評価されることが多い。したがって、試験よりもレポートや平常点など

で、評価を行うことになる。態度等の評価は、しばしば客観的でないこともあるので、教員間

の合意が必要である。臨床心理学コースでは、各教員の一番得意な心理査定法や心理療法等を

学生に教えるために、複数教員で担当している科目も多い。そのため、複数教員による科目の

評価については、月に 1 回開かれる臨床系教員の会議で、担当教員の話し合いのもと決定して

いる。他コースでは、複数教員で担当する科目はほとんどないが、生涯発達・生涯教育心理学

コ－スにおいては、臨床発達実習の授業が複数担当であり、その評価は担当者全員の話し合い

で決めている。 

またどのコースにおいても、外部施設での実習を行っているが、実習の評価は、実習先の担

当者の評価と大学での事前・事後学習の評価とを合わせたものになり、両者の意見が反映され

る。そのことによって客観性を保っている。 

�点�・評価（�所と�題点）����方�（��の��・��に�けた方�）� 
レポートや発表などの評価については、あらかじめ教員間で議論し基準を決めておくことが

望ましい。その基準ができれば、それを院生にも知らせておく必要がある。このことが、院生

の身につけるべき能力の目標となるために、教育効果も大きいと考えられる。 

 

任意�修士課�、�士課�、専門職学位課�修了者（修業年��期�学者を��）の��

状況 
�現状�明��点�・評価（�所と�題点）����方�（��の��・��に�けた方�）� 

心理学研究科になってからは、まだ修了生が出ていないので、文学研究科心理学専攻時の状

況について述べる。文学研究科心理学専攻時は、院生の数は臨床心理学コースが圧倒的に多か

った。 

臨床心理学コースは、日本臨床心理士認定協会による第 1 種認定大学院のため、修了生のほ

とんどは、卒業後 1 年以内に臨床心理士の試験を受けて資格を取得する。そのため、資格取得

までは非常勤待遇ということも多く、いくつかの施設を掛け持ちして数年を過ごした後に、常

勤として採用されることになる。しかしなかには、資格取得見込みということで、修了後に常

勤職に就く者もいる。このように、臨床心理学コースのほとんどの修了生は、病院、教育研究

所、短期療養施設、児童相談所、学生相談室等の機関に専門職として、常勤や非常勤で就職し

ている。追手門学院大学の卒業生が大阪府下の各施設で活躍していることもあり、その卒業生

の助けで職を得ていることも多い。 

しかし、近年では臨床心理学コースの定員を増やして修了生の数が増加してきたこと、さら

に近隣に同様の第 1 種認定大学院が増えてきたことなどから、なかなか全員が卒業後の早い時

期に常勤で就職するということにはならないのが現状である。また、臨床心理士の試験の合格

率も全国レベルで下がってきているのと同じように下がってきた。臨床心理士自体も増えてき

て、それに見合う職場が確保できないという現実や、臨床心理士の地位も不安定で、常勤職よ

りも非常勤職の方が多いというのも事実である。本研究科の人材養成目的にあるように、専門
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職として実際に就職させるためには、臨床的な力をつけさせ「追手門の卒業生であれば大丈夫」

というような評価を内外から得ることが必要である。そのためには、授業内容や実習を充実さ

せていくことが肝要であろう。 

臨床心理学以外のコースである人間行動学コースでは、ここ５年間の進路状況は、一般企業

に２名、短大の教員に 1 名、他大学の博士課程に 1 名である。さらに、生涯発達・生涯教育心

理学コースの２年生は、今のところ臨床発達心理士の一次試験に合格しており、修了と同時に

資格を取得することが望まれる。 

 
�意�大学教員、研究機関の研究員などへの就職状況と�度専門職への就職状況 
�現状��� 

近年では、旧文学研究科心理学専攻人間行動学コースの卒業生で、短大の教員になった者が

1 名いる。また昔の卒業生では、本学修士課程を修了後、他大学の博士課程に在学して大学教

員になった者も含めて、短大や大学の教員になった者が４名いる。開学以来、本学には修士課

程しかなかったので、昨今のように博士課程卒業者が大量に出る時代では、大学教員や研究機

関の研究員など、研究職への就職は困難である。研究職就職に必要な業績は、博士課程に入学

してから作成することが多いので、修士課程しかないことによってその機会が得られないとも

言える。また臨床心理学コースでは、修士課程修了で臨床心理士受験資格が得られることから、

研究職を目指して大学院に入学するよりも、資格取得だけを目指している学生も多い。 

�点検・評価（�所と�題点）� 
これまでにも、修士課程修了後に研究職に就いている者もいるため、さらに研究職に就く者

を増やそうとすると、博士課程の開設が必須である。 

���方�（�来の��・��に向けた方�）� 
2011 年度に博士課程開設を目指して、現在準備中である。 

 
（成績評価法） 
必須�学生の資質向上の状況を検証する成績評価法の��性 
�現状��� 

学生の成績は、60 点以上を合格とし、秀（90 点以上）、優（80～89 点）、良（70～79 点）、可

（60～69 点）、不可（59 点以下）で評定している。授業への出席状況や、実習・実験等の課題

への取り組み態度、発表、レポートなどにより、総合的な成績評価を行っている。 

�点検・評価（�所と�題点）����方�（�来の��・��に向けた方�）� 
大学院の科目に関しては、学部の科目に比べて科目あたりの受講者数が少なく、受講生個々

人の出席状況や、授業への取り組みの態度、授業中の発言の内容や頻度に関する把握が十分に

可能である。また、実験や実習、演習授業においては、発表やレポート提出などの課題を複数

回にわたって課しているため、期末評価だけでなく、その都度それを評価し、フィードバック

できている。よって、妥当かつ多角的な成績評価が行われているのみならず、学生の資質を検

証しつつ、その都度、その向上を促進する教育的役割も果たせていると考えられる。さらに、

指導教員による個別指導ならびに大学院所属教員全体による共同指導の体制をとっているため、

教員間における成績評価の客観性は確保されていると考えられる。 

学生による授業評価については年度末にアンケートで行っているが、評価方法についても学

生からの意見を求められるような工夫が必要であろうと思われる。 
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必��専門職学位課程における履修科目��の上�設定とその��の��� 
�現���� 

専門職学位課程は設置していないので該当しない。 
 
（研究指導�） 
必��教育課程の展開��に学位論文の作成�を�じた教育・研究指導の��� 
�現���� 

心理学研究科は心理の専門資格を取得して社会で活躍できる人材の養成や研究者を目指す人

材の養成を目的としている。その目的を達成するために、教育課程では、特論科目、演習科目、

実習科目のバランスを考えながら配置している。その具体的な展開についても、さまざまな工

夫をしている。 

臨床心理学コースでは、「臨床心理面接特論」や「臨床心理査定演習」など、複数の教員で担

当している科目が多い。これらは、各教員の最も得意とする面接技法や査定技法を教えること

できるという点で、学生にとっては望ましいことである。また臨床心理学コースの学生は、資

格取得のために、多くの科目を履修すると同時に、実習にも多くの時間を割くことが要求され

ている。そのために修士論文作成のための時間的余裕がなかなかないのが実情である。それを

少しでも解決するために、心理学研究科になる際には、全教員が参加する「臨床心理学研究法

特論１・２」をおいて、1 年次における研究指導の時間を確保している。この授業に全教員が

参加することによって、学生たちが自分の興味関心に応じた指導教員を選択する判断材料を与

えている。1 年次後半に指導教員を選択し、２年次にはその指導教員の担当する「臨床心理学

コース演習１・２」をとり、修士論文作成に力を注ぐのである。 

生涯発達・生涯教育心理学コースと社会・環境・犯罪心理学コースでは、まだ修了生は出て

おらず、現在初めての修了予定者たちが修士論文を作成中である。しかし両コースともに、資

格取得のために、以前の人間行動学コースの学生に比べて、履修しなければならない科目が増

えており、実習にも時間をとられている。社会・環境・犯罪心理学コースでは、1 年次から修

士論文作成のための「社会・環境・犯罪心理学コース演習」をおき、論文作成のために指導を

行っている。生涯発達・生涯教育心理学コースでは、1 年次に修士論文計画発表会を全担当教

員が参加して、秋学期に２回行っている。その後学生たちの希望に応じて指導教員を決め、２

年次以降は、「生涯発達・生涯教育心理学コース演習１・２」で、各自の指導教員のもと修士論

文作成を行っている。 

�点�・��（��と��点）����方�（��の��・��に�けた方�）� 
資格取得が可能なコースについては、習得すべき科目がそれぞれの認定機構によって決めら

れているため、個々の大学で開講科目を変更することは難しい。資格取得を目指す院生は、履

修すべき科目も多く、実習もあり負担が大きい。したがって、修士論文の指導は、早期から始

めることが必要である。そのためには、生涯発達・生涯教育心理学コースでも、１年生から科

目上も修士論文指導の時間を確保すべきである。 

 

必��学生に�する履修指導の��� 
�現���� 

大学院の履修指導は、入学式の翌日に学生と担当教員が全員出席して行われる。大学院担当
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教員一人ひとりが、自己紹介とともに担当科目の概要を説明する。各コースにおいて履修指導

で話すべき内容が異なるので、全体会の後にコースに分かれて説明をする。そこには先輩院生

も参加して、履修の参考になるような情報が提供されたり、質疑応答がなされたりする。どの

コースでも資格取得を目指している学生が多いので、必修科目を取りこぼすことがないように、

ていねいに指導している。またその後でも、個別の質問に随時対応するようにしている。大学

院には外部からの進学者も半数ぐらいいるので、履修のことだけでなく、大学の設備や環境全

般にかけて、説明しなければならないことも多く、履修指導にはかなり時間を取っている。 

���・評価（長�と問題�）����方策（��の��・��に�けた方策）� 
大学院には教務担当の委員がいないので、履修指導は、主として研究科長、専攻主任、各コ

ース代表の教員で行われていることが多い。学生も少数であるので、特にこの体制で今のとこ

ろ問題は感じられない。ただ、履修指導は学期初めだけでは十分でない可能性もある。そのた

めに、学部で決めているようなアカデミックアドバイザーを決めることも方途の一つであろう。 

 
必��指導教員による個別�な研究指導の�実度 
�現�説明� 

修士論文では、すべてのコースにおいて、「コース演習」という科目の設定により、学生にも

教員にも修論作成のための時間の保証がされている。またそれ以外の時間でも、学生からの要

請や必要があれば随時行っている。 

ただ、指導教員の専門性にもよるが、少数の教員に偏って修士論文の指導が課せられがちで

ある。そのために、指導院生の多い教員は、なかなか個別の時間がとれずに、夜遅くまで指導

することになってしまうこともしばしばである。指導教員は学生の希望に沿って決めているの

で、人数をならして教員全員が同じぐらいの負担をするというのは難しい面もあり、現在もそ

のままである。 

���・評価（長�と問題�）� 
修士論文の指導者が偏るのは、教員にとっても学生にとっても不利益なことが多いので、対

策を考えるべきである。また、論文指導などの個別指導に関しては、そのやり方や内容、何を

どこまで指導するかなども教員に任されており、明確な基準や教員間の合意がない。したがっ

て、研究科において、論文指導に関して全員で合意を得る必要がある。 

���方策（��の��・��に�けた方策）� 
生涯発達・生涯教育心理学コースでは、担当教員の負担を軽くするために、指導教員を決め

る際に、主担当と副担当を学生に選ばせて、指導段階から複数の指導者があたるようにした。 

 

任意�複数指導制を�っている�合における、教育研究指導責任の明確� 
�現�説明� 

臨床心理学コースでは、複数の教員で面接技法や査定演習などを担当している。これらの評

価は、各自の評価を総合して全員の合意の元に決められており、指導責任は分担となる。実習

では、評価は全員の合意で決められるが、特に指導責任が分担されているわけではない。 

生涯発達・生涯教育心理学コースでは、修士論文の指導教員を決める際に、主担当と副担当

を学生に選ばせて、指導段階から複数の指導者があたるようにしている。ただ制度上明記して

いるわけではなく、特に明確な指導分担は行っていない。 

���・評価（長�と問題�）����方策（��の��・��に�けた方策）� 
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論文指導を主担当と副担当で行うことについては、指導者間で齟齬が起こる場合もありうる

ので、綿密な連絡が必要である。今のところ、生涯発達・生涯教育心理学コースでは、そのよ

うなことは起こっていない。 

 
任意�研究分野や指導教員にかかる学生からの変更希望�の対処方� 
�現�������・��（長�と問題�）��改善方�（��の改善・改�に�けた方�）� 

学生から、研究分野の変更や指導教員をかえてほしいという要望があった場合には、本人か

ら事情を聞き、できる限り希望に添うようにしている。学生が指導してもらいたいと思う教員

は偏ることもあるので、まずは学生の話をよく聞き対処している。研究分野や指導教員をかえ

てほしいという要望には、表だっては現れなくても、ハラスメント等の問題が潜んでいること

があるので、注意が必要である。 

その際には、主としてコースの責任者や専攻主任、研究科長などが指導教員との橋渡し役に

なっている。過去には、余り事例数が多くないので、特に組織だった体制をとっているわけで

はない。 

 
（医学系大学院の教育・研究指導） 
必��医学系大学院における臨床系専攻の学生に対し、�院内�でなされる教育・研究指

導とこれを�える人的、�的体制の�実度 
�現���� 

医学系大学院は設置していないので該当しない。 
 
必��医学系大学院における臨床系専攻の学生について、臨床研修と研究の�立を確�さ

せるための��の��とその��� 
�現���� 

医学系大学院は設置していないので該当しない。 
 
（教育・研究指導の改善�の組織的な�り組�） 
必��教員の教育・研究指導方法の改善を��するための組織的な�り組�（ファカ��

�・���ロ�プメント（FD））およ�その��� 
�現���� 

教育・研究指導方法の改善の資料とするために、2006 年度から、院生に対して無記名で全履

修科目について率直な意見や感想を、ワープロソフトによって印刷したものを一括して院生の

代表者に提出してもらうことを始めた。これは筆跡や提出時における個人の特定化を防ぐため

である。提出は任意である。以降、現在に至るまで、各年度内秋学期中盤以降に提出を依頼し

ている。その後、結果をもとに教員間で話し合い、授業内容の工夫につなげている。 

また、臨床心理学コースでは、2006 年９月より、臨床心理学コースの教育内容やカリキュラ

ムのあり方などについて話し合う「臨床系教員会議」を発足させた。原則として月に 1 回定期

的に会議を行い、2009 年８月現在までで 40 回を超える話し合いを行ってきた。その結果、実

習内容の改善やカンファレンスの運営方式の改善、スーパービジョン制度の確立など、多くの

改善を行ってきた。 

さらに 2008 年度から FD 談話会を開催して、心理学研究科の教育研究指導の改善と発展を目
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指している。第 1 回は 2009 年２月 19 日担当教員全員参加のもとで行われた。テーマは、1．心

理学専攻で検討すべき課題（話題提供：研究科長）２．大学院の授業改善を目指して（進行：

心理学専攻主任）であった。１．については話題提供のあと質疑応答が行われ、２．について

は、小グループでの話し合いが持たれた。 

［点検・評価（長�と�題点）� 
授業アンケートは、個々の教員に結果がフィードバックされ、それぞれの授業改善に役立て

られている。しかしその結果を全員で共有するまでには至っていないので、それは今後の課題

である。一方、臨床系教員会議の定期的な開催と教育指導方法の改善については十分に評価で

きるものと思われる。さらに、また、FD 談話会で大学院の授業について話し合ったことは、初

めての経験でもあり、大多数の教員には新鮮に受け止められた。今後も引き続き開催していく

べきであろう。ただこれらの活動を記録する報告書が大学院にはないため、なんらかの工夫が

必要である。 

［改善方�（��の改善・改�に�けた方�）� 
研究科の制度としての FD 活動は始まったばかりである。そのため、①2006 年度より始めら

れた授業についてのアンケートの継続的な実施、②2008 年度より始めた FD 談話会の継続的な

実施、の２点を、まずはかならず行う。アンケートの継続的な実施により、大学院教育の課題

について改めて明確にしていく。そのうえで、FD 談話会などを介して、相互にコミュケーショ

ンをとりながら大学院担当教員の共通の意識を高めていく。その際、院生の FD への参加につい

ても、心理学研究科自己評価委員会で今後検討を行う。また、大学院 FD 活動を記録して公開し

ていくために、とりあえず今年度からは、学部自己評価委員会発行の報告書「心理学部自己評

価」に、研究科の報告を掲載させてもらうことを早急に検討する。 

 
必�：シラバスの��と活��� 
［��説明� 

大学院でも、学生が科目履修の参考にしやすいようにシラバスの内容を基準化しようと試み

ている。その科目の概要や目的、15 回分の授業計画、評価の際の基準などをかならず書くよう

に、教員に呼びかけている。 

2008 年度より、科目履修登録は、学生自ら UNIVERSAL PASSPORT システム（大学ホームペー

ジ上にある修学支援システム）にアクセスして行うことになっている。このとき、科目履修を

設定するためには、かならずシラバスを閲覧しないと登録できないようにシステム上の工夫が

加えられた。さらに４月のオリエンテーションでは、専任教員が全学生に対して担当科目のガ

イダンスをし、加えて、初回の授業でシラバスの確認を行うことにしている。 

［点検・評価（長�と�題点）� 
シラバスの内容を基準化することについては、まだ教員間に精粗のばらつきがある。特に兼

任講師には専攻の意思が伝わっていないことも多く、統一したシラバスになっていないことも

ある。 

［改善方�（��の改善・改�に�けた方�）� 
兼任講師については、事前にていねいに説明をして、シラバスの内容を改善していく。さら

に、院生にとって役に立つシラバスにするためには、①院生の意見も聞きながら、どのような

情報がシラバスに必要かを明確にし書くようにすること、②科目間のつながりなどもできるだ

け書くようにしていくことなどが挙げられる。 
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���学生による授業評価の�用状況 
�現状��� 

2006 年度から院生による自由記述のアンケートをはじめている。このアンケートは、学部で

行われている教員の自己評価のための授業アンケートを元に作られたものであり、当初はマー

クシート方式と自由記述方式の２種類のアンケートが行われていた。しかし、統計的な処理を

行うマークシート方式については、科目によっては受講生の数が非常に少数であるため余り参

考にならなかった。そのため、2007 年度からは自由記述方式のアンケートのみの実施となって

いる。なお、内容を自由に閲覧させることは行っていない。大学院の授業は、科目によっては

非常に少人数で行われるため、記述によっては学生が容易に特定される可能性があるためであ

る。学生の個人情報を守るため、アンケートのフィードバックについては、当該教員にのみ行

っている。 

これまでの状況では、個別フィードバックの結果、当該学生も教員も納得するように授業改

善はなされている。 

�点�・評価（��と��点）� 
学生が行った授業評価を公開していない背景にはやむを得ない事情もあり、一概に取り組み

の遅れを指摘しにくい。 

�改善方�（�来の改善・改�に�けた方�）� 
2007 年度より、授業評価を自由記述に限定したが、公開することを考慮すると、プライバシ

ーが保護されやすい選択式アンケート形式を導入することも一つの手ではある。ただし、受講

生が１人の科目もあり、プライバシーに配慮しながら、授業評価の公開をどう行うかについて

は、今後も議論を続けていく。改善方法としては、授業の改善点の指摘については、何をいか

に改善したかについて報告書を作成し、院生に開示するのも一つの方法である。 

 

���修了生に対し、�学時の教育内容・方法を評価させる�組みの導入状況 
�現状��� 

文学研究科心理学専攻時代の 2006 年度に、臨床心理士指定校となり５年が経過したこともあ

って、大学院の教育内容と改善を図るために、臨床心理学コース修了生 51 名を対象とした大学

院教育に関するアンケートを実施した。これは地域支援心理研究センターのオープンリサーチ

事業の一環として行われ、結果はセンターの研究紀要に掲載されている。アンケート用紙は郵

送により配布し、34％より解答を得た。項目には、「大学院教育で役に立ったこと（自由記述）」

「大学院教育でもっと取り上げてほしかったこと、足りなかったこと（自由記述）」「改善して

ほしいこと（自由記述）」などが含まれていた。 

改善してほしい点としてあがっていた内容には、「現場で役立つ豊富な実習体験」や「実習指

導」についての記述が多く見られた。そこで、2007 年度には実習体験の充実を図るべく、本学

の施設である地域支援心理研究センター附属心のクリニックにおいて、心理臨床実習の時間数

の増加と実習指導としての学内スーパービジョンへの教員の増員が図られた。また、2008 年度

には外部実習先を増やし、さらなる実習の充実を図った。さらに、実習についてのインテーク・

カンファレンスの時間を、新たに正規の講義時間に加えた。これにより、改善してほしい点と

してあがっていた内容のほとんどが実際に改善された。 

2008 年度に心理学研究科心理学専攻へ改組となった際には、従来の「臨床心理学コース」「人
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間行動学コース」の２コース制から、「臨床心理学コース」「生涯発達・生涯教育心理学コース」

「社会・環境・犯罪心理学コース」という３コースになった。新たな教育課程となった本研究

科の修了生に対して、在学時の教育内容・方法についての評価をするアンケートについては、

今後作成する必要がある。これについては現在検討中である。 

［点検・評価（長所と問題点）］ 
修了生に対するアンケートを実施し、改善点について議論を重ね、すばやく改善策を実施で

きた点については、十分に評価できる。今後は心理学研究科心理学専攻になってからの修了生

に対して、在学時の教育内容・方法についてのアンケートを、作成する必要がある。 

［改善方策（将来の改善・改�に�けた方策）］ 
［点検・評価（長所と問題点）］で述べたように、改組後３コース制となったため、各コース

の独自性を反映した、修了生に対する評価アンケートを、今後作成する必要がある。2010 年に

改組後初の修了生が出るため、それ以降にコース毎に修了生アンケートを行うよう検討してい

る。 

 
③ 国内外との教育研究交流 
（国内外との教育研究交流） 
必��国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の��性 
［現状��］ 

心理学研究科の人材養成目的には、心理学の専門資格を持って社会で活躍できるような高度

専門職業人の養成と研究者の養成をあげている。しかし実際のところ、学生の興味関心は資格

を取得することと、その資格に必要な実務家としての技能を高めることに偏りがちである。 

それを受けてどのコースにおいても、資格の取得や、企業や公共機関で活躍できる専門家養

成のためのスキル養成が中心となっている。 

したがって、国際化への対応や国際交流の推進は特に行っていないし、学生のニーズも低い。

前項目に挙げた修了者へのアンケートでも、そのような要望はなかった。心理学研究科におけ

る基本方針として、国際化へ対応した国際交流推進は現在のところ重要度が低く、特に教育研

究の交流は行っていないのが現状である。 

［点検・評価（長所と問題点）］［改善方策（将来の改善・改�に�けた方策）］ 
研究者養成ではなく、実務家養成を基本としている現在の心理学研究科においては国際交流

を推進することの必要性はそれほど高くはないため、特に問題点は感じられない。 

将来的には博士課程を設置することが現在検討されており、それに伴い研究者養成のために

国際化への対応や国際交流を推進する必要性が生じてくる可能性はある。その際には、中・長

期的な視点から、心理学教育を行っている海外の大学との交換留学制度の構築や短期海外研修

制度など、カリキュラムの在り方も含めて検討し、高度な専門的知識を有した研究者養成制度

を検討していく必要がある。 

 

④ 学���・課程修了の�� 
（学���） 
必��修士・博士・専門職学�の各�の学�の��状�と学�の��方針・基�の��性

（大学基��ー� ��） 
［現状��］ 
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心理学研究科は 2008 年度の開設であり、現時点では修了生を出すには至っていない。しかし、

修士の学位授与にあたっては、文学研究科心理学専攻当時からの方針が基本的に踏襲される。

修士の学位認定の条件は、修了に必要な単位の修得と修士論文の審査に合格することである。 

心理学研究科心理学専攻は「臨床心理学コース」「生涯発達・生涯教育心理学コース」「社会・

環境・犯罪心理学コース」の３コースで構成されるが、修士論文の指導は前２コースにあって

は２年生で受講するそれぞれの「コース演習１・２」の時間を通して、３番目のコースにあっ

ては１、２年生で受講する「コース演習１・２」を通して、テーマの決定から論文作成に至る

までの指導がなされる。指導教授は教授を条件として１名があてられるが、実際の指導に際し

ては、准教授や講師がこれを補佐する場合もある。 

修士論文の審査は、指導教授１名を含む３名のコース所属教員による口頭試問により行われ

る。臨床心理学コースでは試問にあたる教員のうち１名は臨床心理士有資格者でなければなら

ない。審査基準は、科学的論文としての条件を備えていること、論文に独創性が認められるこ

と等である。審査結果は研究科委員会に報告され、同委員会の議を経て学位授与が決定される。 

提出された修士論文は、審査教員の研究科委員会への報告、審議と同時に、教務課において

一定期間心理学研究科全教員の閲覧を可能とすることにより、学位授与の透明性は保たれると

考えている。また、審査に合格した修士論文の要旨を、学部紀要に掲載することを、文学研究

科時代から行っているが、心理学研究科以降も引き続き行っていく。心理学研究科は３コース

に分かれているが、このような機会を設けることには、コース間での情報交換を促進する利点

もある。 

�点検・��（�所と問題点）� 
近年、主として博士論文についてであるが、文部科学省から論文審査に指導教員を入れない

ようにという通達が出ている。論文審査の透明性を保証するためである。したがって、修士論

文の主査についても、指導教員以外が務めることを検討しなければならない。 

�改�方策（��の改�・改�に�けた方策）� 
2011 年度開設を目指している博士課程では、論文審査の主査に指導教員を充てないことにし

ている。博士課程開設と同時に、修士論文の審査についても改定することを目指し議論してい

く予定である。 

 
必��学位審査の透明性・客観性を高める��の導入��とその��性 
�現��明� 

現在学位審査に際しては、指導教員以外にも複数の教員が関わって試問を行い、研究科委員

会への報告、審議と同時に、教務課において一定期間心理学研究科全教員の閲覧を可能として

いる。また、審査の終了した修士論文は１部を大学図書館に収めている。 

�点検・��（�所と問題点）� 
現在の方法では、審査の過程で複数教員の意見交換が十分保証され、形式に流れない実質的

な審査が可能となっている。しかし前項でも記述したように、より透明性・客観性を高めるた

めに、指導教員を主査にしない、あるいは審査員に含めないなどの工夫が求められている。 

�改�方策（��の改�・改�に�けた方策）� 
修士論文についても、指導教員を主査に充てないことを含めて早急に検討していく。さらに、

審査の客観性を上げる方法として、博士の学位審査に準じて、学外者の参加も可能な公聴会を

開くことが考えられるが、まずは学内での発表会を設けることが現実的な方策である。問題は、
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それを設ける時間的余裕がなかなか得られないことである。 

 
（専門職大学院の修了���） 
���法��の�定�当該専門職大学院の教育��と、修了認定���な�学�間���

修得���との��� 
������ 

専門職大学院は設置していないので該当しない。 

 
（��修了の認定） 
�����修�年���で修了�ることを認めている大学院��ける、そ�し��置の�

��、�当� 
���������・��（��と���）����方�（��の��・����け�方�）� 

心理学研究科では、２年以下で修了を認めていない。今のところ、今後も認める予定はない。 

 
⑤ 通信制大学院 
（通信制大学院） 
���通信制大学院��ける、教育研究��方法、��認定、学���の���とその�

めの����の��� 
������ 

通信制大学院は設置していないので該当しない。 
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�．文学研究科 
��達目標� 

この項目については、専攻別に述べる。 

�．社会学専攻 
本専攻は、（財）大学基準協会の「修士・博士課程基準」をふまえたうえで、その特色を生か

すために以下のことを基本方針としている。現代社会は国際化、多元化、複雑化、目的合理的

管理強化がますます進行している時代である。そのような動向のなかにあって、本専攻では、

学生に社会学的想像力を訓練することによって、それらの動向に流され、圧しつぶされないで、

自らの人間性を保持し、より人間的な社会へと変革していくには何が必要であるかを構想し実

践しうる能力を育成することを目的としている。 

この目的を達成するため、本専攻では学部からの進学生のみならず外国人学生、社会人学生

等（定年退職者を含む）の多様な学生を受け容れ、多元的な視野から上記の目的に適合する教

育の展開することを基本方針としている。 

 
�．�国文化専攻 

この項目については、次々項に一括して述べる。 

 
３．英文学専攻 

日本の近代化とともに始まった英文学研究は、英米の言語・文学に関して言語理論や文芸批

評を生み出してきたが、近年細分化や専門化が進み、より広い文化的視野に立つ、より高度な

情報処理能力を活かした専門的研究とその教育が要求されている。こういった社会的要請に応

えるため、英文学専攻では英米の言語・文学・教育の文献を正確に読破してそれらの理論を理

解し、英語教育の現場なり専門的部署でそれらの理論を主体的に実践あるいは柔軟に応用でき

る専門的識見を身につけることを教育目標としている。 

 

① 教育課程等 
（大学�研究科の教育課程） 

この項目については、専攻別に述べる。 

必��大学�研究科の教育課程と�大学�研究科の理�・目的��に学�教育法� 99 �、

大学��置基準�３���項、������項との関連 
�．社会学専攻 
�現���� 

社会学は、あらゆる人間現象を対象にしうる間口の広さと、人間と社会の本質的関係にかか

わる現象学や哲学的人間学に向かう底の深さを特徴としている。近代の社会科学は、政治、経

済、法学、教育学、心理学など専門分野に分化して発展してきた。これらの分野では、社会現

象のある面だけを切り取り抽象化して理論モデルを作り上げてきた。しかし、現実の社会では、

例えば、経済現象は法律、政治、教育などのほかのシステムと絡まっており、生身の人間は経

済的関心だけでなく多面的な動機によって行動する。社会学は、このような経済、法律、政治、

教育といったシステムを横断的に統合する学問として成立した。そして近年は、環境問題、民

族問題、宗教問題、教育問題、社会保障制度の破綻問題等の現代社会が抱えている諸問題を解

決するために、社会学とほかの社会諸科学を相補的関係に位置づけ、トータルな人間と社会を
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捉える統合的な研究の重要性が増していると言える。 

社会学専攻は、このような現代において、社会学的知識を実践的に活用しうる、より深い専

門的知識と識見をもった指導的人材を育成することを目指して設置された。その基本方針は、

①文化の多様性を捉え、現代社会の全体像を多元的に解明し、②個人の主体性喪失の危機に取

り組み、③主観的な発想、独自の理論構築など、自らの体験を大切にした研究スタイルを重視

する、というものであり、それを通して、社会学・人間学の専門的知識・識見を身につけた有

能な専門的指導者を養成することを教育目標においている。 

�点�・評価（��と問題点）� 
①文化の多様性を捉え、現代社会の全体像を多元的に解明し、②個人の主体性喪失の危機に

取り組み、③主観的な発想、独自の理論構築など、自らの体験を大切にした研究スタイルを重

視するという基本方針は、社会学専攻の担当教員間でゆるやかに共有されている特性となって

いるものと評価できる。 

修士課程レベルの教育においては、各担当教員の専門領域と各学生の研究志望が、個別指導

という形で適応させられていて、学生は自らの志望に適した指導教員を、修士論文指導教員と

して選択できることも、評価すべき点である。 

問題点としては、学生数が恒常的に少いということによって、学生間の相互啓発、切磋琢磨

が成り立ちにくいという点である。 

���方�（将来の��・��に�けた方�）� 
上記の社会学専攻の基本方針は妥当なものとして、今後も保持していくべきである。 

学生数が少いので学生相互の討論による啓発や切磋琢磨が成立しにくいという問題について

は、学生数を増加させる努力が強化されるべきである。 

 

�．��文化専攻 
この項目については、次項に一括して述べる。 

 
３．英文学専攻 
�現��明� 

英文学専攻では、英米の言語・文学・教育の理論を学ぶために、英米文学、英語学、英語教

育の「演習」、「特論」の科目を設置し、実践的な英語力と高度な情報処理能力を養うことを目

的として、英語表現法、英語コーパス研究、自然言語処理研究などの科目を設けている。これ

らの開講科目は、いずれも通年開講である。そして、英米の言語・文学・教育の主要３分野の

より特定された科目については全般的に英語に対する視野をひろげる「研究」が配置されてい

る。この専門的知識を要する「演習」、「特論」、「研究」を受講することによって、院生は将来

主要な３分野の理論を実践あるいは応用できる英語教員や専門的職種に従事できる。 

�点�・評価（��と問題点）� 
学校教育法および大学院設置基準の関連条文との関連性については、その趣旨に添うよう英

文学専攻は配慮し、教育課程を設定していると評価できる。しかし、系統だった授業科目が一

応配置されているという充足感があるものの、＜本年度不開講＞が若干存在し、履修生にとっ

ては十全であるとは言い難い。さらに学士課程から大学院につながる教育課程として、主とし

て専門分野の習得が重要になるが、これが一つの系列あるいはコースで履修することができる

かということは少し問題が残る。 
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�改善方�（��の改善・改�に向けた方�）� 
学部教育以上の高度な英米の言語・文学・教育を身につけた社会人の要請は、今後一層重要

であるため、学士課程の英語コミュニケーション能力や実践的英語学習を視野に置く英語教育

関連の科目を設置するような改定を昨年度に行った。また、英文学専攻は、英語教員や実践的

な英語能力を備えた人材を養成することを目的としているが、同時に社会人にも生涯教育とし

ての学習・研究の場を提供することも可能であるので、そういった観点からも現在改善に向け

て検討している。 

 
必��「�い視野に立って清�な学�を授け、専攻�野における研究能力�は高度の専�

性を要する�業�に必要な高度の能力を養う」という修士課程の目的�の適�性 
１．社会学専攻 
�現�の��� 

現在社会学専攻においては下表に示す教育課程が設定されている。 

開講科目一�表（2009 年度） 

種別 授 業 科 目 単位 担 当 者 備 考 

甲 

 

類 

社 会 学 理 論 演 習 ２ 矢谷 慈國 教 授  

現 代 社 会 学 演 習 ２ 新野三四子 教 授  

文 化 社 会 学 演 習 ２ 吉田  正 教 授  

 

 

乙 

 

 

 

 

類 

現  代  社  会  研  究 ４ 沼尻 正之 准教授  

現  代  家  族  研  究 ４ 善積 京子 教 授  

社 会 福 祉 学 特 講 ４ 古川 隆司 准教授  

現 代 社 会 学 特 講 ４ 柏原 全孝 准教授  

文 化 社 会 学 特 講 ４ （本年度不開講）  

表 象 文 化 論 特 講 ４ 清水  学 准教授  

文 化 人 間 学 特 講 ４ 山本 博史 教 授  

社 会 学 的 人 間 論 特 講 ４ 吉田  正 教 授  

社会学フィールドスタディ ４ 城野  充 准教授  

人間学フィールドスタディ ４ 加村 隆英 教 授  

�点検・��（��と問題点）� 

上で述べたような、現代社会における社会学の役割とその重要性に照らして、社会学専攻の

基本理念・教育目標、教育課程の設定は適切なものであると考えている。 

履修方法に関しては、すべての科目を選択必修とし、学生が各自の問題関心に応じて、自由

に選択して履修できるようにしている。これは学生が主体的に学び、研究する姿勢を尊重しよ

うとしているからであるが、一方、すべてを学生の自由に任せていたのでは、履修科目の内容

の間に有機的な関連が成立しない可能性もある。したがって、一年次の履修登録に際しては、

１・２年次の履修が計画的になされるように個別に指導している。 

開講科目の問題点としては、修了の要件として、「甲類科目より６単位以上（選択必修）」と

定められていて、最低３科目の取得が義務付けられているものの、現在、甲類として開講され
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ているのは３科目だけであり、選択の幅が狭いこと、乙類のうちの１科目は隔年開講であり、

本年度不開講となっていることである。 

［��方策（��の��・��に向けた方策）］ 

近年、大学院生の学問的関心は多様化している。常に学生のニーズに対応できるように、隔

年開講の科目をなくしていくことが必要である。また、現在注目を浴びている領域の専門家・

研究者を他大学等から招き、集中講義形式で開講する科目を導入してもよいだろう。 

なお、現在は、乙類のなかに実習的要素の強い「フィールドスタディ」が含まれている。甲

類と乙類の科目区分が妥当なものか、検討する必要がある。 

 
�．中国文化専攻 
［現��明］ 

大学院学則に明記されている専攻設置の目的に基づいた本専攻の教育課程およびその内容・

方法は、「広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を

要する職業等に必要な高度の能力を養う」という目的に適合している。 

［点検・評価（��と問題点）］ 

本中国文化専攻は修士課程のみで、博士後期課程を設けていないので、大学院入学前の学部

段階の学士教育との連続性、継続性を重視している。修士課程の教育内容・方法は充実してい

ると評価できる。 

［��方策（��の��・��へ向けた方策）］ 

本専攻が入学定員を満たしていない、という量的な問題がある点から言えば、入学定員を確

保できるような教育内容・方法の構想へ向けての方策が必要である。 

 
３．英文学専攻 
［現�の�明］ 

英文学専攻では、英米の言語・文学・教育の主要３分野についてより高度な専門的知識の習

得のため「研究」を配置している。また、実践的な英語力を高め、より高度な情報処理能力を

養うために、英語表現法、英語コーパス研究、自然言語処理研究などの実践的な演習科目を設

けている。また、英文学専攻のカリキュラムの運用については、修士課程の理念・目的に沿っ

て行われ、他専攻の講義を８単位の限度内で特論・研究の修得単位として認定しているので、

「広い視野に立って精深な学識を授ける」体制は整備されている。 

［点検・評価（��と問題点）］ 

英米の文化全般についてより広い視点に立ち高度な専門的知識の能力を養う点においては、

英米の言語・文学・教育の主要な３分野に限定しているのは評価できる。また、実践的な英語

力を高め、より高度な情報処理能力を養うための演習科目も設置され、他専攻の講義を８単位

の限度内で特論・研究の修得単位として認定している点も利点である。しかし、主要分野の中

の１分野に院生の関心が傾斜する傾向が見られるのは否めない事実である。 

［��方策（��の��・��に向けた方策）］ 

近年英語を取り巻く学問研究は多様化し、英語の実践的教育が重要視されている。そのため、

その社会的要請に応えるために昨年度より英文学専攻は英語教育を主要分野に加えてカリキュ

ラムの整備を行った。また、院生に実践的な英語の表現力を身に付けてさらに広い視野を与え

るように、一年次の履修登録に際しては、院生の意思を最大限に尊重して履修が希望通りに計
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画的になされるよう英文学専攻の担当教員が個別的に指導を行っている。 

 
����専攻分野について、研究者として自�して研究��を行い、�はその他の高度に

専門的な業�に��するに��な高度の研究����その基礎となる�かな学�を

養う�という博士課程の目的への適合性 
［現状��］ 

文学研究科各専攻に現在博士課程はなく、修士課程のみである。 

 
���学部に基礎を�く大学院研究科における教育内容と、当�学部の学士課程における

教育内容との関係 
�．社会学専攻 
［現状の��］ 

社会学部学士課程の教育においては、文化社会学コース、社会人間学コース、福祉社会学の 

３つのコースを区分して、学生の学修分野の目安としている。しかし、学生定員の少ない社会

学専攻（修士課程）の現状では、この３つのコースを引き継いで設定することは適切ではない

ので、開講科目の区分は修士課程独自の甲類（演習科目）、乙類（講義科目）の区分で行ってい

る。 

［点�・��（��と問題点）］ 

学士課程の教育におけるコース制の設定を、修士課程において引き継いでいないことは、修

士課程の教育が少数の各担当教員の個別指導を中心としている現状においては学生に対して適

切なものと考えている。 

［改善方�（��の改�・改善に�けた対�）］ 

現状からして、特に改善すべき点はない。 

 
�．中国文化専攻 
［現状��］ 

本専攻における教育内容は、2007 年３月までは文学部アジア文化学科、2007 年４月以降は国

際教養学部アジア学科における学士課程教育の内容と密接な関係を持っている。本専攻で行わ

れている教育は、学士課程の教育をより高度に、また専門化させた内容であり、常により高い

目標を設定して行われている。本専攻で授業を担当する教員は、すべて学士課程教育を担当し

ており、学士論文（卒業論文）作成指導にあたって担当科目の内容に対応させながら、学士課

程から大学院へ進学する意思を持っている学部学生たちの指導を行っている。進学希望者が結

果的に複数の大学院入学試験に合格した場合、本学学士課程の卒業者が他大学の大学院に進学

する例も少なくない。 

［点�・��（��と問題点）］ 

学部に基礎をおく研究科内部の本専攻の教育内容・方法は、学部教育との密接な連携と継続

性をもって行われており、その点では問題はないと言える。 

［改善方�（��の改善・改�へ�けた方�）］ 

本専攻への入学者が全員本学の学士課程教育の卒業生であれば、上記のような学部・大学院

間の連携や継続性に問題はないが、本学の出身者でない学士課程の卒業生を大学院に収容し、

量的な面から大学院教育の内容を充実させるためには、本専攻の教育内容や方法を広報するだ
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けでなく、外国からの留学生など多様な学歴を持った学生を受け入れることができる教育内容

や方法を考案しておく必要がある。 

 
３．英文学専攻 
�現��明� 

英文学専攻の学士課程である英語文化学科は 2003 年度にカリキュラムが変更され、より実践

的なコミュニケーション能力の育成を重視した内容になった。この学科に基礎をおく英文学専

攻は修士課程のみであり、専門分野における研究能力を養い、さらに高度の専門性を要する職

業などに必要な能力を養うことを目的として、修了所要単位は演習６単位以上（選択必修）、特

論および研究 24 単位以上（選択必修）の合計 30 単位以上と定め、本研究科の他専攻の講義を

８単位の限度内で修得した場合に、特論・研究 24 単位のなかに加えることができる。そして、

開講されている授業科目はいずれも通年開講で、計 10 科目となる。英米の言語、文学、教育の

「特論」と「演習」、さらにこの３分野のより特定された領域の科目、英語全般に視野をひろげ

る「研究」が配置されている。また、当該学部で習得された英語の表現力を修士課程でさらに

伸ばせるように「英語表現法研究」などの科目を設置している。 

��検・評価（�所と問題�）� 

英文学専攻専門職大学院の設置が進むなかで、英文学専攻のあり方を再検討する必要もある

が、学士課程のカリキュラム変更のために、英文学専攻がより実践的なコミュニケーション能

力の育成を重視した内容に変更したのは評価できる。ただ、学士課程から大学院につながる教

育課程として、主として学士課程の専門科目の履修が重要になるが、学士課程と英文学専攻の

系列組織が明瞭に整備されているかは少し問題が残る。特に、学士課程が英語文化学科から英

語コミュニケーション学科に変更したことから、英語の実用性や運用性を重視する実務的な英

語教育関連の科目をもう少しカリキュラムに加える必要がある。 

���方�（��の��・��に向けた方�）� 

教職を志向する傾向が強まっており、現職教員のリカレント教育に対する必要性も高いので、

これら社会的に要請される教育課程の充実が必要である。専門性は、学際的な問題意識によっ

てさらに深化されるので、他専攻のみならず他研究科、他大学院との単位互換が必要とも考え

られる。英文学専攻は、高度専門職の英語教員や研究能力を備えた人材を養成することを目的

としているが、同時に生涯教育の一環として、さらに研鑽を積むための生涯教育の場を提供す

ることも意図している。そして、学部教育のうえに、さらに高度な英語学や英米文学や英語教

育の教養を身につけた社会人の要請は、今後一層重要な任務であるため、学士課程の英語コミ

ュニケーション学科の重視する実践英語学習を視野におく英語教育の分野を主要分野に加える

変更を昨年度に行った。 

 

必��修士課程における教育内容と、博士（後�）課程における教育内容の��性および

��の関� 
�現��明� 

文学研究科各専攻に現在博士課程はなく、修士課程のみである。 

 
必��博士課程（一��）の教育課程における教育内容の��性 
�現��明� 
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文学研究科各専攻に現在博士課程はなく、修士課程のみである。 

 
必�：博士課程における、入学から学位授�までの教育�ス��・��セスの適切� 
［現状��］ 

文学研究科各専攻に現在博士課程はなく、修士課程のみである。 

 
（�学�研究科の教育課程） 
必�：専門職学位課程の教育課程と、専門職学位課程制度の目���に専門職�学���

の教育目�との適合� 
［現状��］ 

専門職学位課程は設置していないので該当しない。 
 
（授業形態と単位の関係） 

この項目については、専攻別に述べる。 

必�：各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における、�の各�の授業科目の 
単位計算方法の妥当� 

１．社会学専攻 
［現状の��］ 

現在の開講科目は計 13 科目（甲類：演習３科目各２単位、乙類：講義 10 科目４単位）であ

り、乙類のうち１科目は隔年開講である。全科目が通年開講であり、セメスター制はとってい

ない。修了に必要な単位数は、甲類から６単位以上、乙類から 24 単位以上、合計 30 単位以上

である。ただし、本研究科の他専攻の講義を８単位の限度内で修得した場合は、これを乙類の

24 単位中に加えることができる。また、毎年の演習・講義の内容が異なっているので、１年次

に単位修得した科目を２年次に再度履修し、単位修得することを認めている。 

［点検・評価（��と問題点）］ 

上記社会学専攻の授業形態と単位の関係は適切なものと評価できるが、甲類、乙類の名称が

いかにも古くさいものであることが問題となってきている。 

［改�方�（�来の改�・改�に�けた方�）］ 

甲類・乙類の科目区分は、社会学専攻発足以来踏襲されてきたものであるが、現代社会の状

況においては、古くさい科目区分と科目名称をより現代の状況に適合したものに改めることが

検討されている。 

 

２．中国文�専攻 
［現状��］ 

本専攻では、通年（計 30 回、通算 60 時間）１科目につき２単位、４単位の授業がほとんど

であり、各授業の内容、特徴から見て、妥当な計算方法であると考えられる。 

［点検・評価（��と問題点）］ 

上記のような単位計算方法はおおむね妥当なものと評価できるが、例えば、修士課程在学中

に外国留学のような事態が生じた場合、現状のような通年授業の形態では、修業年限や習得単

位の面で、在学生に不都合が生じる場合が起こりうる。これは、本専攻が独自に対応できる事

態ではないが、今後留学生などの多様な学歴をもつ学生を受け入れる場合に考慮を要する点で
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ある。 

［改善方策（��の改善・改�へ向けた方策）］ 

［点検・評価］で指摘したような場合に対処するべく、現在学部段階で実施されている１年

度２学期制、学期ごとの履修単位認定を採用する方策が考えられる。ただし、このような方策

は１研究科内の１専攻が単独で実施できるものではなく、大学院教育全体の再構想のなかで検

討さるべきものであろう。 

 

３．英文学専攻 
［現状説明］ 

英文学専攻は、演習形式によって英米の言語・文学・教育の基礎的な事項を扱う科目に関し

て２単位、特論、研究などのより専門的な学問体系の事柄を扱う科目に関しては４単位を認定

している。これは、学士課程での単位算出方法に準拠したもので、演習は 15 時間の授業をもっ

て１単位とする算出方法であるので、妥当と思われる。また、演習と特論を甲類、研究を乙類

と分類して、学生が甲類と乙類にわたって単位を修得するように特別に配慮しているが、これ

らの単位算出方法も学士課程の単位算出方法に準拠している。 

［点検・評価（長�と問題点）］ 

演習、特論、研究の単位算出方法は学士課程での単位算出方法に準拠したものであるので、

妥当であると思われる。また、他専攻の講義を８単位の限度内で特論・研究の修得単位として

認定し、履修科目でも甲類、乙類と分類して履修制限をしているのも評価できる。 

［改善方策（��の改善・改�に向けた方策）］ 

この単位の計算方法は、長年の試行錯誤の結果定められたものなので、今のままで問題ない

と思われるので特に改善に向けた方策を考えてはいない。 

 
（単位��、単位認定等） 

この項目については、研究科全体で述べる。 

���国内外の大学院等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の適��（大学院

設置基準第 15 条） 
１．研究科全体 
［現状説明］ 

文学研究科では、国内外の大学院等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定は行って

いない。 

［点検・評価（長�と問題点）］［改善方策（��の改善・改�に向けた方策）］ 
［現状説明］に述べた単位認定に関わる制度導入の適否については、ほかの大学院における

授業科目の履修等、入学前の既修得単位等の認定について大学設置基準の準用を定めている大

学院設置基準第 15 条との関連で論議すべき問題であるが、上記制度の導入を検討すべきとする

専攻もあり、社会・国際教養両学部在籍学生（４年生）へのアンケート調査（2009 年春実施）

等をふまえ、今後の検討課題とすることが予定されている。 

 
（社会�学生、外国��学生等への教育上の配慮） 

この項目については、専攻別に述べる。 

���社会�、外国��学生に対する教育課程��、教育研究指導への配慮 
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１．社会学専攻 
［現状の説明］ 

社会人学生と外国人留学生に対して、社会学専攻として統一的に対応する特別なシステムは

ない。各授業科目の担当者や修士論文指導担当者が個別に対応している。特に修士論文の指導

者は、外国人留学生の問題の多い日本語を添削することに多大の労力を費やしながらも、修士

論文の完成に助力している。 

［点検・評価（��と問題点）］［��方策（��の��・��に向けた方策）］ 

現状では、配慮を要する学生に対して教員が個別に対応することで、問題解決がなされてい

るが、今後、社会人学生・外国人留学生が増加した場合には、それぞれのハンディを考慮し、

それぞれのニーズに応えられるような教育プログラムについて、その必要性を含めて検討して

いくことが求められる。 

 

２．中国文化専攻 
［現状説明］ 

留学生に対する特別な教育課程は編成されていないが、本専攻では現在、在籍学生のすべて

が外国人留学生であり、留学生に対する教育上の配慮を重視している。具体的には、通常の授

業以外に授業担当教員が個別に留学生の日本語運用能力向上のための努力を行っている。大学

院に入学する留学生は、入学前に１年以上の研究生を経験している者も多く、これらの留学生

は、本専攻に入学する以前から日本語運用能力を含む個別の研究指導を受けている。このよう

な現状から、本専攻の授業担当教員は、留学生に対する対応や配慮に十分な経験を積んでおり、

その経験は大学院教育の現場に生かされている。 

社会人はこれまで入学した例がない。 

［点検・評価（��と問題点）］ 

［現状説明］にもあるように本専攻では外国人留学生に対する教育上の配慮を重視している。

この点は特記して評価できる。今後も本専攻の在学者に占める外国人留学生の比率は下がるこ

とはないと予想される中、留学生の個別事情にも配慮したきめ細かい教育を行っていく必要が

ある。 

［��方策（��の��・��へ向けた方策）］ 

本専攻に在学する留学生の学歴は多様であり、留学生の場合、家庭状況の変化などが原因で、

休学や退学などの異動が起こる場合も少なくない。本専攻では在学生の就学意欲に応え、質と

量の両面で大学院教育を充実させられるように、制度面からも１年度２学期制、学期ごとの履

修単位認定などの方策を考慮している。 

 
３．英文学専攻 
［現状説明］ 

社会人を対象とした入試を実施しているが、過去この入試を利用して入学した学生はいない

し、現在もいない。また、それらの学生を受け入れた際の教育上の配慮、教育課程編成、教育

研究指導への配慮などについても特段行っていない。また、英語が国際語である観点から、外

国人留学生に対する入試は実施していない。 

［点検・評価（��と問題点）］ 

英語教員のリカレント教育に対する必要性が高いので、社会的に要請される英語教育の充実
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が必要であるので、英語教育関連の科目をカリキュラムに加えている。また、外国人留学生の

学部入学者も現在いないので、外国人留学生の試験を行っていないのは妥当である。しかし、

社会人学生に対する教育上の配慮、教育課程編成、教育研究指導への配慮など特段行っていな

いのは問題であるかもしれない。 

�改善方�（��の改善・改�に��た方�）� 

現英語教員の社会人が入学できるように、英語教育の充実を図るために昨年度にカリキュラ

ムの変更を行い、英語教員のリカレント教育を行うように準備している。その場合、一般学生

とは異なった社会人学生の教育目標に合わせた対応も必要と思われる。 

 
（連合大学院の教育課程） 
必��連合大学院に��る、教育内容の���・一��を��するための方�の��� 
�現状��� 

連合大学院の教育課程は設置していないので該当しない。 
 
（「連携大学院」の教育課程） 
必��研究��と連携して大学院課程を��する「連携大学院」に��る、教育内容の�

��・一��を��するための方�の��� 
�現状��� 

連携大学院の教育課程は設置していないので該当しない。 
 
② 教育方法� 
（教育効果の測定） 

この項目については、専攻別に述べる。 

必��教育・研究指導上の効果を測定するための方法の��� 
�．社会学専攻 
�現状の��� 

教育・研究指導の効果を測定するための統一的な制度はない。各教員が個別に学生の学修に 

対する姿勢を観察したり、学生からの注文や提案を聞いたりしながら、各自の授業内容や研究

指導方法について、随時改善を加えている。出席状況、発表状況、レポート提出などで研究指

導の効果を測定している。 

修士課程の教育と研究指導の成果は、最終的に修士論文に反映される。修士論文の指導は担 

当教員が個別に行い、その評価は担当教員が主査、専門の近い教員２名が副査となり、口頭試

問を含んだ審査が実施されている。課題を修了した学生の修士論文については、その概要が、

「社会学部紀要」に掲載されるので、それを各教員が見ることによって、本専攻の教育・研究

指導の効果を判定する材料になりうる。 

�点検・評価（��と問題点）� 

本専攻では、学生が少ないため、それぞれの授業やそのほかの機会を通じて、学生の学修や

研究活動について、その成果を判断できるので、これには特段の問題点はないと考える。ただ

し、修士論文の概要が「社会学部紀要」に掲載されるものの、その内容に関して、本専攻の教

員が相互に検討する機会がないことは問題である。 

�改善方�（��の改善・改�に��た方�）� 
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本専攻における教育・研究指導の効果を測定するために修士論文を吟味することは有効であ

ると考えられるので、過去に実施したことのある修士論文発表会のような場を再設定すること

を検討してみる価値はあろう。しかしこれも、学生数の増加への努力が成果を上げ、学生間お

よび学生と教員間の学問的討論が盛んに行われるような将来計画の策定に盛り込まれるべき事

柄である。 

 

２．中国文化専攻 
［現状��］ 

本専攻、修士課程の授業科目は、すべて通年の授業であり、それぞれの授業の内容によるが、

単位認定のために随時レポート提出などを受講生に課しており、授業への出席態度や状況、レ

ポートの内容によって点数を付与する。特殊な技能や知識を必要としない適切な教育効果測定

の方法であると言える。 

［点検・評価（��と問題点）］ 

個々の授業の教育内容の効果を測定するための方法については問題がない。留学生について

は、やむを得ぬ事情で、出身国へ帰国中にレポートの締切期限などがきた場合、電子メールな

どを使用してレポートの授受が行われる場合があるが、これも教員と学生間の緊密な連絡と信

頼に基づいて問題なく行われている。 

［改善方策（将来の改善・改革へ向けた方策）］ 

本専攻では教育内容や授業方法を改善するため、毎年在学生に授業に関するアンケートを行

い、その結果を検討して改善や改革への方策を探っている。現在具体的に実施すべき方策はな

いが、将来に向けてもこれらの試みを続けていく。 

 
３．英文学専攻 
［現状��］ 

大学院生の教育・研究指導では、普段の演習、特論、研究の教員が通年で評価を行い、それ

らの教育・研究指導の成果は当該学生の修士論文となって結実して２年で修了することが想定

されている。しかし、実際にはその成果の修士論文を作成できずに２年の年限を越えて在籍し

ている大学院生もいる。また、実際の教育・研究指導の効果を測定する方法としては、授業時

における発表と学期末のレポート、機関誌への投稿と文学部紀要へのレジュメの発表などが挙

げられる。また、修士課程修了後の進路は、他大学の博士課程への進学および教育職・一般職

への就職などであるが、これも効果測定の一つと考えてよいであろう。 

［点検・評価（��と問題点）］ 
大学院に進学して２年の年限で修士論文を完成できずに在籍する学生がいることは、教育・

研究指導が功を奏していない指標となっている。しかし、そのような学生の場合でも、修了後

に他大学の博士課程に進学していった事例を斟酌すれば、教育・研究指導が十全に行われたこ

とを物語っていると言える。ただ、大学院生が多かった時に存在した大学院生用の機関誌が現

在も休刊のままであるという事実は否めない。 

［改善方策（将来の改善・改革に向けた方策）］ 
英語文化学会の機関誌である論文集『英語文化学会論集』に大学院生の研究成果を発表する

場を提供している。また、大学院生の発表支援を行って、学部学生にも本専攻の存在と大学院

生のリサーチのあり方を目の当たりに見させるようにしている。そのため、当該の指導教員が
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学期ごとに大学院生の研究テーマをまとめる作業を行わせ、発表の場を提供している。 

 
（成績評価法） 

この項目については、専攻別に述べる。 

必��学生の資質向上の状況を検証する成績評価法の適切� 
�．�会学専攻 
［現状の��］ 

成績評価については、各授業の担当教員が責任をもって行っている。演習・講義、いずれの

科目においても学生は少数であるので、日頃の授業のなかで、学生の授業に対する姿勢やその

成果を判断することは容易である。したがって、学年末に試験を課すことはほとんどなく、多

くの場合は、授業における平常点や随時提出させるレポート、および、必要があれば学年末の

レポートによって総合的に成績を評価している。 

各科目の成績評価方法については、シラバスに掲載されているので、学生はそれを事前に知

ることができる。また、学生はこれに対して書面で質問することができ、教員はそれに対して

書面で返答することになっている。 

［点検・評価（長�と問�点）］ 

本専攻では、授業やその他の機会を通して、学生と教員が緊密な関係を保ちながら、教育研

究指導が行われており、成績評価についても公正かつ厳正であると評価できる。 

［改善方策（��の改善・改�に向けた方策）］ 

現時点では、成績評価の方法に関して、特に改善すべき点はない。 

 
�．�国文�専攻 
［現状��］ 

修士課程修了のために修士論文の作成を義務付けることにより、修士課程に在学する学生の

資質向上の状況や結果は、本専攻内の教員が参加する会議での検討や文学研究科全体の会議へ

の修士論文成績評価報告書提出により確実に公開している。通常の授業のほか、担当教員が論

文作成のための個別指導を長期にわたって行う際に、学生の個別の資質向上状況を把握してお

り、それにしたがって適切な成績評価を実施している。 

［点検・評価（長�と問�点）］ 

現在は全員が外国人留学生である在学生の学力水準は多様である。個人的な資質や家庭状況、

学習意欲も多様であり、資質向上を検証するための評価方法もまた多様にならざるを得ない。

在学生の資質向上を保証するうえで最も重要な点は、指導教員と個々の学生間の信頼関係や熱

意といった精神的なサポートであり、この点に関して本専攻の個々の教員の努力には評価され

るべき内容があり、成績評価にあたっても学生の資質の総合的な状況を検証しながら、適切に

行われている。 

［改善方策（��の改善・改�へ向けた方策）］ 

修士論文の審査や評価の際ばかりでなく、日常的に教員間で授業上の連携を行い、学生の資

質向上の成果をより客観的、相互的に検証できる方策はさらに考慮されてよい。 

 
３．�文学専攻 
［現状��］ 
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成績評価は授業担当教員の裁量に委ねられており、その成績評価は 100 点満点の素点で出す

ことになっている。その成績評価の素点は、大学院生の学力に加えて学生の意欲に大いに依存

しているため、おおむね評価は甘くなる場合もあるが、学生の向上を願う気持ちから厳しい評

価が下されることもある。最終的には、大学院生が修士論文を提出して指導教員を含めた３名

の教員で、修士論文の点検および口頭諮問を行って、学生の研究の成果である修士論文を評価

している。 

［点検・評価（長所と問題点）］ 
授業担当教員によって成績評価の基準が明確ではなく、教員間でその評価がまちまちである

のは問題である。ただ、学生は専門分野以外と異なる科目を履修しなければならない場合も生

じるので、そのように評価がまちまちになる場合があることは否めない。それゆえ、高度専門

職の英語教員や研究能力を備えた人材を養成するために必要なオールラウンドな資質が学生に

求められていることは長所であると言っても過言ではない。 
［改善方�（��の改善・改�に向けた方�）］ 

現時点では、成績評価の方法に関して、特に改善すべき点はないが、大学院生の学力を相対

的に評価する場を設けるために英語文化学会の機関誌である論文集『英語文化学会論集』に掲

載するように指導している。 

 
必��専門職学位課程における履修科目��の上限設定とその��の適切性 
［現状�明］ 

専門職学位課程は設置していないので該当しない。 
 
（研究指導�） 

この項目については、専攻別に述べる。 

必��教育課程の展開�びに学位論文の作成�を�じた教育・研究指導の適切性 
１．社会学専攻 
［現状の�明］ 

上記、「教育研究指導上の効果を測定するための方法の適切性」および「学生の資質向上の状

況を検証する成績評価法の適切性」の項で記したように、教育課程の展開ならびに学位論文の

作成はすべて学生と指導教員間の個別指導という形をとっている。 

［点検・評価（長所と問題点）］ 

学生数が極めて少ない現状においては、ほかの形態は適切でないので、社会学専攻のとって

いる教育・研究指導は適切なものであると評価している。 

［改善方�（��の改善・改�に向けた方�）］ 

現時点では、教育・研究指導の適切性について特に改善すべき点はない。 

 
２．��文化専攻 
［現状�明］ 

修士課程の最短修業年限は２年であり、この間に必要な授業を受け、単位を修得する。学生

が２年連続して同じ科目を履修する場合は、学生の個性・能力に応じて、２年目は１年目より

も高度で、専門的な内容を履修することができる。修士課程修了予定者には修士論文の作成と

提出を必修科目として義務付けており、教員の適切な指導・助言のもとに論文作成を行うこと
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により、学生は最新の研究動向や成果を知ることになり、その後の進学や就職に大きなプラス

となっている。 

［点�・評価（��と問題点）］ 

これまでの本専攻の教育課程の展開は適切に行われてきており、修士論文作成のための指導

や修士論文の審査も適切かつ真摯に行われている。 

［改善方�（��の改善・改革へ向けた方�）］ 

現時点では、特に改善すべき点はない。 

 
３．英文学専攻 
［現状説明］ 

英文学専攻は 10 科目開講されている。大学院生は専門分野以外の授業科目も履修でき、これ

らの履修によって専門分野の糧とすることができる。大学院生は必要な科目を履修しながら、

定期的に論文指導教員から、修士論文作成に関する指導を受け、修士論文を完成させる。修士

論文については、主査１名、副査２名の体制で査読し、口頭試問を経て、評価が行われる。さ

らに研究成果を、英語文化学会の論集である『英語文化学会論集』への発表が奨励されている。 

［点�・評価（��と問題点）］ 
授業内容については年度初めに配付される『講義要項』に各授業科目の内容が示され、また

院生を対象としたオリエンテーションで担当の教員から授業科目の概略説明も行われる。さら

に少人数のクラス編成の利点から、研究指導は滞りなく成果を上げている。ただ少人数による

授業はともすれば、競争原理が機能しないこともある。論文作成に関しては、指導教員の指導

に加えて、ほかの専任教員からも助言を受けることができる体制をとっているので、この点は

評価できる。 

［改善方�（��の改善・改革に向けた方�）］ 
日頃の指導の過程で大学院生の学力充実は重要課題であると思われるので、指導教員が院生

の指導を徹底して行い、学位論文の英文作成に関してはネイティブの教員の指導も得ている。 

 

必��学生に対する履修指導の適切� 
１．�会学専攻 
［現状の説明］ 

１年次の履修登録に際して、１・２年次の履修から修士論文の作成に至るまでの学習が計画

的になされるように、オリエンテーション担当教員によって個別指導を行っている。 

学生本人の研究テーマに即した履修計画や、テーマに適合する担当教員の研究分野の説明な

ど、学生のニーズに合せた個別指導が実施されている。学生の研究テーマの変更やそれに対応

する履修指導も個別指導で行っている。 

［点�・評価（��と問題点）］ 

上記の学生に対する履修指導のあり方は、学生数の少ない現状では適切であると評価してい

る。 

［改善方�（��の改善・改革に向けた方�）］ 

現状においては改善・改革すべき点は特にない。 

 
２．��文化専攻 
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［現状説明］ 

毎年度の初めには全在学生を対象に履修説明会を開催している。それによって履修上の悩み

や問題点に答えるとともに、さらに授業を担当する各教員による個別指導をもって学生各自の

状況に応じた適切な履修指導を行っている。 

［点�・評価（��と問題点）］ 

現在の在学生に対する履修指導は適切であると評価できる。 

［改善方�（��の改善・改�へ�けた方�）］ 

本専攻は恒常的に入学定員を充足できていないという状況が続いており、この点を改善する

ために、大学院の教育内容を外部に広報する必要があり、その際には教育内容だけでなく、学

生への履修指導の適切さもあわせて広報する必要がある。 

 
３．�文学専攻 
［現状説明］ 

大学院生に対しては、専攻科主任がその相談を担当し、専攻したい内容を聞いて担当指導教

員の調整を行っている。そして、年度初めに、大学院生対象のオリエンテーションを開いて履

修指導を行っている。そのオリエンテーションでは、専攻科主任が履修上の注意点を整理し、

履修科目の概略説明を行ってから、担当科目の教員それぞれから授業科目の内容に対する説明

が行われ、大学院生との質疑応答が行われる。そして、その後、担当指導教員が大学院生との

相談に応じて、履修する科目を決定する。 

［点�・評価（��と問題点）］ 
授業は『講義要項』に則って展開されるが、受講する大学院生の関心や研究状況を鑑みなが

ら授業内容に多少の変更を加えるのが通常である。これは授業そのものが少人数であるという

ことからも比較的容易に行われる。かつ、そうすることによって大学院生の研究活動を促進す

ることも可能であり、有効な方法ということができる。 

［改善方�（��の改善・改�に�けた方�）］ 
履修指導の後に、大学院生が研究分野を変更する場合もあるが、その場合も今まで院生と相

談しながら専攻全体の教員で迅速に対応している。 

 
必��指導教員による個別的な研究指導の充実度 
�．社会学専攻 
［現状の説明］ 

社会学専攻の講義、演習、修士論文作成の指導はすべて少数の学生に対する 11 名の担当教員

による懇切な個別指導を通して行われている。 

［点�・評価（��と問題点）］ 

現状においては、指導教員による個別的な研究指導の充実度は極めて高いものであると評価

できる。 

［改善方�（��の改善・改�に�けた対�）］ 

特に改善すべき点はない。 

 
�．��文�専攻 
［現状説明］ 
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修士課程の在学生は学士課程に比べて少数であるために、個別的な研究指導は極めて充実し

ている。論文作成を行う学生には、１対１の関係で、極めて濃密かつ充実した研究指導が行わ

れている。それらの結果は毎年度提出される修士論文に表れている。 

［点�・評価（��と問題点）］ 

上記のように、在学生が少数であるために個別的な研究指導は充実していると評価できる。

指導教員の個別の教育・研究能力も高いと評価できる。 

［改善方策（��の改善・改革�向けた方策）］ 

充実した個別指導体制が取れる本専攻の問題点は、優れた教育内容や指導教員を有しながら、

入学定員が充足されていないことである。本専攻の充実した研究指導の実態を広報し、入学定

員を充足するという問題点を解決する必要がある。 

 

３．�文学専攻 
［現状�明］ 

修士課程に入学する段階で、学生の希望する研究分野に沿って指導教員が決定され、指導教

員はオリエンテーション時に出席して当該学生の履修する授業科目の選定にも立ち会う。それ

ゆえ、学生は指導教員と相談して希望した科目を履修し、指導教員の担当する科目を複数受講

することになるので、その担当授業あるいは担当授業以外でも個別的な研究指導を受けている

のが実情である。現状では、入学してくる学生が少ないため、指導担当教員が複数の学生を受

け持って指導することがないため、この指導が十全に行えている。 

［点�・評価（��と問題点）］ 
大学院生が入学した際に、その指導教員が演習と研究を担当して当該学生の研究指導ならび

に論文作成指導を行うのはよいことであり、実際その指導が功を奏している。そのため、大学

院生が途中で挫折して退学した事例は皆無であるので、その点は評価できる。しかし、大学院

生が入学後しばらく経過して研究テーマをかえ、指導教員を変更した場合も稀にではある。 

［改善方策（��の改善・改革に向けた方策）］ 
現状では、特に改善・改革に向けた方策を立てなくてもよいが、院生が増加した場合には、

それぞれの分野での統括的な指導あるいは指導教員の役割の明確化を行う必要がある。 

 
（医学系大学院の教育・研究指導） 
必��医学系大学院に�ける��系専攻の学生に対し、�院内外でなされる教育・研究指

導とこれを�える�的、�的体制の充実度 
［現状�明］ 

医学系大学院は設置していないので該当しない。 
 
必��医学系大学院に�ける��系専攻の学生について、��研修と研究の�立を確�さ

�るための��の状�とその��� 
［現状�明］ 

医学系大学院は設置していないので該当しない。 

 
（教育・研究指導の改善�の��的な取り��） 

この項目については、研究科全体で述べる。 
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必��教員の教育・研究指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み（フ��ルテ

�・��ベ�ッ��ント（FD））およ�その有�性 
１．研究科全体 
［�状�明］ 

文学研究科ではこれまで、教員の教育・研究指導方法の改善を促進するための組織的な取り

組み（FD）はなされてこなかった。 

［点検・評価（��と問題点）］ 
本学では、学部のレベルで FD 推進に向けてのさまざまな試みがなされているが、大学院全体

としての取り組みは遅れている。 

［改善方策（��の改善・改�に向けた方策）］ 
文学研究科では、大学院委員会での FD 委員会設置等に向けての体制づくりを検討するように

との要請を受けて、2007 年秋に FD 懇談会を開き、各専攻のかかえるさまざまな問題を話し合

った。また 2008年 12月には文学研究科自己評価委員会による院生への聞き取り調査を実施し、

その結果が FD 懇談会で報告された。当面はこうした試みを継続して各教員の教育・研究指導方

法についての情報交換等に努めることが想定されているが、本研究科の場合、FD 推進の課題は

「本報告書評価大項目１．理念・目的（３）大学院研究科 d．文学研究科（理念・目的等）（pp.27

～pp.31）」に述べた研究科再編の問題とかかわっており、この点をふまえて慎重に方策を考え

ていくことが必要とされる。 

 

必��シラバスの�成と活用状況 
１．研究科全体 
［�状�明］ 

文学研究科では、本学共通のフォーマットにしたがい、授業科目ごとに「テーマ」、「講義概

要」、「授業計画」、「評価方法」等の項目を明示して学生への周知を図っている。その方法とし

てはこれまで紙媒体が中心であったが、2007 年からは電子媒体で一本化されている。文学研究

科全体として教員によるシラバスの活用状況についての調査は特に行っていないが、学生によ

るそれについては 2008 年に聞き取り調査のかたちで実施している。 

［点検・評価（��と問題点）］ 
文学研究科の 2008 年度のシラバスを例にして授業科目ごとにその記載内容を比べてみると、

「授業計画」の項目では記載の有無、授業回数に留意した記載の有無、「評価方法」の項目では

複数の評価基準を用いる場合の成績比率の明示の有無といった点にばらつきが見られる。 

［改善方策（��の改善・改�に向けた方策）］ 
授業を選択する学生へのきめ細かな配慮という点からは、シラバスの記載内容は詳細かつ統

一性のあるものが望ましく、この点の改善は、文学研究科における FD が推進されていくなかで

一検討課題となることが想定されている。この項については、次項［改善方策］をあわせ参照

されたい。 

 
必��学生による授業評価の活用状況 
１．研究科全体 
［�状�明］ 

文学研究科ではこれまで、学生へのアンケート等による授業評価の試みは行われてこなかっ
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たが、2008 年度から次頁の［改善方策］に述べる新たな取り組みをはじめている。 

［点検・評価（長�と問題点）］ 
学部レベルでは学生へのアンケートによる授業評価が機会あるごとに実施されているが、文

学研究科の場合、在籍者数の関係で、それぞれの授業を履修する者がごく少人数に限られるこ

とから、授業単位でアンケート調査を実施する方法は例え無記名方式であっても回答者の特定

につながり、また学生の側でもそれを予期して有意味な回答をよせないことが危惧され、その

効果は期待できない。 

［改善方策（��の改善・改�に向けた方策）］ 
現状ではむしろ、カリキュラム、シラバス、学習環境その他、文学研究科全体にわたること

がらについて広く院生の要望に耳を傾ける機会を設けるなかで、授業内容や授業方法について

も要望や意見等を聴取し、そこから院生による授業評価、教員による FD へとつなげていくこと

が得策であるとの認識から、文学研究科では 2008 年、そうした機会の設定に向けての試案を研

究科自己評価委員会を中心に作成し、これをもとに院生への聞き取り調査を実施、翌年、調査

結果を公表して教員への周知を図った。 

 
③ 国内外との教育研究交流 
（国内外との教育研究交流） 

この項目については、専攻別に述べる。 

必��国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の�切性 
�．社会学専攻 
［現状の�明］ 

本専攻は、①文化の多様性を捉え、現代社会の全体像を多元的に解明し、②個人の主体性喪

失の危機に取り組み、③主観的な発想、独自の理論構築など、自らの体験を大切にした研究ス

タイルを重視するという基本方針のもと、社会学・人間学の専門的知識・識見を身につけた有

能な専門的指導者を養成することを教育目標としているが、2008 年度以降、修士課程在籍院生

がおらず、定員充足が重要課題であるため、また修士課程在籍院生がいたときも院生のニーズ

がなかったため、国際化への対応や国際交流の推進は特に行っていない。 

［点検・評価（長�と問題点）］ 

本専攻の院生は、その大半が、自らの体験をベースに日本の文化や社会を考察するという研

究スタイルをとるため、本専攻においては国際交流を推進することの必要性はそれほど高くな

い。そのため、国際化への対応や国際交流の推進を特に行っていなくても、特に問題点はない

と思われる。 

［改善方策（��の改善・改�に向けた方策）］ 

定員充足が喫緊の課題であるが、長期的には e-Learning を利用した海外の大学院との提携な

ど、国際化への対応や国際交流の推進を検討する必要があるかも知れない。 

 
�．中国文化専攻 
［現状�明］ 

本専攻の基本方針は、専攻の特色を生かして留学生をできるだけ広く受け入れることによっ

て国際化と国際交流を果たすことである。 

本専攻科に在籍する留学生は、2009 年９月 30 日現在で、４名である。在学生全体に占める
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留学生の割合は８割と高く、学生の受け入れに関しては国際化への対応がなされていると考え

る。 

�点検・��（長�と問題点）� 
留学生（主に中国）に対して、日本文化・歴史等に関しての論文を書くことを勧めている。

そのことによって日本語のより一層の修得と日本文化のより深い理解が得られると考えている

からである。現状はまだ充分満足できるものではない。二年間での単位修得のプログラムと修

士論文のテーマとのかね合いが充分考慮されていないために、過重な負担を掛けることになり、

それに耐えられない院生が出てくることである。 

���方策（��の��・��に�けた方策）� 
外国人（特に中国人）の入学者が毎年いることを考慮しなければならない。また留学生の研

究テーマも多岐にわたり、現教員でカバーできない面がある。これを解決するためにも近隣の

諸大学との連携を正式な形でとる必要がある。例えば、中国関係のテーマを選ぶ院生（中国人

留学生のみならず、日本人の院生の場合も含めて）には、2005 年に開設された関西大学アジア

文化交流研究センターおよび同大学院文化交渉学専攻との連携をとることなども有効な方策の

一つであろう。 

 
３．英文学専攻 
�現状��� 

本専攻では、広い文化的な視野と高度な言語情報処理能力を有し、研究能力を備えた英語教

員などの人材を養成することを目的としているが、修士課程在籍の院生のニーズである、実践

的な英語力の技能を高めることが重要課題であるため、国際化への対応や国際交流の推進は特

に行っていない。 

�点検・��（長�と問題点）� 
英語教員などの人材養成を基本としている英文学専攻においては国際交流を推進することの

必要性はそれほど高くないため、特に問題点はないと思われる。 

���方策（��の��・��に�けた方策）� 
カリキュラム上の工夫も考えられるので、e-Learning を利用した海外の大学院との提携など

長期的視野で検討する必要があるかも知れない。 

 
④ 学位授与・課程修�の�� 
（学位授与） 
必��修士・�士・専��学位の�々の学位の授与状況と学位の授与方針・基準の��性

（大学基��ータ ��） 
この項目については、専攻別に述べる。 

１．社会学専攻 
�現状の��� 

最近５年間の社会学専攻の修士学位授与状況は年々数が減少し、2008 年度は遂に院生の入学

が１人もない状況となっている。 

学位の授与方針および基準は甲類乙類から 30 単位を修得し、修士論文を提出しその審査をパ

スした者に修士の学位が授与される。このプロセスは、それぞれの科目担当教員および修士論

文指導教員が学生を個別指導する仕方で実施されてきた。 
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���・��（�所と問��）� 

学位の授与方針と基準に関しては、社会学専攻が行ってきたことは適切なものであったと考

えている。しかし、学位の授与状況に関しては社会学専攻の存在意義そのものが問われねばな

らない危機的状況にある。 

���方�（�来の��・��に�けた方�）� 

学生数の減少、社会人入学、外国人学生が過去４年皆無であること、社会学部の内部入学者

が皆無であることに対して、大学院学生募集計画を専攻の存廃を含めて抜本的に考え直すべき

である。 

 
２．中国文化専攻 
��状��� 

1978 年の開設以来、中国文化専攻は相当数の修士号取得者を継続的に出している。しかし修

了予定者に対する学位授与率は近年来満足すべきものではない。中国文化専攻は中国関係ばか

りではなく、日本・東南アジア・インド・西アジア専攻の院生を受け入れている。それらの院

生に対しては指導教員だけでは不足であり、組織的な取り組みが必要であり、そのための制度

的整備が求められていることを痛感している。過去５年間での修士号の学位授与件数は下表の

通りである。 

 

研究科専攻 学位 2004 年度 2005 年度 2006 年度 2007 年度 2008 年度 

 

中国文化専攻 修士 ３ ３ １ １ ２ 

充足率 60％ 60％ 20％ 20％ 40％ 

 

本研究科の授与方針・基準は、大学院学則および本学の学位規程に沿って、次のようになっ

ている。 

① 修士（文学研究科）の学位 

本専攻では、修士の学位授与方針・基準は、所定の在籍年数・科目履修などの諸条件（大学

院学則第３条及び第９条）を充足したあと、当該論文が「広い視野に立って精深な学識を授け、

専攻分野における研究能力または高度の専門性を要する職業に必要な能力を涵養する」（本学大

学院学則第２条）という修士課程の理念・目的の修了度を厳格に確認し、さらに中国文化専攻

の教育目標として掲げられた「中国を中心とするアジア諸国および日本の文化を、それぞれの

固有言語で書かれた文献資料に基づいて研究し、中国を中心とするアジア諸国および日本の文

化について、高度で偏らない理解力と研究能力を備え」（本学大学院学則第４条２項）ているか

どうかを基準として、論文審査および口頭試問を厳正に実施しており、本専攻の学位の授与方

針・基準は適切であると認識している。 

���・��（�所と問��）� 

学位授与に関する審査は、指導教員を主査として論文に関係の深い副査の教員を２名計３名

からなる審査委員会が組織され、時間をかけて綿密な閲読と口頭試問が行われ、厳正かつ公平

になされている。さらに後日本専攻担当の全教員に論文を回覧し、それの終了後審査委員会が



３．教育内容・方法（文学研究科） 
 

 296 

出した論文内容と口頭試問等の審査結果および評点につき検討が加えられて本専攻での判定が

なされる。さらにこの判定が本研究科委員会に諮られ、最終的な判定がなされる。 

���方�（��の��・��に�けた方�）� 

外国人の院生に対しては、日本語での提出を求めている。この論文内容以前の語学的ハンデ

ィを克服させるための指導教員の負担が大きい。７割方正確に日本語を読み書き話すことので

きる院生を入学させ、それを指導して、９割方正確な日本語の能力をつけさせて論文を書かせ

るというのが求められることであるが、実情は厳しい。この実情を打開するためには、国際交

流教育センターで開講している留学生用の日本語科目の単位を大学院の単位として２ないし４

単位を認める必要があるのではないか。そして何より問題なのは、経済的な問題である。バイ

トで貴重な時間を取られ、意欲と目標を失い、投げやりになるのを如何に励まして論文までも

っていくかの方が切実な課題である。しかも論文を出しても就職の保障は何もない。日本人の

院生の場合は事情が分かっているので、大きな問題はない。 

 
３．英文学専攻 
��状�明� 

本専攻の修士学位の過去５年間の授与状況は、下表の通りである。 

 
 英文学専攻の学位授与者数（修了予定者数） 

2004 年度 2005 年度 2006 年度 2007 年度 2008 年度 

修士 ３（２） ２（０） ３（１） ３（１） ２（２） 

 
本専攻の授与方針・基準は、大学院学則および本学の学位規程に沿って、次のようになって

いる。修士の学位授与方針・基準は、所定の在籍年数・科目履修などの諸条件（大学院学則第

３条、同第９条）を充足したあと、研究科委員会の定める審査委員による修士論文の審査と口

頭試問によって行われる。修士論文の審査については、主査１名、副査２名で査読し、口頭試

問を経て、その審査の結果は文学研究科委員会に審査報告書を提出して、100 点満点での素点

の評価が行われる。論文審査には透明性、客観性を期するため指導教員の主査に加え、それ以

外の副査を２名設けて厳密にかつ客観的に評価できるようにしている。そして、研究科委員会

における審査報告、質疑応答ならびに合否の議決を経て学位を授与しても良いか否かを決定す

る。 

�点検・評価（長所と問題点）� 
学位授与のために修士論文を必修としているのはよいことであり、主査１名、副査２名で査

読し、口頭試問を経て論文の評価を厳密かつ客観的に素点で下しているのもよいことである。

しかし、所定の在籍年数・科目履修などの諸条件を充足し、指導教員の指導を受けて修士論文

を作成することはかならずしも容易ではない。そのため、大学院生の在籍期間は２年から３年

になることがあるのは少し問題である。 

���方�（��の��・��に�けた方�）� 
大学院生の在籍期間は２年から３年になる場合があるのは問題であるが、この延長の理由の

一つは、さらに１年間を要して研究内容を深化させ、すばらしい修士論文を作成して他大学の

博士課程に進学するための場合もある。そのために、指導担当の院生の在籍年数が延長になっ

た場合には、専攻担当者で会議を開催してその事由を確認している。また、院生が他大学の博
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士課程に進学する場合には、指導教員などが最大限の努力を傾注し、院生の将来の展望が開け

るように配慮している。 

 

必��学位審査の透明性・客観性を高める措置の導�状�とその��性 
この項目については、研究科全体で述べる。 

１．研究科全体 
�現状説明� 

文学研究科における修士論文の審査と審査報告は、追手門学院大学学位規程に基づいて行わ

れる。その第 10 条第２項では、指導教員１名および当該論文に関係のある科目担当者を審査委

員とすることが定められており、文学研究科ではこれにしたがって複数の審査委員が論文審査

と口頭試問にあたる体制が確立している。 

���・��（��と問��）��改善方�（将来の改善・改�に�けた方�）� 
文学研究科委員会における最終的な合否の決定は主査からの審査報告に基づいて行われるが、

審査の透明性・客観性を高めるための措置として、この報告がなされる前に当該専攻のレベル

で論文審査結果の概要説明や論文の回覧等の手順を踏むことが要請されており、現状に改善の

必要は認められない。また、審査の終了した修士論文は１部を大学図書館におさめて参照を可

能にしている。 
 
（専門職大学院の修了要�等） 
必��法��の規定や当該専門職大学院の教育目�と、修了認定に必要な�学��および

修��位数との�合性 
�現状説明� 

専門職大学院は設置していないので該当しない。 

 
（課程修了の認定） 
必����修�年限��で修了することを認めている大学院における、そうした措置の�

�性、�当性 
�現状説明� 

文学研究科では、２年以下で修了を認めていない。 

 
⑤ 通信制大学院 
（通信制大学院） 
必��通信制大学院における、教育研究指導方法、�位認定、学位��の��性とそのた

めの条���の��性 
�現状説明� 

通信制大学院は設置していないので該当しない。 
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４．学生の受け入れ 

 
（�）大学に�ける学生の受け入れ 
���目標� 

幅の広い人間性を重視し、多様な個性を備えた学生の受け入れを目指す。また、定員枠を基

準とした適切な量の学生数を確保することを目標とする。 
 
（学生募�方法、入学者選抜方法） 
���大学・学部等の学生募�の方法、入学者選抜方法、�に�数の入学者選抜方法を

�用している場合には、�の�々の選抜方法の位置づけ等の適切性 （大学基礎�

ータ 表 13・表 15） 
�現���� 

多様な個性を備えた学生の受け入れを目指し、定員枠を基準とした適切な量の学生数を確保

するため、多種多様な入試制度を設けている。入試制度としては、①一般入試 A 日程、②一般

入試 S 日程（選択方式）、③一般入試 S 日程（英・国方式）、④一般入試 B 日程、⑤大学入試セ

ンター試験利用入試 A 日程、⑥大学入試センター試験利用入試 B 日程、⑦論文入試 A 日程、⑧

論文入試 B 日程、⑨AO 入試（自己推薦方式）、⑩AO 入試（商工・総合学科方式）、⑪AO 入試（指

定分野方式）、⑫内部推薦入試、⑬指定校推薦入試、⑭公募制推薦入試 A 日程、⑮公募制推薦入

試 B 日程、⑯社会人入試、⑰外国人留学生入試、⑱海外帰国生徒入試、を設けている。①②④

⑦⑧⑭については、学外試験会場を設定し、地方の受験生の便宜を図っている。 

個々の選抜方法の位置づけ等は、以下の通りである。 

① 一般入試 A 日程 

英語・国語・選択科目の３科目を課すことでバランスのとれた基礎学力を身に付けた学

生を受け入れる。 

② 一般入試 S 日程（選択方式） 

英語または国語・選択科目の２科目を課し、得意な分野の基礎学力を身に付けた学生を

受け入れる。 

③④一般入試 S 日程（英・国方式）、一般入試 B 日程 

英語と国語の基礎学力を身に付けた学生を受け入れる。 

⑤⑥大学入試センター試験利用入試 A 日程、大学入試センター試験利用入試 B 日程 

A 日程は、外国語・国語・選択科目（個人の最も高得点の科目）、B 日程は、外国語・国

語または選択科目（個人の最も高得点の科目）により選抜し、本学独自の試験は課さない。

本学一般入試の選択科目にない科目を利用することが可能であるため、幅広い層の志願者

が期待できる。また、遠隔地の受験生や併願を希望する受験生に出願の機会を提供するこ

とも目的としている。 

⑦⑧論文入試 A 日程、論文入試 B 日程 

学部学科の教育内容に関連した論文を課すことで、独自の感性と考えを文章に表現でき

る個性豊かな学生を受け入れる。 

⑨ AO 入試（自己推薦方式） 

個々の多彩な課外活動や文化・芸術面での活動、ボランティア活動など多方面での成果、
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語学や情報に関する各種資格の取得、大学での全般的な学習計画など、学力試験では評価

できない多様な能力や可能性を持つ学生を受け入れる。 

⑩ AO 入試（商工・総合学科方式） 

高等学校の職業教育を主とする学科や総合学科出身者のうち、商業・工業・情報の教科・

科目の単位を修得した生徒を対象とする。 

⑪ AO 入試（指定分野方式） 

本学が指定するスポーツ活動の分野において優れた能力、実績を持ち、入学後もそのス

ポーツを継続しつつ勉学することを希望する意欲ある学生を受け入れる。 

⑫ 内部推薦入試 

同一法人の高等学校長からの推薦および本学での面接を課す。総合学園としての追手門

学院の教育理念・教育方針を理解し、それを具現する学生の受け入れを期待する。 

⑬ 指定校推薦入試 

本学が指定した高等学校との信頼関係に基づき、その推薦を重視し、高等学校における

学業成績および課外活動等の成果などを書類審査により確認する。評定平均値や課程・コ

ースなどを推薦条件に課している。 

⑭⑮公募制推薦入試 A 日程、公募制推薦入試 B 日程 

調査書全体の評定平均値を点数化し、英語と国語の学科試験の得点との合計により選抜

する。基礎学力を身に付けた学生を受け入れる。 

⑯ 社会人入試 

生涯学習に対する社会的要請に応え、向学心に燃えた社会人に対して大学教育を行い、

その資質向上を期して実施。 

⑰ 外国人留学生入試 

国際化に対応して実施している。日本人学生に国際交流の場を提供し、異文化を理解、

国際的視野と国際的社会性を身に付けさせることも目的のひとつである。 

⑱ 海外帰国生徒入試 

外国における教育事情の違いを考慮し、海外での生活と外国の教育機関で学んだことに

よる大学受験への負担を軽減するために実施。 

�点�・評価（長�と問題点）� 
多様な個性を備えた学生の受け入れという意味では、多彩な入試制度を設けており一定の評

価はできる。しかし、実績を見ると、ほとんど志願者がない制度がある。例えば、社会人入試

の経済学科、ヒューマンエコノミー学科、マーケティング学科、社会学科、アジア学科は過去

５ヵ年にわたって志願者がゼロ、英語コミュニケーション学科も過去５ヵ年にわたって入学者

がゼロ、経営学科は過去４ヵ年の志願者がゼロ、心理学科についても志願者はいるものの少数

である。帰国生徒入試についても、過去５ヵ年の結果を見ると、ほとんどの学科で志願者がゼ

ロの年が見受けられる。反対に、指定校推薦入試、AO 入試など、入学定員に対する入学者の割

合が非常に高い入試制度もある。様々な入学者選抜方法を設定することで想定している層の入

学者を理想的に確保できているとは言えない。少子化の進行に伴い「大学全入」時代を迎え、

学生確保に向けた大学間の競争が過熱化している現状では、選抜方法を工夫し、多くの受験機

会を設けたとしても本学の期待通りには志願者が集まらないという問題がある。 

定員枠を基準とした適切な量の学生数の確保という面においては、歩留まり率（合格者の入

学率）の予測がずれたことによる若干の超過はあるものの、どの学部学科も定員割れという事
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態には至っていない。しかしながら、入学者の学力レベルの低下など、数だけでは判断できな

い問題があることは否めないので、入学後の大学教育がより一層重要であると考える。 

���方策（��の��・��に向けた方策）� 
過去数年にわたって志願者がない入試制度については、より志願しやすい選考方法にするな

どの対策をとる必要がある。具体的には、社会人入試や海外帰国生徒入試などを AO 入試に包括

することも計画しているが、「質」確保のため、学力を問うことの必要性からは難しいかもしれ

ない。 

附属校推薦については、学部によりばらつきがあるが、志願者は減少の傾向である。この対

策として、オープンキャンパスにあわせて、特別に併設高等学校の生徒および保護者対象の入

試説明会を開催し、本学への出願を促す。また、教育研究所主催の併設高等学校との懇談会に

も積極的に参加し、高等学校教員との情報交換を密に行う。 

また、2010 年度入試から AO 入試の選考を早めることを計画している。志願者を送る高等学

校からの要望を汲み、専願である AO 入試で不合格の場合も、11 月の推薦入試に出願できる日

程で合格発表を行う予定である。これにより、不合格によるリスクを避けて敬遠していた者の

受験を促す。 

指定校推薦については、2010 年度入試から各高等学校の進学実績を考慮し推薦基準をかえる

予定である。これにより、指定校推薦制度による入学者の質と量の調整を図る。 

 
（入学者受け入れ方針等） 
必��入学者受け入れ方針と大学・学部等の理念・目的・教育目標との関�  
�現�説明� 

本学は、「追手門学院大学の伝統と教育理念に共感するとともに、追手門独自の教育内容に関

心を持ち、「追手門で学ぼう」という強い意欲を持つ学生を迎え入れる。学力だけでなく、むし

ろ幅の広い人間性を重視する。」というアドミッション・ポリシーを掲げ入学者を受け入れてい

る。 

追手門学院は、「１．確固たる個性をもち、自他の人格を尊重し、節度をわきまえ、社会の秩

序と平安を乱す有形無形の暴力を排除する、勇気ある民主的人物、２．美的、倫理的価値に対

し、鋭敏で健康な感受性をもち、真に自由な精神と強い意志をもった責任感のある人物、３．

豊かな一般教養を身につけ、深く高い知識と思考力をもって、人文、社会ならびに自然の諸科

学の正しい発展に寄与できる人物、４．日本の歴史、文化および芸術に対する深い造詣と、母

語に見識をもつ豊かな表現力のある人物、５．国際的視野と国際的社会性、および地球的観点

をもち、人類の繁栄に寄与し、社会に貢献することのできる人物」の養成を目標とし、地域社

会、国家および国際社会において、指導的役割を果たしうる人間の創造をその教育理念・教育

方針とする。 

学院および大学としての入学者受け入れ方針、教育理念・教育方針を受け、学部ごとのアド

ミッション・ポリシーを募集要項で公表している。公表内容は以下の通りである。 

経済学部では、下記のような者を受け入れる。 

① 国内外における多様な経済・社会問題に対して知的好奇心をもち、自主的・積極的に問 

題解決に取り組もうとする強い意志を持つ者。 

② 豊かな構想力と人間性を身につけるために、経済学を中心に幅広い分野の学問を積極的 

に学ぶ意欲と能力のある者。 
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③ 経済学に関する専門知識を活用して、経済・産業界のリーダーとして活躍しようという 

意欲のある者。 

経営学部では、「自主・自由・自立」という学院建学の精神、および経営学部の教育理念・教

育方針を理解し、かつ経営学を学習する強い意志のある、下記のような者を受け入れる。 

① 経営学部で得た知識・経験を将来的に実践し、自らの夢や組織の目標を実現したい者。 

② 複雑化・高度化する社会情勢を敏感に察知する能力に優れ、自分なりの問題意識をもっ 

て行動できる者。 

③ 経営学の専門知識を広く修得し、ビジネス社会の第一線での活躍を目指す者。 

心理学部では、専門家や臨床心理士などを目指す人の基礎教育と心理学の教養のある社会人

の育成を目標としている。50 以上の領域の心理学から、広く深く学ぶことが可能である。本学

部では下記のような者を受け入れる。 

① 人間の心理と行動に関心をもち、好奇心をもって自主的に学ぶ態度のある者。 

② 心豊かに生きていくために、心理学を学びたいと思っている者。 

③ 人と社会とのつながりを大切にしたいと思っている者。 

学院 120 年の歩みと建学の精神「独立自彊」を踏まえて、社会学部は社会に貢献する市民・

職業人・知識人を育成することを教育理念として掲げている。この理念をもとに下記のような

者を受け入れる。 

① 自分の可能性を探求する意欲のある者。 

② 多様な学びに関心のある者。 

③ 共に生きる世界を創りたい者。 

国際教養学部では、下記のような者を受け入れる。 

① 英語・中国語をマスターして国際的に活躍したい者。 

② 世界を見て歩き、そして考えはじめることのできる者。 

③ 世界と日本の架け橋になりたいと考え、行動する者。 

���・��（�所と問題�）� 
学院 120 年の歴史を踏まえた教育理念・教育方針をもとに掲げた本学の入学者受け入れ方針

は、求める学生像について明確に表している。 

学部ごとに入学後の教育目標についても明記しているため、入学者自身にとっても大学で何

を目指すべかという方向性もわかりやすいかと思われる。 

しかしながら、アドミッション・ポリシーとしては、抽象的な内容に止まっており、高等学

校段階で習得しておくべき内容・水準を具体的に示すまでには至っていない。このため、学科

試験を課さない入試制度で入学した者などは、大学での授業についていけるか不安を持つこと

もあるようである。 

���方�（将来の��・��に向けた方�）� 
追手門学院将来計画「追手門ビジョン 120」において、本学は、新たな総合的教養教育シス

テムの構築を通じて、社会人基礎力の育成・強化を図り、学生にとっての自分の居場所になる

学生中心の大学づくりを目指すとともに、研究活動の活性化と研究成果の社会還元を追求する、

魅力的かつ特色ある文系総合大学を目指すという将来計画を発表した。その内容は、①追大型

教育システムの開発・展開（総合教養教育と専門基礎教育の確立、初年次教育・導入教育の充

実、キャリア教育の充実、学習情報支援システムの整備・強化、少人数授業（演習）の充実、

体験型授業の多角的展開、外国語学習の充実、教育の質の向上・FD 制度の確立）、②学生中心
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の大学づくり（自分の居場所になる大学づくり、豊かな人間性を育む交流空間の創造、学習支

援システムの充実、課外活動の活性化、学生ボランティア活動の支援強化、健全な心とからだ

の育成支援体制の整備、社会人基礎力の育成支援、国際交流活動の推進、外国人留学生の支援

充実、同窓会活動の支援）、③教育・研究活動の活性化と研究成果の社会還元（研究支援体制の

確立、大学院教育の充実と再構築、外部資金の獲得、研究所活動の活性化、高大連携・企業連

携の推進、社会人リカレント教育の充実、生涯学習機会の提供、出版・講演活動を通じた社会

還元、地域社会への貢献）というものであり、目標の達成、計画実現に努めていく。 

学部あるいは学科によって教育内容が異なることから、「追手門ビジョン 120」を踏まえ、お

のおのの学部・学科での入学者受け入れ方針をより具体的に設定するよう改善に努めたい。学

部規程に「学部・学科の目的」（人材育成の目的）を定めることになったため、これについても

高校生等に周知できるよう努力していきたい。 

「平成 23年度大学入学者選抜実施要項の変更予定について（通知）」（平成 21年３月 31日付、

文部科学省高等教育局大学振興課）で、入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）の明確

化として、「各大学は、入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に、高等学校で履修すべ

き科目や取得が望ましい資格等を列挙するなど、「何をどの程度学んできてほしいか」をできる

限り具体的に明示すること。なお、明示する科目・資格等は、高等学校教育の内容・水準に十

分配慮したものとすること。」という事項が盛り込まれる予定のため、遺漏のないよう取り計ら

うようにと通知があった。 

これを受け、2011 年度入学試験にかかるアドミッション・ポリシーについては、各学部・学

科で、具体的なものを作成することが入試主事会で了承されている。 

 
���入学者受け入れ方針と入学者選抜方法、カリキュラムとの関�  
［現状説明］ 

先に述べたように、本学の入学者受け入れ方針は「追手門学院大学の伝統と教育理念に共感

するとともに、追手門独自の教育内容に関心を持ち、「追手門で学ぼう」という強い意欲を持つ

学生を迎え入れる。学力だけでなく、むしろ幅の広い人間性を重視する。」であり、それを基本

に学部ごとにアドミッション・ポリシーを定めて公表している。また、ホームページ、大学案

内、学科ガイド、AO 入試ガイド等でより具体的に学部学科の紹介を行い、どのような入学者を

求めているのかを受験生にわかりやすく説明している。本学を目指す者は、それらのいずれか

で入学者受け入れ方針を確認し出願することになる。学科試験のみによる入学者選抜方法につ

いては、入学者受け入れ方針に適合しているか否かの確認はできない。しかし、入試制度によ

っては、面接や志望理由書などでそれを確認できるような入学者選抜方法を設けている。 

カリキュラムについても、各学問の基本をなし、かつ幅広く深い教養・総合的な判断力・豊

かな人間性を形成するための共通科目（新入生演習・基本科目・外国語科目・体育科目・総合

科目）と、各学科の専門の学芸にかかわる学科科目および資格取得に関する科目を設けている。

各学科の専門の学芸にかかわる学科科目については、学部・学科ごとの受け入れ方針で示した

学生の期待に応える科目を開講している。 

［��・��（�所と問��）］ 
［現状説明］でも述べた通り、AO 入試（自己推薦方式）、AO 入試（商工・総合学科方式）、AO

入試（指定分野方式）、内部推薦入試、指定校推薦入試、社会人入試、外国人留学生入試、海外

帰国生徒入試については、出願時に志望理由を記載する志願調書または志望理由書の提出を義
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務づけているため、これにより入学者受け入れ方針に沿った選考を行うことができる。さらに

前述の入試種別については指定校推薦を除いて面接を実施している。面接では、志望動機・大

学在学中の抱負や目標・大学卒業後の計画等を尋ねることで、受験生の目的意識・意欲・本人

の将来計画などを確認できる。これらの入学試験制度では本学の受け入れ方針を充分考慮して

選抜を実施できていると言える。 

前の項目でも述べたが、本学のアドミッション・ポリシーは、現在のところ抽象的であり、

高等学校段階で習得しておくべき内容・水準を具体的に示すまでは至っていないため、学科試

験の成績のみで合否判定を行う選抜方法においては、入学者受入方針と入学者選抜方法の関連

づけは特に行えていない。 

�改善方�（将来の改善・改革に向けた方�）� 
多様な個性を備えた学生を受け入れるという意味では、意欲重視の入学者選抜方法や学力重

視の入学者選抜方法をバランスよく継続していく。ただ、学力レベルの低下を避けるという意

味で、基礎的な学力を問うことも必要である。各学部・学科が求める学生像だけではなく、そ

れぞれの学部・学科で高等学校において習得しておくべき内容・水準を具体的に示し、より本

学における学修成果を期待できる学生を受け入れできるよう、2011 年度入学者選抜から学部・

学科ごと、入試種別ごとにアドミッション・ポリシーを公表することが入試主事会で了承され

ている。 

また、入学者受け入れ方針と大学・学部等の理念・目的・教育目標との関係の項でも述べた

が、追手門学院将来計画「追手門ビジョン 120」において、追大型教育システムの開発・展開

（総合教養教育と専門基礎教育の確立、初年次教育・導入教育の充実、キャリア教育の充実、

学習情報支援システムの整備・強化、少人数授業（演習）の充実、体験型授業の多角的展開、

外国語学習の充実、教育の質の向上・FD 制度の確立）を計画しており、カリキュラムについて

もこれに即した形で将来的に改善・改革していくことを目標とする。 

 
（入学者選抜の�組み） 
必��入学者選抜試験実施体制の��性  
�現���� 

本学では、追手門学院大学入試主事会を置き、入学試験の運営に関すること、中・長期的な

入学試験に関すること、各学部における入学者選抜に関すること等の事項を審議している。入

学者選抜試験実施にあたっては、全学部で共通の入試問題を使用する入試種別と、学部・学科

ごとで異なった選考を行う入試種別がある。いずれも実施体制について変更する場合は、入試

主事会に諮り、その後、各学部教授会で承認することを義務づけている。入試主事会は、入試

部長、各学科選出の入試主事、入試部次長、入試広報課長、入学試験課長、入試広報課長補佐、

入学試験課長補佐、その他学長が必要と認めた者で組織される。入試主事の選任は学部長が行

い、学長が任命する。 

入学者選抜試験実施担当者の選出方法は、一般入試 A 日程、一般入試 S 日程（選択方式）、一

般入試 S 日程（英・国方式）、一般入試 B 日程、公募制推薦入試 A 日程、公募制推薦入試 B 日程

の出題関係については、前年度の科目ごとの出題責任者の推薦により出題責任者を選出し、各

科目の出題責任者の指名により出題委員を決定している。監督については、各学部長の選出に

より、大学入試センター試験の監督も含めて年間５回を目安に、ほぼすべての教員が担当して

いる。論文入試 A 日程、論文入試 B 日程、AO 入試（自己推薦方式）、AO 入試（商工・総合学科
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方式）、AO 入試（指定分野方式）、内部推薦入試、指定校推薦入試、社会人入試、外国人留学生

入試、海外帰国生徒入試については、各学部長ならびに学科長の指名により出題委員・採点委

員・面接委員・書類審査委員・監督者を決定している。入学者選抜試験の出題者・採点者・面

接者は、学長から委嘱を受け、その業務を行う。いずれについても、三親等（子供、甥、姪、

孫）以内の親族が本学を受験する場合は、委員を辞退することになっている。 

各入試制度の実施については、入学試験課が担当している。入試種別ごとに、監督・面接・

入試本部・学外試験関係・入試問題袋詰・特別受験（別室受験・時間延長・その他の配慮）・学

内誘導・合否判定資料作成手順など業務ごとのマニュアルを整備し、担当者が業務内容および

手順を把握できるよう徹底している。また、「入試当日の不測の事態における対応」を教授会お

よび課長会で審議し、不測の事態が発生した場合の対応について本学の構成員全員に周知を図

っている。 

�点検・評価（長�と問題点）� 
追手門学院大学入試主事会は、それまでの入学試験広報委員会を発展的解消し、2008 年４月

に追手門学院大学入学者選抜試験合否判定委員会とともに発足した。入試制度を検討する組織

と合否判定にかかる審議組織を切り離したことは、意義があったと言える。 

しかしながら、入試主事会では、入試広報委員会の構成員であった、学長、副学長、各学部

長、法人事務局長、教務部長、学生部長が外れたため、従来の審議機関としての効力は弱くな

ったと言える。入試主事会の主な目的が、広報関係にかわったことも一因である。入学試験実

施体制の適切性を検討する役割を担いながら、まだその機能を充分には発揮できていない。 

入学者選抜試験出題者については、入学者選抜に用いる科目の関係で出題を担当できる者が

限定され、その負担が大きいという問題がある。また、作問方針・出題内容については各科目

の出題者に一任されているため、試験問題の検証・評価については客観的であるとは言い難い。 

入試業務のマニュアルは、実状にあわせて改訂を重ねており、入学試験を円滑に実施するう

えで有効に機能している。 

�改�方�（将来の改�・改�に�けた方�）� 
現在の入試主事会の審議・活動事項は、「（１）学生募集に関する企画および実施に関するこ

と（２）学生募集に関する広報企画および実施に関すること（３）学生募集に関する渉外（高

校訪問など）の計画および実施、点検に関すること（４）入学試験の運営に関すること（５）

中・長期的な入学試験に関すること（６）募集戦略プロジェクトとの連携に関すること（７）

各学部における入学者選抜に関すること（８）オープンキャンパスの統一的、一体的運営に関

すること（９）出張授業、出前講義に関すること（10）学部・学科独自の広報資料作成に関す

ること（11）その他入学試験および広報に関すること」と追手門学院大学入試主事会規程で定

められている。しかしながら、広報戦略の検討・実施が主な役割となっており、現状の分析機

能までなかなか手が回らない状況である。将来的には、各入試の出願状況と現在進行中の入学

後の学業成績追跡調査の結果を待って、入試主事会で制度の導入・改廃を決定する。 

また、入試問題の出題関係についても、出題委員の選出・作問方針・出題内容・事前チェッ

ク体制・検証・評価などを統括する全学的な組織を設けることを検討している。ただ、組織の

設置については、前述のように多面的な要素を含むことから、2010 年度入試より外部機関に依

頼する入試問題の適切性についての検証・評価の結果を待って、これを端緒として段階的に検

討を加えることとする。 

 



４．学生の受け入れ（大学全体） 
 

306 

���入学者選抜基準の透明性  
�現状�明� 

一般入試 A 日程、一般入試 S 日程（選択方式）、一般入試 S 日程（英・国方式）、一般入試 B

日程、大学入試センター試験利用入試 A 日程、大学入試センター試験利用入試 B 日程について

は、それぞれの入試種別で課す試験科目の合計点で序列をつけ、合否判定を行っている。公募

制推薦入試 A 日程、公募制推薦入試 B 日程については、調査書の評定平均値と試験科目の合計

点で序列をつけ、合否判定を行っている。いずれも判定段階では個人が特定できないようなシ

ステムである。合格発表と同時に、志願者のあった高等学校へ、入試種別ごと学科ごとの合格

最低点、当該校の生徒で個人情報条項に同意した者の入試成績を通知している。また、入試ガ

イドの入試結果データ集に、入試種別ごと学科ごとの合格最低点等を合格者得点状況として公

表している。また、受験した翌年度の４月中旬～９月中旬には、所定の申請を行った者に入学

試験の成績を開示している。 

論文入試 A 日程、論文入試 B 日程では、記述式のため、解答用紙に受験番号のみを記載させ

る方式で、個人を特定できないよう配慮している。採点は、複数名で行い、採点結果の得点順

に序列をつけ、合否判定を行っている。 

AO 入試（自己推薦方式）、AO 入試（商工・総合学科方式）、AO 入試（指定分野方式）、内部推

薦入試、社会人入試、外国人留学生入試、海外帰国生徒入試など、面接を課す入試種別につい

ては、入試種別ごと学科ごとに、質問項目・面接評定項目・配点を定めている。面接評定票に

質問・面接評定等の面接記録を残し、面接点を公正なものにすると同時に、評価基準の統一を

図っている。 

�点�・評価（�所と問題点）� 
前述の通り、マークシート方式の入学者選抜試験においては、個人がまったく特定できない

システムであり、選抜基準についても、学科ごとに当該入学試験での入学者目標人員から歩留

まりを考慮して合格者数を算出し、合格最低点を決定している。合格最低点等の状況も公表し

ており、入学者選抜基準の透明性については、問題はないと言える。 

論文など記述式の入学者選抜や面接試験を課す制度についても、氏名は伏せ、受験番号とそ

れぞれの得点（評価点）のみを表示する形で合否を決定する。これらについては、得点や判定

基準の公表は行ってはいないが、当該入試の入学者が大学を卒業する翌年度まで資料を保管し、

万が一、その判定結果に対して疑義などの問い合わせが生じた場合は、調査対応できるように

なっていることから、問題はないと言える。 

ただ、本学では、科目間の入試問題の難易度差による不公平や受験日ごとの入試問題の難易

度差による不公平等をなくす意味から、標準得点換算により点数調整を行っている。このため、

合否判定上の総合点は素点とのズレが生じる。高等学校の教員や自己採点した受験生等の混乱

を招くことを危惧し、設問ごとの配点は公表していない。これまでに受験者からの問い合わせ

はないが、過去の問題を試している高校生から設問ごとの配点についての質問が稀にあり対応

できていない。 

���方�（�来の��・��に�けた方�）� 
従来は、合格発表時には、合格最低点および各自の得点状況を知ることができるのは高等学

校を通してのみであったため、例えば浪人生や高等学校卒業程度認定試験合格による出願者は、

４月以降でないと、成績の照会ができなかった。また、現役の高校生についても、高等学校の

方針により通知されないケースや、高等学校の進路に相談に行くことを避ける場合もあった。
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受験生の便宜をはかるため、2010 年度入試より一般入試 A 日程、一般入試 S 日程（選択方式）、

一般入試 S 日程（英・国方式）、一般入試 B 日程、公募制推薦入試 A 日程、公募制推薦入試 B

日程については、標準得点換算による点数調整後の個人の総合点を入試結果通知に表示する。

ただし、大学入試センター試験については、開示時期の制限があるため、従来通りの方法を採

る。 

 
必��入学者選抜とその結果の公正性・妥当性を確保するシステムの導入��  
����明� 

入学者選抜試験の合否判定については、追手門学院大学入学者選抜試験合否判定委員会が原

案の作成を行い、各教授会の審議を経て合否を決定している。合否判定委員会は、学長、副学

長、各学部長、法人事務局長、入試部長、入試部次長、入学試験課長、その他学長が必要と認

めた者で構成される。 

「入学者選抜基準の透明性」の項目でも述べた通り、合否判定は、それぞれの入試種別で課

す試験科目の合計点（調査書の評定平均値を用いる制度は評定平均値と試験科目の合計点）で

序列をつけ、合否判定を行っている。いずれも判定段階では個人が特定できないようなシステ

ムである。記述式の入試制度は、解答用紙に受験番号のみを記載させる方式で、個人を特定で

きないよう配慮している。採点は、複数名で行い、採点結果の得点順に序列をつけ、合否判定

を行っている。面接を課す入試種別については、入試種別ごと学科ごとに、質問項目・面接評

定項目・配点を定めている。面接評定票に質問・面接評定等の面接記録を残し、面接点を公正

なものにすると同時に、評価基準の統一を図っている。 

また、「入学者選抜試験実施体制の適切性」の項目でも述べたが、出題関係については、前年

度の科目ごとの出題責任者の推薦により出題責任者を選出し、各科目の出題責任者の指名によ

り出題委員を決定している入試制度と、各学部長ならびに学科長の指名により出題委員・採点

委員・面接委員・書類審査委員・監督者を決定している入試制度がある。いずれについても、

三親等（子供、甥、姪、孫）以内の親族が本学を受験する場合は、委員を辞退することになっ

ている。 

�点検・評価（長�と問題点）� 
入学者選抜とその結果の公正性を確保するシステムについては、本学独自の体制ではあるが

問題はないと思われる。しかしながら、妥当性を確保するシステムについては、導入できてい

るとは言い難い。 

���方�（�来の��・��に�けた方�）� 
入学者選抜とその結果の妥当性については、その選抜により合格した学生が入学後に本学が

期待するような結果を残せたかどうかを調査する。 

各学部をはじめとして成績を管理する教務課、事務システム運用担当課など学内組織が協力

して、入学後の成績の追跡調査を実施し、入学試験のあり方の検証を行う。 

 
（入学者選抜方法の検証） 
必��各年の入試問題を検証する�組みの導入��  
����明� 

入試問題の検証は、前年度の科目ごとの出題責任者の推薦により選出された出題責任者およ

び責任者の指名により選出された出題委員により実施している。 
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具体的には、各科目の出題委員が、部外秘の業務として業務スケジュールをたて、入試問題

を作成していく。その際、前年の入試問題および大学入試センター試験の問題等を資料として

いる。当該年度の入試問題の作成にあたって、前年の入試問題の検証も兼ねて業務を行ってい

る。入試問題作成時には、出題ミスがないか、高等学校学習指導要領に準拠しているかなどを、

出題委員が確認している。 

また、本学独自の入学試験問題集を作成し受験生に配付しているが、そのなかの「出題傾向

と対策」でも前年度の入試問題についての検証を記載している。こちらについては、外部の専

門家にその執筆を依頼し、客観的な評価を受けている。また、オープンキャンパスや入試直前

相談会などで、予備校教員による本学入試の傾向と対策講座を開くことで、本学入試問題につ

いての評価を仰いでいる。 

��検・評価（��と問題�）� 
本学独自の入学試験問題集における外部の「出題傾向と対策」という形での評価や、予備校

教員による本学入試の傾向と対策講座という形での評価は、厳密な意味での入試問題の検証と

は言い難い。 

現状では、科目ごとに選出された複数の出題委員に、その科目の出題全般を一任している状

況であり、客観的な検証を行えてはいない。 

���方策（�来の��・��に向けた方策）� 
2010 年度入試から、入学試験実施後、速やかに外部機関に入試問題の適切性について検証を

依頼する体制を採ることが了承された。具体的には、入学試験実施までは、従来通り、当該科

目の出題委員に入試問題の検証を一任し、入学試験当日以降、合格発表までに学外者による検

証を行い、受験生の不利益を最小限に留めるよう努める。また、次年度の入試問題作成の参考

として大学入試問題としての評価も依頼し、出題者に結果を報告する予定である。 

 
（AO 入試（ア�ミ�シ�ン�・オ�ィス入試）） 
任意�AO 入試（ア�ミ�シ�ン�・オ�ィス入試）を実施している�合における、 

その実施の適切性  
�現状�明� 

本学では、自己推薦方式、商工・総合学科方式、指定分野方式という３種類の AO 入試を実施

している。 

AO 入試（自己推薦方式）は、個々の多彩な課外活動や文化・芸術面での活動、ボランティア

活動など多方面での成果、語学や情報に関する各種資格の取得、大学での全般的な学習計画な

ど、学力試験では評価できない多様な能力や可能性を持つ学生を受け入れることを目的として

いる。この方式では、まず、エントリー段階で、活動実績書やレポートにより各自の活動成果

をアピールさせ、その内容について虚偽がないことを高等学校が証明する形をとっている。第

１次選考は書類審査、第２次選考は、面接・課題レポート・調査書等の評価により合否判定を

行っている。 

AO 入試（商工・総合学科方式）は、高等学校の職業教育を主とする学科や総合学科出身者の

うち、商業・工業・情報の教科・科目の単位を修得した者を対象とする。この方式では、第１

次選考は、志望理由・大学で取り組みたいこと・自己アピールを記載したエントリーシートの

書類審査、第２次選考は、面接・課題レポート等の評価により合否判定を行っている。 

AO 入試（指定分野方式）は、本学が指定するスポーツ活動の分野において優れた能力、実績
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を持ち、入学後もそのスポーツを継続しつつ勉学することを希望する意欲ある者を受け入れる。

この方式では、まず、エントリー段階で、活動実績書によりスポーツの実績を報告させる。内

容については高等学校が証明する形をとっている。第１次選考は書類審査、第２次選考は、面

接・調査書等の評価により合否判定を行っている。 

��検・評価（長所と問��）� 
AO 入試による入学者は多様な個性を備えており、また、本学のアドミッション・ポリシーを

よく理解している者が多い。３種類の AO 入試のなかで、自己推薦方式および商工・総合学科方

式は、比較的幅広い層の高校生がエントリーできるため、エントリーする者が多いが、指定分

野方式については、特定の能力を問うため、エントリーする者が少ない傾向がある。このため、

募集人員に対する合格者数に偏りがある。 

2009 年度入試までは、エントリーから合格発表まで、約３か月を要していた。これについて

は、第１次選考合格発表後、高校生が熟慮してレポート作成を行えるという長所がある。しか

し、専願入試であるにもかかわらず、11 月下旬まで合否が分からないため、高等学校等からは

実施時期を早めてほしいという強い要望を多く受けていた。 

学力試験を課さないため、入学後の学修についても不安が残る。 

���方�（将来の��・��に向けた方�）� 
2010 年度入試より、エントリーから合格発表までの期間を短縮し、優秀な学生の確保に努め

る。具体的には、従来、11 月下旬であった合格発表を 10 月下旬に行うこととする。これに伴

い、第２次選考を 11 月中旬から 10 月中旬に早める。第１次選考合否判定についても時期を早

め、９月中旬に行う。 

AO 入試の願書受付時期を８月１日以降とするよう、文部科学省からの通知があるため、余り

早期の設定はできない。したがって、この日程が妥当であると判断した。 

入学後の学修に備え、冬期休業期間中に集中講義を実施し、任意ではあるが入学前教育の受

講を可能とする。これについては、入学後、「学び論 C」の単位として認定をする。 

さらに、将来的には、エントリー前に事前面談を行い、より意欲的な学生の確保を図ること

を目的にアドミッションズ・オフィスの新設も検討していきたい。 

 
（入学者選�における高・大の連�） 
任意�推薦入学における、高等学校との関係の��性  
����明� 

本学が実施する推薦入学試験は、公募制推薦入試 A 日程、公募制推薦入試 B 日程、内部推薦

入試、指定校推薦入試である。このうち、高等学校との関係により実施される入学試験は指定

校推薦入試で、本学が指定した高等学校との信頼関係に基づき、その推薦を重視し、高等学校

における学業成績および課外活動等の成果などを書類審査により確認する。評定平均値や課

程・コースなどを推薦条件に課している。 

指定校の選定にあたっては、毎年、指定校推薦入試の推薦結果や高等学校からの指定校要望

書（本学所定様式）等を考慮し、各学部・学科で検討を行っている。検討期間は、11 月～12

月中旬で、その後、入試主事会、教授会を経て、翌年度入試の指定校（推薦学科・人数）を決

定する。 

高等学校への連絡は、５月初旬に決定通知書という形で公文書として送付する。また、募集

要項については、７月初旬に当該校の指定人数分のみを送付している。各高等学校長宛の決定
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通知書で指定した学部・学科・人数・推薦条件以外の出願は原則として認めていない。 

毎年、高等学校教員を対象とした本学独自説明会を大阪、京都、滋賀、兵庫、和歌山などで

実施しているが、同日に指定校の入試相談にも応じている。 

�点検・�価（�所と問題点）� 
指定校はもちろん、志願者が比較的多い高等学校や本学に興味を持つ生徒がいる高等学校か

らの要望による出張授業や入試相談会には積極的に本学の担当者を派遣しており、高等学校サ

イドからは前述の本学独自説明会に出席、本学のキャンパス見学会やオープンキャンパス等へ

の参加を生徒に促すなど友好な連携体制をとりつつ、入学者選抜においては公正を保っており、

適切な関係であると言える。 

�改善方策（�来の改善・改�に向けた方策）� 
現在のところ問題点はなく、改善の方策は必要ない。 

現在、志願者が少ない高等学校についても、なんらかの接触により、連携を図っていく必要

がある。 

 
���高校生に対して行う進路相談・指�、その�これに関わる情報伝�の適切性  
�現状説明� 

高校生に対して行う進路相談等は以下の通り３形態で実施している。 
１．会場型相談会（ブース形式） 

この形式は不特定多数の高校生を対象とした大会場で実施されるものと特定の高校を対象と

した小会場で実施されるものがあり、合わせて年間 100 回以上参加している。 

最近では、大会場型の来場者数が減少傾向にあり、開催回数自体もやや減少している。大会

場型の場合、ほとんどが業者企画であり、前年度の集客状況によって参加を検討している。近

年、地方で行われるものは、予算の関係上またほとんど本学への相談者がいないため資料参加

に切り替えているのが現状である。 

２．高校内説明会 
この説明会は３年生を対象にした大学案内や入試内容説明のものと、１・２年生を対象とし

た学問分野別説明会があり、基本的に教室での講義形式である。特に１・２年生を対象とした

学問分野別説明会は、年々高等学校からの要望が増加しており、年間で 280 回以上の高等学校

を訪問している。開催時期は４月から７月にかけて集中している。 

３．教員対象入試説明会 
これは本学が独自に開催するもので、大学全般や入試制度個別相談等を内容として、年７～

８回実施している。説明会は、６月から７月はじめにかけて、大阪、京都、神戸、滋賀、和歌

山の駅前など、交通の利便性が高い場所で開催している。 

�点検・�価（�所と問題点）� 
会場型の多くは有料で、特に大型会場の説明会はかなり高価なものであったが、それが減少

してきている。増加している小型会場は無料や廉価なものが多く、経費的にも有利になってい

ることと受験生の相談にくる地域が狭いため、本学が参加を決定する場合、本学のレベルに即

した高等学校に狙いが絞りやすい。また高等学校内での説明会については、本学を志望、また

は本学にある学部・学科を希望する生徒を対象として、事前に生徒が絞り込んで説明会に参加

しているため、必要な情報を直接的かつ効果的に適切な情報を伝えることができている。 

ただし、高校内説明会は、一昨年から昨年にかけて、ほぼ１年間で 100 件ほど依頼件数が増
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加しており、入試部の担当者だけでは人員が追いつかない状態となっている。そのため、大学

職員全員を入試アドバイザイーとして位置づけ、４月に全員を集めて、入試広報説明会を開催

し情報の共有化を図っている。しかしながら入試アドバイザーとして依頼した職員がいつでも

相談会等に出席できるわけではなく、同時に専門性も低いことから、スタッフの不足と専門的

なスタッフの育成が必要となっている。 

�����（将来の�����に�けた��）� 
全職員が入試アドバイザーとなり可能な限り説明会に参加するようにしているが、各課の協

力が必要となるので、各課でも人員の配置および業務の整理を行い、今まで以上の学内協力態

勢を作る。これとは別に近年若手職員が増加しており、30 歳代までの若手職員の育成と大学入

試情報の共有化を図るため入試アドバイザーとして今まで以上の教育を実施する。これは特に

高校生からのアンケートにより、説明するスタッフは、25 歳から 30 歳までが高評価を得てい

るためである。 

近い将来において、高等学校内での増加し続ける相談会については、全面的な見直しを行い、

本学にとって必要かつ適切な高等学校からの依頼について入試アドバイザーを送り、高等学校

からの依頼、特に業者を介しての依頼に対し、一定の制限を設けることで逆に高等学校からの

信頼を取り付ける。またこれにより人数の不足を解消する。このほか高等学校を訪問する入試

部の渉外担当者も配置しており、進路相談会などに対応し、その時々の状況に応じた高等学校

訪問を行う。 

 
（定員�理） 
必��学生��定員と��学生数、（編）入学定員と（編）入学者数の��の適切性 （大

学���ータ 表 14） 
必���しい�員ないし定員��が��的に生じている学部における対応�とその有�性  
（編入学者、�学者） 
必���学者の状況と�学理�の��状況 （大学���ータ 表 17） 
��状説明� 

上記３項目については各学部の項目を参照されたい。 
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（�）学部における学生の受け入れ 
a．経済学部 
［�達目標］ 

経済学部は、以下のような学生を受け入れることをアドミッション・ポリシーとしている。 

① 多様な経済・社会問題に対して知的好奇心をもち、自主的・積極的に問題解決に取り組

もうとする強い意志を持つ者。 

② 豊かな構想力と人間性を身につけるために、経済学を中心に幅広い分野の学問を積極的

に学ぶ意欲と能力のある者。 

③ 経済学に関する専門知識を活用して、経済・産業界のリーダーとして活躍しようとする

意欲のある者。 

幅広い受験生の層から本学を受験する機会を与え、多様な能力をもった学生を入学させるた

めに、多くの入試種別が用意されている。つまり、学力試験による選抜、上記の意欲を特に見

る AO 入試、高等学校との信頼関係に基づく推薦入試等である。しかし、例えどの入試種別によ

る入学生であっても上記の意欲・能力を持っている生徒を入学させることが目標である。 

しかし、18 歳人口が減少するなかで、競合するほかの大学が高校卒業生の「囲い込み」を強

めているのが現実の状況である。この状況のなかで、十分に志願者を集め、上記の意欲、能力

を持つ学生を選抜することができるようにするには、経済学部の教育方針が受験生に十分に伝

わるように広報活動を強化しなければならない。そうして、経済学部で学びたいという意欲と

潜在的能力を持つ受験生が安定して集まるようにすることが上記の目標達成のための実践上の

目標となる。 

 
（学生募集方�、入学者選抜方�） 
���大学・学部等の学生募集の方�、入学者選抜方�、�に��の入学者選抜方�を

�用している�合には、その��の選抜方�の��づけ等の��性  
［現状��］ 

本学では、幅広い受験生の層から本学を受験する機会を与え、多様な能力をもった学生を入

学させるために、学部１年生募集のためだけでも 20 種を越える入試種別が用意されている。こ

れらは、大学全体として共通の制度であり、経済学部独自の制度というものは存在しない。経

済学部は経済学科、ヒューマンエコノミー学科共に大学全体で設けられているほとんどすべて

の入試種別を利用して多くの層から多様な入学生を受け入れている。 

2008 年度入試においては、経済学部で以下の入試種別の実施によって、入学定員 340 名に対

して 419 名の新入生を受け入れた。 

（１）一般入試（一般入試 A 日程、一般入試 S 日程［選択方式］、一般 S 入試［英国方式］、一

般入試 B 日程、大学入試センター試験利用入試 A 日程、大学入試センター試験利用入試 B

日程、論文入試 A 日程、論文入試 B 日程） 

学力試験（論文入試は小論文）で合否判定がなされるものであるが、入試種別によって、実

施時期、科目が異なる。センター試験は本学独自の試験は行わない。 

2009 年度経済学科については、908 名の志願者があり合格者は 232 名であった。その内、91

名が入学した。これは全入学者の 39.6％にあたる。2009 年度ヒューマンエコノミー学科につい

ては、248 名の志願者があり合格者は 90 名であった。その内、48 名が入学した。これは全入学

者の 28.2％にあたる。 
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（２）AO 入試（自己推薦方式、指定分野、商工・総合） 

自己推薦方式は、学部の指定する分野で目的、意欲を示すことが要請されている。経済学部

は、2009 年度においては以下の分野を指定した。 

A 文化・芸術  文化・芸術などの分野 

B 資格・技術 資格・技術 

C スポーツ 

D 社会活動 

E 国際交流 

F 志望学科に関連する活動  

自己推薦方式においては、学力試験を行わないかわりに、独自の分野で意欲をもち、実績を

あげた学生を選抜することを目的としている。この意欲と実績が大学入学後の勉学に反映され

ることを期待しているのであって、入学後、この入試で示した活動の継続は義務づけていない。 

指定分野方式は、指定するスポーツ活動の分野においてすぐれた能力、実績を持ち、経済学

部の学科の教育内容を十分理解したうえで、勉学することを希望する入学生を求めている。そ

して、入学後、指定するスポーツ活動を継続することが要請されている。入学した学生自身が、

その能力を勉学・スポーツ両面で発揮できるようにすることが目的であるが、大学全体がこの

分野の入学制の活動を通じて活性化することも期待されている。そのため、自己推薦方式のス

ポーツ分野よりは高度な能力・実績が求められている。 

商工・総合方式では、商業、工業、情報に関する分野の出身であるという特徴を活かして勉

学する入学生を求めている。 

2009 年度経済学科については、28 名の志願者があり合格者は全員で、合格者全員が入学した。

これは全入学者の 12.2％にあたる。2009 年度ヒューマンエコノミー学科については９名の志願

者があり合格者は全員で、合格者全員が入学した。これは全入学者の 5.3％にあたる。 

（３）内部推薦 

同じ学院内の二つの高等学校は、大学と教育理念を共有しており、この理念のもとでの一貫

教育を担うために、大学の定員の１割を併設校からの内部推薦入学枠としている。そのため経

済学部経済学科についてはその定員の１割である 20 名、ヒューマンエコノミー学科については

14 名を定員としている。この制度を利用しての入学生は 2009 年度経済学科については、５名

が推薦され４名が入学。これは全入学者の 1.7％にあたる。2009 年度ヒューマンエコノミー学

科については、１名が推薦され入学した。これは全入学者の 0.6％にあたる。 

（４）指定校推薦（一般指定校推薦、外国人留学生指定校推薦、海外帰国生徒指定校推薦） 

一般指定校推薦は、高等学校における学業成績および課外活動の成果を重視し、想像力、思

考力、リーダーシップなど豊かな可能性を備えた意欲的な人物で、経済学部で勉強することを

望む生徒を受け入れる制度である。出身高等学校長の推薦を重視し、書類審査で推薦基準であ

る評定平均値 3.4 以上の専願で経済学部を志望する者の入学を許可している。 

外国人留学生指定校推薦は、外国および日本における学修成果が顕著で、大学での授業を受

けるに足る日本語能力を持つと出身日本語教育機関の長が認め、国際社会で活躍しうる可能性

を備えた人物で、経済学部での勉学を望む外国人留学生を受け入れるものである。 

海外帰国生徒指定校推薦は外国の高等学校および日本の高等学校を通じて学業成績が優秀、

かつ大学での学生生活において海外の経験を積極的に活かそうとする意欲があり、経済学部で

の勉学を望む海外帰国生徒を受け入れるものである。 
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この制度を利用しての入学生は、2009 年度経済学科については 54 名が推薦され全員が入学

した。これは全入学者の 23.5％にあたる。2009 年度ヒューマンエコノミー学科については、47

名が推薦され全員が入学した。これは全入学者の 27.6％にあたる 

（５）公募制推薦入試（公募制推薦入試 A 日程、公募制推薦入試 B 日程） 

高等学校での学修状況を調査書全体の評定平均値を点数化して評価し、これに加えて、基本

的な問題からなる試験結果を加えて、基礎学力を身につけた生徒を受け入れるものである。A

日程は 11 月、B 日程は 12 月に試験が行われる。 

2009 年度経済学科については、638 名の志願者があり合格者は 117 名であった。その内、52

名が入学した。これは全入学者の 22.6％にあたる。2009 年度ヒューマンエコノミー学科につい

ては、174 名の志願者があり合格者は 95 名であった。その内、60 名が入学した。これは全入学

者の 35.3％にあたる。 

（６）社会人入試 

生涯学習に対する社会的要請に応え、向学心に燃えた社会人に対して大学教育を行い、その

資質向上を期して入学者を選抜するものである。選抜は論文と面接によって行うことになって

いるが、両学科とも、この５年間にわたって志願者はゼロである。 

（７）留学生入試（外国人留学生、日本留学生試験利用外国人留学生） 

外国人留学生入試は、大学での授業を受けるに足る日本語能力を持ち、入学後の在留資格が

留学であり、外国において学校教育における 12 年の課程を修了した者を対象としている。経済

学部は両学科とも日本語の筆記試験と面接で選考を行っている。 

日本留学生試験利用外国人留学生入試はヒューマンエコノミー学科のみが行ってきた。日本

留学生試験の日本語の試験の各科目の合計が 200 点以上であることが出願資格である。出願者

に面接を行って選別を行っている。ただし、2009 年度以降は、この日本留学生試験利用外国人

留学生入試は廃止される。 

2009 年度経済学科については、３名の志願者があり合格者は全員で、１名が入学した。2009

年度ヒューマンエコノミー学科については、５名の志願者があり合格者は４名で、全員が入学

した。 

（８）海外帰国生徒 

主となる出願資格は、外国の高等学校に継続して１年以上在学した者であるが、これに準じ

る資格が多く指定されている。経済学部においては、両学科とも英語の筆記試験と小論文、お

よび面接によって選考するようになっている。 

経済学科については 2004 年度に１名の志願者があって合格、入学して以来、志願者はゼロで

ある。ヒューマンエコノミー学科については、2004 年度に２名の志願者で２名合格１名入学、

2004 年度に１名の志願者が合格、入学したのみで後は志願者ゼロの状態である。 

なお、経済学部においては、公募制推薦入試、一般試験（センター入試を除く）において、

二つある学科に対して第二志望を認めている。第一志望の学科から第二志望の学科に回る場合

の点数のペナルティがないため、過去の合格最低点が高い経済学科に集中的に志願する傾向が

ある。 

�点��評価（��と問題点）� 
入学試験制度は、大学全体としてシンプルなものにして、さらに、できるだけ毎年同じ制度

を継承してできるだけ受験生にも、進学指導の教諭に対してもわかりやすいものにしておくこ

とが望ましい。この観点からすれば、本学の入試制度は学校教育法の改定等に対する対応のた
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めの変更や指定校推薦の基準の変更を除けば、大きな変更をしていないことが大学全体の長所

である。なお、2006 年度に指定分野方式を AO 入試に組み入れたのは、シンプル化の方向を目

指すものであった。 

また、実施にあたって重要な試験日程も基本方針は毎年継承しているため、受験生に安心感

を与えていると思われる。 

経済学部の入試は、大学全体の制度のなかで行われているため、経済学部独自の長所は考え

にくい。この制度のなかで、唯一経済学部独自のものは、AO 入試の課題、論文入試の問題と言

えよう。経済学部の独自性は経済学部の広報活動によるべきであって、入試制度のなかには経

済学部独自のものは用意していない。 

逆に大学全体の制度のなかに置かれているため、社会人入試のように経済学部にとってほと

んど志願者が集まらない入試種別も存在している。 

�改�方策（��の改�・改革に向けた方策）� 
大学全体としての入試制度であるため、経済学部は大学全体の場で問題点の指摘、改革の方

策を提案審議していかなくてはならない。そのような場として 2008 年度から、それまでの入学

試験委員会にかわって、入試主事会が発足し、機能的に提案、審議ができる体制が動き出して

いる。経済学部に関しても学部長によって任命された入試主事がほかの学部の主事と意見を交

換しながらその役を担ってきている。 

一般入試と公募制推薦入試での志願者の漸減に対処して、安定した質と数の受験生を確保す

るため、特定の高等学校との提携の制度が検討されている。この制度のもとで、高等学校に出

向いての面接、あるいは講義の提供によって高等学校との連携を進め、経済学部で学びたいと

いう意欲を持った生徒を生み出して集めるという直接的な方策が展開の糸口となることが期待

されている。 

 
（入学者受け入れ方針等） 
���入学者受け入れ方針と大学・学部等の理念・目的・教育目標との関係  
����明� 

経済学部のアドミッショッンポリシーで最初に示している、「多様な・経済社会問題に対して

知的好奇心をもち、自主的・積極的に問題解決に取り組もうとする強い意志を持つ者」は、大

学の教育理念で謳われている「独立自彊」のもとで、経済学科の教育目的である「経済学の理

論・政策、歴史の各領域に係わる」ことと、ヒューマンエコノミー学科の教育目的である「経

済学とそれに関連する生活経済、環境経済、比較経済社会の各領域に係わる」ことのために経

済学部学生の持つべき意思を明確にしたものである。 

次に示されている「豊かな構想力と人間性を実につけるために、経済学を中心とする幅広い

分野の学問を積極的に学ぶ意欲と能力のある者」は、両学科の教育目標にある「幅広い学識の

涵養を図り、経済分析力と問題解決能力、構想力を有する人材の育成」のために経済学部学生

の持つべき意欲と能力を明確にしたものである。 

最後に示されている「経済学に関する専門知識を活用して、経済・産業界のリーダーとして

活動しようとする意欲のある者」は、大学の教育理念で謳われている「社会有為」の育成のた

めに経済学部の学生の持つべき意欲を具体的に述べたものである。 

大学全体共通の入試制度のなかでは、特に経済学部独自の方針を発揮できるのは、論文入試

の問題、AO 入試の課題、面接実施の試験での面接内容である。 
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��検・評価（��と問題�）� 
経済学部のアドミッショッンポリシーは、大学の教育理念と経済学科、ヒューマンエコノミ

ー学科の教育目標のために持つことが望まれる学生の意欲と能力を、具体的に受験生に分かり

やすく伝えているものとして評価できる。 

�改善方策（��の改善・改�に�けた方策）� 
経済学部の入学者の受け入れ方針であるアドミッション・ポリシーは、経済社会の状況は変

化しても不変である教育目標のために必要な入学生の意欲と能力を示したものである。したが

ってこのアドミッション・ポリシーで示された基本姿勢をかえる必要はない。 

しかし、より受験生に分かりやすい表現を探り、改善の必要があればアドミッション・ポリ

シーの記述をかえていく必要はある。そのためには常に受験生とその関係者のアドミッショ

ン・ポリシーに対する反応を捉えていく必要がある。現在、高校訪問等で高校教員との面談内

容を報告されるシステムが、このためにより良く機能するようにその運用スタイルを検討して

いく必要がある。 

 
必��入学者受け入れ方針と入学者選抜方法、カリキュラムとの関係  
�現状説明� 

経済学部は経済学部の教育目標の達成のために経済学部独自のカリキュラムを持っているが、

入試制度は一部の試験を除き大学共通の試験問題によって選抜が行われている。したがって特

に経済学部の入学者受け入れ方針に合わせた入学試験は行っていない。経済学部のカリキュラ

ムは入門から系統的に順次行われているため、特に経済学独自の予備知識を必要とはしていな

いからである。 

経済学での学習意欲を持った受験生が集まるように、経済学部の入学者受け入れ方針が伝わ

るように入試広報活動が行われている。具体的には、大学案内等の配布資料、オープンキャン

パスで模擬講義、経済クイズ等のイベントにおいて経済学で取り扱う問題がどのようなもので

あるかを高校生に分かりやすく説明するようにしているのである。 

AO 入試については、本人の意欲を面接とレポートによって見るもので学力について直接測る

手段は講じていない。この面接とレポートは試験委員によって審査される。そこでは受験生の

経済学で学んでいくための意欲と能力が現れているかが審査のポイントとなる。 

��検・評価（��と問題�）� 
経済学部のカリキュラムが入門から始まる構成になっているため、独自の学力を測る試験が

採用されていなくても問題はない。むしろ、全学共通の試験制度が適用されていることによっ

て、受験生とその指導者にとってはシンプルで解りやすい制度になっていると評価される。 

�改善方策（��の改善・改�に�けた方策）� 
大学は、その教育、研究の質を高め、それをアピールすることによって志願者を確保すると

いう正統な方法が残された方策である。試験制度は大学全体としてシンプル化を続けることに

経済学部も協力し、その共通の制度を採用し続けるのが望ましい。この制度のもとで経済学部

自身の広報活動を強化することが大切である。 

推薦入試、AO 入試によって早期に入学許可を与えざるを得ない情況に置かれているという問

題に対しては、これによる弊害を最小限に食い止めなければならない。そのため、早期に合格

を与えた生徒に対しては頻繁に経済学部との接触を保つようにして、高等学校での学習の大切

さを伝えると同時に、大学での勉学に関連する領域の学習に対するモチベーションを与えてい
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く必要がある。この行動が経済学部の評判を良い方向に導き、一般入試での志願者の増加につ

ながると考えられる。 

 
（入学者選抜の�組�） 
必��入学者選抜試験実施体制の��性  
��状��� 

経済学部は全学での試験実施体制のもとで入学の選抜を行っている。これら入学試験の運営、

中長期的観点からの審議、入学者選抜に関する事項の審議は、全学組織である入試主事会で行

われている。経済学部で選ばれた２名の入試主事が入試主事会のメンバとなっている。 

試験問題は公募制推薦入試、試験入試の A、S、B 日程については全学共通であるため、経済

学部の教員も専門分野によっては作成の任にあたっている。論文試験の出題は経済学部の二つ

の学科ごとに所属する教員によって作成される。これら出題委員の氏名は、この選出にあたっ

た学部長以外には知らされていない。 

監督業務は全学の実施体制のもとで、経済学部の教員はその任にあたる。ただし、論文試験、

AO 入試の面接に関しては、経済学部の志願者に対しては経済学部の教員があたる。 

�点検・評価（長所と問題点）� 
試験制度は大きく変更していないため、実施マニュアルも整備され、全学での実施体制は安

定して機能している。そのため、経済学部にとって顕著な問題点はない。経済学部で入試実施

に関して問題が生じた場合は、経済学部の入試主事が入試主事会で全学との調整を図りながら

問題解決にあたる体制ができているが、まだ、これがさらに効率的に機能するための工夫は必

要である。 

���方�（��の��・��に向けた方�）� 
入試制度に関する全学的な検討組織が設けられれば、経済学部で生じる問題の解決は経済学

部選出の委員を通じて全学的な調整を図りながら進めなくてはならない。 

経済学部独自の問題、課題で試験を実施している論文入試、AO 入試に関しても、その出題内

容、出題後の検証・評価を、全学的な組織のなかでほかの学部との関係を考慮しながら検討し

ていく必要がある。 

 
必��入学者選抜�準の��性  
��状��� 

公募制入試、一般試験に関しては、全学の実施体制のもとで行われているため、経済学部独

自の規準とその取り扱い方法は存在しない。そこでの選抜はすべて点数の上の序列に従って合

格最低点を決めることで行われていて、受験生を特定することはできない体制となっている。 

論文試験の採点については、経済学部でも常に複数の教員による採点がなされている。また、

面接試験についても複数の教員によって行われ、面接記録を残す体制がとられている。このこ

とによって面接点の公正性が図られている。また、このことによって、受験者から面接結果に

対する問い合わせがあった場合は、調査できる体制になっている。 

�点検・評価（長所と問題点）� 
公募制入試、一般試験に関しては、全学の試験実施体制のもとで、すべての受験生にとって

まったく公平な採点が行われ、しかも、個人が特定できない状況のもとで合格最低点が決定さ

れている。これらの点数の分布は、すべて経済学部の教授会で提示され、そこで最終的な合格
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最低点が決められるため透明性について経済学部独自の問題はない。 

論文試験、AO 入試、推薦入試に関しても、選考のためのすべての資料が教授会に提示された

うえで、合格者が決定されるためここでも透明性についての問題はない。ただし、面接試験、

論文試験に関しては偏った主観的判断が入る可能性がないとは言えない。 

�改善方策（��の改善・改革に向けた方策）� 
一般試験については、全学の改善・改革に向けた方策に従う。面接を伴う試験については、

面接試験ごとに経済学部の質問事項に関するマニュアルを整備する必要がある。また、論文の

採点についても経済学部のマニュアルを整備して、これに基づいて点数化がなされるようにす

る必要がある。 

 
必須�入学者選抜とその結果の公正性・妥当性を確保するシステムの�入状況  
��状�明� 

経済学部独自のシステムはなく、全学共通の取り扱いがなされている。そのため、経済学部

においても、すべての筆記試験において、試験問題は受験生に持ち帰らせている。そのため、

試験後の試験問題は実質上公開されていることになる。また、答案を含め、入学試験に関する

資料はすべて最重要扱いで保管されている。 

�点検・評価（長�と問題点）� 
すべての試験問題を公表しているため、受験生は本人の解答と合否結果を照合することがで

きる。合否に納得がいかなければ問い合わせることもできるため、公正性・妥当性の確保に貢

献している。 

公募制推薦入試、一般試験についての合否判定は受験番号も隠したうえで点数の分布の分布

のみで行われるため、公正性の確保は確立している。 

11 月から３月までに渡って、順次行われる試験の合格発表が行われるが、合格者の入学手続

き状況は正確には把握しきれないため、数学的なモデルに基づく予測による歩留まりを考慮に

入れた合格発表が行われている。手続者辞退者に対する授業料の返還がこの最終的な入学手続

者数の変動を助長している。しかも、定員超過に関しては、補助金受領のための限度が狭めら

れている一方で、財政的にも大学の受ける評価のためにも定員確保が必須となっている。一つ

の学科でもこのレンジから逸脱すれば、大学全体が制約を受けることになるため、すべての学

科の手続者数をこの狭いレンジに納めなければならない。後半の入試、特に一般 B 日程におい

ては、先に行われた入試の入学手続状況の予測とのずれの調整のため毎年の合格ラインが大き

く変動することがある。このことによって妥当な合格ラインから乖離する危険が生じている。 

�改善方策（��の改善・改革に向けた方策）� 
妥当な合格ラインを確保するために、合格者の手続率の予測の方法を改善していく必要があ

る。また、経済学部に入学した学生の入学後の学習状況と入試種別と入試成績との関係を掌握

するシステムを構築し、それを活用して選抜規準妥当性の確保を図る必要がある。 

 
（入学者選抜方法の検証） 
必須��年の入試問題を検証する��みの�入状況  
��状�明� 

経済学部独自の検証の体制は存在していない。そのため、以下のような全学の体制に経済学

部の出題委員は従っている。 
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出題委員以外は試験実施までに試験問題を見ることはできないため、実施までの検証は複数

の出題委員のみによって行っている。試験実施後は問題を持ち帰った受験生からの質問、ある

いは試験問題集を作成する出版社からの意見があった場合にただちに出題者に集合がかけられ

る。 

［点検・��（長�と問題点）］ 
試験実施まで出題委員しか問題に触れることはないため、問題の漏洩の危険については問題

ない。しかし、出題者自らの検証は、思い込みによる間違いの見逃しや、問題の水準、範囲、

分量の判断を誤る危険がある。しかし、試験実施までに外部の検証機関を採用することはコス

ト的に困難であり、内部での検証機関の設置も、採点委員ですら人選に苦慮している状況から

見て困難であるため、そのような仕組みは導入されていない。そのため、常に不適切な試験問

題が混入する危険にさらされている。 

経済学部の独自の問題で実施している論文試験に関しては、採点作業が出題者以外の多くの

教員によってなされ、そこでの問題に関する意見が経済学部教員全体で共有されていた。この

体制によって、これまで問題の統一性が確保されていた。しかし、経済学部の論文試験受験者

の減少によって、採点委員の教員数も少なくなり、出題委員の交替によって過去の問題との統

一性が失われる危険にさらされている。 

［��方策（��の��・��に�けた方策）］ 
一般入試に関しては、大学全体で取り組むべき問題であり、経済学部独自の方策はない。 

経済学部独自の論文試験問題作成は少数の作成委員がその任にあたっているため、作成され

た問題の適切さの判断に偏りが生じる危険がある。このため、出題委員選出責任者である学部

長の主導によって試験問題提出後に問題を点検する体制の検討が必要である。さらに、試験終

了後、経済学部教員全体の意見を聴取する体制を検討する必要がある。 

 
（定員��） 
必�：学生収容定員と在籍学生数、（編）入学定員と（編）入学者数の�率の適切性  
［現状説明］ 

経済学部全体について説明を行った後、経済学科およびヒューマンエコノミー学科の説明を

行う。下表に学部・学科の学生定員および在籍学生数を掲げた。説明には、この表の数値を用

いる。 

                     ［備考］『大学基礎データ（表 14）』より作成。 

１．経済学部 

2009 年５月１日現在の経済学部在籍学生数は 1,718 名である。１学年の入学定員 340 名が４

学年分で 1,360 名、これに１学年の編入定員 10 名の２学年分 20 名を加えた 1,380 名が収容定

員である。1,718 名÷1380 名≒1.244 で、現在、収容定員超過率は 1.24 となっている。ただし、

編入学生数は 19 名であり、編入学生収容定員が 20 名であるから、編入学生収容定員超過率は

19 名÷20 名＝0.95 である。 

総数 総数 留年

(B) (C) 者数(G)
経済 200 5 810 10 1005 9 1.24 0.90 230 247 243 285 66 6.6 1.15

ヒューマンエコノミー 140 5 570 10 713 10 1.25 1.00 170 167 181 195 43 6.0 1.21
340 10 1380 20 1718 19 1.24 0.95 400 414 424 480 109 6.3 1.18

経済学部

計

留年率（ﾊﾟｰｾﾝ
ﾄ：G/C*100）

入学定員超過
率（F/A）

収容定員
超過率

(C/B)

編入学生
収容定員
超過率

(E/D)

在籍学生数

うち編入学

生数(D)
うち編入学

生数(E)
第1年次

(F) 第2年次 第3年次 第4年次
学部 学科

入学定員
(A)

編入定員

収容定員 在籍学生数
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在籍学生数 1,718 名のうち、第１年次生の数が 400 名、第２年次生の数が 414 名、第３年次

生の数が 424 名、そして、第４年次生の数が 480 名となっている。本学では留年者はすべて第

４年次生となるが、その数が 109 名となっている。109 名÷1,718 名≒0.0634 であり、留年者

が在籍学生にしめる割合は 6.3％である。 

2009 年度は入学定員が 340 名に対して入学者が 400 名であった。400 名÷340 名≒1.176 で、

2009 年度の入学定員超過率は 1.18 である。 

２.経済学科 

2009 年５月１日現在の経済学科在籍学生数は 1,005 名である。１学年の入学定員 200 名が４

学年分で 800 名、これに１学年の編入定員５名の２学年分 10 名を加えた 810 名が収容定員であ

る。1,005 名÷810 名≒1.240 で、現在、収容定員超過率は 1.24 となっている。ただし、編入

学生数は９名であり、編入学生収容定員が 10 名であるから、編入学生収容定員超過率は９名÷

10 名＝0.90 である。 

在籍学生数 1,005 名のうち、第１年次生の数が 230 名、第２年次生の数が 247 名、第３年次

生の数が 243 名、そして、第４年次生の数が 285 名となっている。留年者数が 66 名となってい

る。66 名÷1,005 名≒0.0656 であり、留年者が在籍学生にしめる割合は 6.6％である。 

2009 年度は入学定員が 200 名に対して入学者が 230 名であった。230 名÷200 名＝1.15 で、

2009 年度の入学定員超過率は 1.15 である。 

３.ヒューマンエコノミー学科 

2009 年５月１日現在のヒューマンエコノミー学科在籍学生数は 713 名である。１学年の入学

定員 140 名が４学年分で 560 名、これに１学年の編入定員５名の２学年分 10 名を加えた 570

名が収容定員である。713 名÷570 名≒1.250 で、現在、収容定員超過率は 1.25 となっている。

ただし、編入学生数は 10 名であり、編入学生収容定員が 10 名であるから、編入学生収容定員

超過率は 10 名÷10 名＝1.00 である。 

在籍学生数 713 名のうち、第１年次生の数が 170 名、第２年次生の数が 167 名、第３年次生

の数が 181 名、そして、第４年次生の数が 195 名となっている。留年者数が 43 名となっている。

43 名÷713 名≒0.0603 であり、留年者が在籍学生にしめる割合は 6.0％である。 

2009 年度は入学定員が 140 名に対して入学者が 170 名であった。170 名÷140 名≒1.214 で、

2009 年度の入学定員超過率は 1.21 である。 

������（�所と問題�）� 
学生収容定員と在籍学生数、および入学定員と入学者数の比率の適切性を考える際に参考に

なるのは政府からの補助金交付条件である。文部科学省「私立大学等経常費補助金取扱要領」

第３条の３は、私立大学等に係る補助金を交付しないものとして、「当該年度の５月１日現在の

在籍学生数の収容定員に対する割合が 1.58 倍以上の私立大学等または当該年度の５月１日現

在の入学者数が当該私立大学等に所属する学部等ごとの入学定員に 1.43（医歯学部は 1.1）を

乗じた人数を合計した数以上の私立大学等」としている。私立大学等の学部等に係る補助金を

交付しないものとして、「当該年度の５月１日現在の在籍学生数の収容定員に対する割合が

1.58 倍以上の学部等または当該年度の５月１日現在の入学者数の入学定員に対する割合が

1.43 倍以上（医歯学部は 1.1 倍以上）の学部等」としている。さらに在籍学生数が少な過ぎる

「当該年度の５月１日現在の在籍学生数の収容定員に対する割合が 50 パーセント以下の学部

等」にもこの補助金を交付しない、としている。 

在籍学生数が少な過ぎる問題は今後考えられねばならない社会環境であるが、当面配慮を多
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く要するのは学生のとり過ぎであろうから、以下ではこの点に絞り考えることにする。 

まず収容定員超過率であるが、2009 年５月１日時点で経済学部 1.24、経済学科 1.24、ヒュ

ーマンエコノミー学科 1.25 で、1.58 より低い。入学定員超過率は、2009 年５月１日時点で経

済学部 1.18、経済学科 1.15、ヒューマンエコノミー学科 1.21 で、1.43 より低い。 

しかし、収容定員超過率・入学定員超過率の補助金基準はきびしくなる傾向にあり、日本私

立大学協会教育学術新聞第 2319 号（平成 20 年６月 11 日）には、平成 20 年度以降の補助金不

交付となる定員超過率の取り扱いについて「①学部等の収容定員超過率＝1.50 倍以上（平成 23

年度まで）、②学部等の入学定員超過率（イ）学部等〈医・歯学部を除く〉1.30 倍以上（平成

23 年度まで、ただし経過措置として、20 年度 1.40 倍以上、21 年度 1.37 倍以上、22 年度 1.34

倍以上）、（ロ）医・歯学部 1.10 倍以上（平成 23 度まで）」との記述が見られる。経済学部およ

び経済学部各学科の超過率は、これらすべてに抵触するものではない。政府からの補助金交付

条件を満たす学生受け入れとなっている。 

［改�方�（��の改�・改革に向けた方�）］ 
政府からの補助金交付条件を満たす受け入れとなっていることを見たが、この条件は学生の

とり過ぎに厳しくあたる方向で変更が進んでおり、注意が必要であろう。また、少子化が進む

なか、受け入れ学生数の少な過ぎに対する取り組みの方も必要になろう。 

前者については、入学試験合格者をどの程度出すか、ということと関係が深い面がある。本

学では入試業務に精通したスタッフが、高度な統計技術を使って精度の高い歩留まり率を計算

している。この高い信頼性のもと、各学部は合格者や合格者数を決めている。こうした厳重で

信頼感のある体制の維持が今後引き続き大切になろう。後者については、大学・学部ともに危

機感を持って様々な改革にあたっているが、これが継続されねばならない。 

政府からの補助金交付条件を離れても、経営と教育の両方の観点から望ましい受け入れ規模

がどれくらいかが意識され議論される環境の維持・構築が大切であろう。本学では理事会の構

成や数を変化させるなど、理事会改革が進められている。教育に直接あたる大学・学部も先に

述べたように危機感を持った改革を進めている。経営と教育をつかさどる両者が一層協力して、

この環境を考えていく必要がある。 

 
必���しい�員ないし定員超過が���に生�ている学部における対��とその��性  
［����］ 

入学定員超過率の経年推移を見ていくことにしよう。下表に、経済学部・経済学科・ヒュー

マンエコノミー学科の入学定員超過率を 2005 年度～2009 年度まで掲げた。 

 

 

 

 

 

［備考］『大学基礎データ（表 13）』より作成。 

経済学部のそれは、2005 年度 1.31、2006 年度 1.16、2007 年度 1.32、2008 年度 1.23、2009

年度 1.18 で、2005 年～2009 年平均が 1.24 である。 

経済学科のそれは、2005 年度 1.32、2006 年度 1.17、2007 年度 1.30、2008 年度 1.26、2009

年度 1.15 で、2005 年～2009 年平均が 1.24 である。 

学部・学科 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度
2005～2009年度

平均

経済学部 1.31 1.16 1.32 1.23 1.18 1.24
　経済学科 1.32 1.17 1.30 1.26 1.15 1.24
　ヒューマンエコノミー学科 1.30 1.16 1.35 1.19 1.21 1.24
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ヒューマンエコノミー学科のそれは、2005 年度 1.30、2006 年度 1.16、2007 年度 1.35、2008

年度 1.19、2009 年度 1.21 で、2005 年～2009 年平均が 1.24 である。 

［点�・評価（��と��点）］ 
上記［現状説明］から、まず言えることは、欠員がまったくないことである。また、恒常的

な定員超過であるが、政府からの補助金交付条件を満たしている。 

しかし懸念材料もある。（財）大学基準協会『2007（平成 19）年度「大学評価」の結果につ

いて・付録』http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2007/h19daigakuhyouka_furoku.pdf には

次のようにある。「学部における過去５年の入学定員に対する入学者数比率の平均が 1.00 であ

る」状態を基準として「1.25 以上を助言の対象、1.30 以上を勧告対象とする。ただし、心理学

や社会福祉学など実験・実習を伴う専門分野については 1.20 以上を助言、1.25 以上を勧告の

対象とし、医学・歯学分野においては 1.00 を越えると助言、1.05 以上を勧告対象とする。ま

た、学部の収容定員充足率が、0.9 未満の場合助言、0.8 未満の場合、勧告とする。」 

経済学部および経済学科・ヒューマンエコノミー学科の過去５年間の平均 1.24 は 1.25 を下

回っているが、楽観の許される数字とは言えない。そのうえ、経済学部では 2005 年度 1.31、

2007 年度 1.32 と高い数字が出ている。経済学科の 2005 年度 1.32、2007 年度 1.30、2008 年度

1.26、および、ヒューマンエコノミー学科の 2005 年度 1.30、2007 年度 1.35 といった数字も気

にかかる。 

現在までのところ安定的な募集があり、政府からの補助金交付条件もクリアしている。しか

し、入学許可人数が過大にならないように、との注意を頭においておかねばならない状態と言

うことができるように思われる。 

［��方策（��の��・��に�けた方策）］ 
入学許可人数が多過ぎないようにすることは、入学試験合格者をどの程度出すか、というこ

とと関係が深い面がある。先に述べたように、本学では入試業務に精通したスタッフが、高度

な統計技術を使って精度の高い歩留まり率を計算している。こういったことをはじめとするこ

れらスタッフの尽力によって、経済学部でも、（財）大学基準協会助言対象となる入学定員超過

率過去５年間の平均 1.25 をクリアできている、と言っても過言ではないだろう。 

それでも高過ぎると感じられる入学定員超過率の数字が出ることに、定員管理の難しさがあ

る。もっとも、どの程度を高過ぎと見るかも難しいのだが。高過ぎると感じる数字が出る頻度

を減らす方がよいとの判断になれば、指定校推薦などの募集比率を上げ、一般入試型募集への

依存を減らすといったことが、その方策の一つとして考えられよう。 

それから今までは、安定的な学生受け入れが実現できているかもしれないが、少子高齢化を

はじめとする大学をめぐる環境の変化は予断を許さないものがある。他大学の動きをにらみ、

引き続き慎重な定員管理のための施策と環境整備が求められる。合わせて、経営と教育の観点

から望ましい受け入れ体制や規模がどのようでなければならないのか、議論や考察を継続して

いくことも忘れてはならない。 

 
（�入学者、退学者） 
���退学者の状況と退学理�の��状況（大学基��ータ 表 17）  
［現状説明］ 

まず退学者の状況を記す。経済学部について説明を行った後、経済学部各学科（経済学科お

よびヒューマンエコノミー学科）の説明を行う。 
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１.経済学部 

経済学部の 2008 年度の退学者数は 74 名である。学年別の内訳は、１年次生が４名、２年次

生が 24 名、３年次生が 16 名、４年次生が 30 名である。経済学部の 2006 年度の退学者数は 61

名、2007 年度は 78 名であった。 

２.経済学科 

経済学科の 2008 年度の退学者数は 45 名である。学年別の内訳は、１年次生が２名、２年次

生が 16 名、３年次生が 10 名、４年次生が 17 名である。経済学科の 2006 年度の退学者数は 28

名、2007 年度は 41 名であった。 

３.ヒューマンエコノミー学科 

ヒューマンエコノミー学科の 2008 年度の退学者数は 29 名である。学年別の内訳は、１年次

生が 2 名、２年次生が８名、３年次生が６名、４年次生が 13 名である。ヒューマンエコノミー

学科の 2006 年度の退学者数は 33 名、2007 年度は 37 名であった。 

 

次に退学理由の把握状況を記す。本学学生が退学しようとする場合、退学願を提出しなけれ

ばならない。退学願が提出されると、学生の担当教員が保護者に電話などで確認を行った後、

教授会においてこれの報告・承認がなされる。退学願には退学理由を記す箇所があり、これか

ら学生の退学理由がわかる。2008 年度の経済学部で一番多い退学理由が「一身上の都合」であ

る。「家庭の事情」「私事」と書かれているものもあるが、これらも「一身上の都合」に含める

ことができよう。次に多い退学理由が「進路変更」である。「専門学校進学」「就職」などがこ

れに含まれる。その他の退学理由は「経済的理由」「留学」「卒業の見込みがない」「死亡」で、

それぞれ１～２名ずつである。 

���・��（�所と問��）� 
2008 年度の経済学部の退学者数は 74 名で、経営学部 65 名、心理学部 20 名、社会学部 15 名、

国際教養学部 51 名であるから、最も退学者数の多い学部となっている。2006 年度も 2007 年度

も、最も退学者数の多い学部であった。 

ちなみに 2008 年度の在籍学生数あたりの退学者数を学部別に求めると、経済学部 0.043、経

営学部 0.034、心理学部 0.020、社会学部 0.020、国際教養学部 0.046 である。経済学部の在籍

学生数は多いが、この国際教養学部に次ぐ高い数値は、退学者数の多さが在籍学生数の多さに

よるものだけではないことを示している。 

退学理由の「一身上の都合」は様々に解釈されるが、奨学金を申請すれば、ほとんどの者が

その権利を得ることができている現下で、家庭の所得面などを理由の大きなものとするのは危

険であるように思われる。やはり勉学・大学生活に対する意欲の喪失を中心に理由を探ってい

く方が間違いは少ないであろう。 

これは退学理由として二番目に多かった「進路変更」ともつながっているように思われる。

経済学を中心とする学問への失望、大学に十分なやりがいを見つけられない、これらなどは学

生が別の道を考える誘因を強めよう。もちろん、積極的な進路変更がないわけではない。「自分

は料理の道で頑張ります」と進むべき道を確信し、元気よく自分の新たな船出を語ってくれる

学生もいた。こうした学生の退学が望ましくないとは、一概には言えないであろう。ただ、こ

うした学生とても、大学や経済学部の提供するものが今以上に魅力的であれば、料理の道とは

違った人生を歩んだかもしれないことは念頭に置く必要がある。 

学生が「こんなはずではなかった」ということを少なくする。自分がどうしてよいかわから
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ず彷徨している学生に、次への指針を考える材料を提供する。自分のやりたいことを積極的に

探している学生には、これが見つかりやすい体制を整える。もうすでに自分のやりたいことに

取り組んでいる学生には、提供するプログラムが彼らの夢に近づくものとなるようにする。こ

うして学生が自己をみつめ実現できるようになれば、退学者は減る可能性がある。無論、退学

者数減少のための教育を最優先するのがいいとまでは言えないかもしれず、また、その便益だ

けでなく費用面の考慮も忘れてはならない。そうした点も含めた検討や議論が経済学部教授会

構成員の間で行われる機会の模索が求められる。そうして、退学者問題について改善の余地は

ないか、経済学部が提供しているものを見直してみたいところである。 

�改善方�（��の改善・改�に向けた方�）� 
経済学部の退学者を減らすための取り組み、あるいは、減らすことと関係を持つであろうそ

れを示し、それらの問題点や課題について記すことにする。 

第１は、経済学部で学ぶ内容を明確に広報して、学生の入学前イメージと現実の差をうめる

ことである。「こんなはずではなかった」ということを少なくするのである。オープンキャンパ

ス実施などは、これに相当する。経済学部もオープンキャンパスを利用して、入学後の学びや

生活がどのようになるか高校生に伝える努力をしている。他学部でも行っている模擬授業や現

役学生との会話だけでなく、卒業生をよんで話をしてもらう、経済常識クイズに答えてもらう、

経済学部教員の開発した教材「経済ゲーム」に実際コンピュータを会場に置いてアクセスでき

るようにする、などといったことを行っている。 

第２は、現実の社会の動きに対応した学びを実現させることである。古典を読み、先人の偉

大な業績を丹念に追っていくことは、学問を進めるための非常に大切な要素であることは疑い

ない。しかし、以前より様々なタイプの学生が入学してくるようになり、伝統的な勉強方法を

強いるだけでは、彼らはついてこないといった状況になっているようである。より社会との接

点や現実有用性といったことを意識した指導が必要になってきている。また、現実社会との接

点を増やすことは、学生がやりたいことを発見し選択することの助けとなろう。この第２の点

についての経済学部の取り組みとしては、二つのことを示しておきたい。その一つは、時代要

請に敏感に反応し、これにあった科目を開講してきていることである。例えば、国際化・情報

化が進行し、環境問題が今までになく大きな関心事となっていることを鑑み、オーストラリア

経済論、国際取引や貿易実務、情報処理、環境経済学などの科目を用意してきた。もう一つは、

「特色ある教育」と題して講演会などを開催していることである。実社会で経済問題と向き合

っている方々の生の声を聞くことができるように、外部から講師を招いているのである。例え

ば、2008 年度には、石油販売会社の社長や銀行の現場で働く方々に講演をしてもらった。 

第３は、少人数教育によるきめ細かい指導を行うことである。少人数教室で教員と学生、そ

して学生同士の交流がはかりやすい環境をつくることは、学生のやる気を引き出すことや学生

が大学に意義を見出すことなどにつながる。これらは退学者の減少に寄与しよう。経済学部は

以前から少人数教育のきめ細かい指導をうりにしてきた。近年全学的に導入された１年次の新

入生演習を加え、２年次は経済学基礎演習、３・４年次では演習というように、１年次から４

年次まですべての学生が必修のゼミ授業を受けるという体制を整えている。 

こうした取り組みを行ってきており、一定の成果をあげているとの自負があるが、それでも、

退学者数に目立って減少傾向が見られないことは謙虚に受け止める必要があろう。近年、オー

プンキャンパス開催日数は急速に増えてきており、学生の入学前イメージと現実の差をうめる

努力にはかなり力を入れていると言ってよい。「特色ある教育」による講演会開催も 2005 年度



４．学生の受け入れ（経済学部） 

325 

より本格化したが、2009 年度からも新たなテーマ名「持続可能な経済社会の構築をめざして」

のもと、これを継続することになっている。むろん、これらがすぐ退学者数と結びつくと考え

るのは短絡的に過ぎるのであって、長期的にどういう効果が表れるかに注意していかねばなら

ない。ただ、こうした努力にもかかわらず、今のところ、退学者数の趨勢に変化を与えるとこ

ろまではいっていない、ということは言えるように思われる。 

これは、別の方法にも目を向けることを示唆している、ととることもできよう。その例を一

つ挙げてみる。経済学部は、１年次は新入生演習、２年次は経済学基礎演習、３・４年次では

演習というように少人数ゼミ教育に力を入れてきた。この制度設計にもう少し工夫を加え、学

生へのサービスのきめ細やかさに磨きをかけるのはどうであろうか。具体的には、２年次から

ゼミを選択させるのである。２年次の経済学基礎演習は３年次からの演習を履修する前に少人

数クラスでの授業を経験させる、というプレゼミの意味が大きかったと思われるが、新入生演

習という授業ができた今となっては、その意味は薄れてきている。新入生演習より履修者数が

かなり多く、少人数教育を実践しにくくなっているうえに、２年次の学生の担当教員をわかり

にくくしている意味もあり、マイナスの要素の方が大きくなってきた感がある。２年次からゼ

ミを選択させ、２年次生の担当教員が授業で顔をあわせることのない新入生演習担当教員とい

う現状を解消する、といったことが対策として考えられる。 
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�．経営学部 
�到達目標� 
（１）多様な学生を確保すること。 

（２）一定の量と質の学生を確保すること。 

第一に、多様性の確保という到達目標は、多様な学生をキャンパスに迎え入れ、それぞれの

個性に応じて経営学部で所定の教育内容を修得してもらうという基本的な受け入れ方針を前提

にしている。本学の教育理念に基づき、「豊かな教養を培ったうえに、経営学の教育を通して、

企業・組織を分析し、その組織体の所期の目的を達成するために、自立的かつ柔軟に思考し行

動できる人材を育成することを使命とする」という経営学部の教育目標は多様な学生のなかで

形成されてこそその意義が高まる。多様性の確保は、経営学部の教育目標を実現するための必

要条件でもある。 

第二に、一定の量と質の確保という到達目標は、量すなわち一定数の学生の確保については、

大学の持続的運営のためには財政的に少なくとも定員枠を充足しなければならないという当然

の前提に基づくのであるが、同時に多様な学生の確保のためにも、やはり一定量の入学者が必

要となるからである。したがって、経営学部の学生収容定員と在籍学生数、入学定員と入学者

数の比率の適正水準に絶えず注意を払いながら、定員枠を基準とした適切な量の学生数の確保

を目標とする。また、一定の質の学生の確保については、大学教育に対応しうる能力をもった

学生を入学させ育成していくために必須のことであり、多様性の確保のために多元的な質の判

定基準を設けて、その妥当性、適切性に常に注意を払っている。学力試験だけで質を判定する

一般入試制度のほかに、課外活動を多角的に評価しうる、あるいは意欲と適性を重視する AO

入試制度などを適切に運営することを目標としている。 

以上の多様性の確保、一定の量と質の確保という学生受け入れ方針を実現するために、多様

な評価基準を適用する複数の入試制度を工夫するだけでなく、十分な学部情報を広く受験生に

伝達する学生募集の実施、入試実施に向けた万全の組織体制の構築、入学者選抜基準すなわち

合否判定基準の透明性の維持、入試選抜の公正性・妥当性の保障などを実施目標としている。

さらには、推薦入学制度において、一定の質の学生を確保するために、高校や短期大学や日本

語学校との信頼関係の維持を目標としている。 

 
（学生募集方法、入学者選抜方法） 
必須�大学・学部等の学生募集の方法、入学者選抜方法、�に複数の入学者選抜方法を�

用している�合には、その各�の選抜方法の��づけ等の適切性  
�現��明����・評価（�所と���）� 

経営学部の学生受け入れの基本目標は、第一に、多様性の確保、第二に、一定の量と質の確

保である。多様性は、単に学力試験の序列だけではなく、多様な評価基準を適用することによ

って確保され、一定の量と質の確保は、必要にして十分な学生募集の実施と、選抜評価方法の

適切性によって確保される。そして、学生募集における基本目標は、本学部の教学内容と入試

制度を可能な限り受験対象者に周知し、適切な進路選択の条件を整備するということである。 

学生募集は、各種入学制度日程表に従い実施される入試に対応して、添付資料『2009 入試ガ

イド』および『AO 入試ガイド 2009』に明記されている順に順次行われている。各種入学者選抜

方法の詳細は『2009 入試ガイド』、『AO 入試ガイド 2009』等に明示されているが、 

１．学力試験によって選抜する一般入試、 



４．学生の受け入れ（経営学部） 

327 

２．正課および課外の高校生活の充実度を評価して選抜する推薦入試、 

３．自己推薦や特定分野等での能力と勉学意欲を評価する AO 入試、 

の３つに大別される。 

１．一般入試は２月初旬の A 日程（２日間）、S（選択方式、英・国方式）日程、３月初旬の B

日程の計５日間実施する。それぞれ入試科目を変化させて受験生の多様な個性（得意科目の多

様性）に対応している。また、地方入試会場も添付資料『2009 入試ガイド』に掲載しているよ

うに、A 日程、S 日程（選択方式）は７都市、S 日程（英・国方式）は本学のみ、一般 B 日程は

３都市で実施し、受験生の便宜をはかっている。さらに、800 字の論文の評価によって合否を

決定する、論文入試 A 日程（後述の公募制推薦入試 A 日程の初日の午後に実施、６都市で実施）、

B 日程（後述の一般入試 B 日程の午後に実施、３都市で実施）や、センター試験利用入試も A

日程と B 日程を実施している。 

２．次に、推薦入試としては、公募制推薦入試、一般指定校制推薦入試などの入学者選抜方法

が実施されている。公募制推薦入試 A 日程は例年前年の 11 月中旬に２日間実施される。英語お

よび国語の総合問題の点数と評定平均値を総合して合否判定を行う。指定校制推薦は、過去の

実績などを考慮して本学が指定した高校との信頼関係に基づき、高校内での選抜結果を重視し、

大学では書類審査のみで合否を判定する。したがって、不合格にすることはよほどの場合を除

いてあり得ない。現在、定員は 30 名（経営学科、マーケティング学科それぞれ 15 名）だが、

志願者が多く毎年 100 名程度の入学者があり、本学と指定高校との信頼関係を示している。 

３．最後に AO 入試（自己推薦方式、商工・総合学科方式、指定分野方式）であるが、経営学部

では３種類の AO 入試を行っている。後述の「アドミッションズ・オフィス入試」でその概要と

評価を行うが、 

① 自己推薦方式：文化、芸術、資格、スポーツ、社会活動等の課外活動の活動基準を満たし、

経営学部での勉学を強く希望するものから、活動実績、活動レポート、面接結果等を総合

的に判断して合否を決定する。 

② 商工・総合学科方式：高等学校もしくは中等教育学校の商業に関する学科、工業に関する

学科、情報に関する学科、またはそれに準ずる学科の卒業生ならびに卒業見込み者を対象

に、経営学部の経営学科とマーケティング学科の教育内容を十分理解し、志望理由および

入学後の勉学分野が明確で、かつ出身学科の特徴を活かして勉学することに強い意欲を示

す学生を優先的に選考する入試で、調査書、課題レポートおよび面接の総合判断で合否を

決定する。 

③ 指定分野方式：経営学部が指定するスポーツ活動の分野において優れた能力、実績を持ち、

経営学部の教育内容を十分に理解したうえで、勉学することを強く希望する学生を求める

入試で、スポーツ活動実績と面接の総合判断で合否を決定する。指定分野方式には、指定

スポーツクラブの責任者が常時スカウト活動を行ったうえで受験・選抜する場合と、受験

生自らが応募する場合とがある。 

以上の１．～３．に大別される入学者選抜方法は、多様な学生を受け入れるという基本方針

には、十分対応していると評価できる。しかし、入学者の一定の質確保と量の確保という点で

は、今後懸念される受験者数の急速な減少傾向と、それに伴う入学者の学力水準の低下傾向が

すでに現れつつあるため、量はともかく質の確保の問題が大きくなると思われる。 

なお、学生募集は、次のような手順および方法によって遂行されている。まず、毎年３月ま

でに翌年度の入学者選抜概要を決定し、実施する入試制度と、それぞれの募集人員、日程等を
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ほぼ確定する。学生募集は、この選抜概要に基づいて作成した入試ガイド、および大学案内総

合その他の資料の配布と、それらを使った高校教員対象の説明会「入試独自説明会」（近畿圏で

数回実施）、受験生対象説明会を６月より順次開催し、７月中旬から９月中旬にかけてオープン 

キャンパス（キャンパス見学会）を４回、および 10 月には「入試直前説明会＆対策講座」を実

施し、さらに各種メディアへの大学広告の掲載（定置的なもの、一時的なものなど各種）を行

っている。なお、それ以外に以上のように、多様性の確保、一定の量と質の確保という目標を

達成するために、本学を希望する受験生に適切な情報を提供し、また適切な情報提供によって

本学に適合した受験生層の開拓に可能な限り努めている。しかしながら、少子化の影響によっ

て、近年急速な受験生数減少が生じており、それに伴って従来の大学教育についていけない低

学力の入学生も徐々に増加しつつある。また、多様な入学者選抜方法は、多様な学生を入学さ

せ、大学を活性化させるのに貢献しているが、基礎学力に欠けた学生を入学させてしまうとい

うリスクも存在する。入学者選抜においても、受験生の増大だけを目指すのではなく、質の確

保という点にさらに配慮することが求められている。したがって、今後の動向を注意深く見守

る必要がある。そのためには、選抜を通じて得られたデータと、その後の成績等の追跡調査に

基づいて、入学者選抜方法の改善をはかるためのシステムの確立が早急に必要となるが、まだ

実現されてはいない。必要に応じて、例えば、ある入試選抜方法によって入学した学生の留年

率などをチェックするに留まっているのが実情である。 

�改善方策（�来の改善・改革に向けた方策）� 
入学者選抜を通じて得られたデータと、その後の学内成績との追跡調査結果が、充分にカリ

キュラムに反映されているとは言い難い面もあるので、現在、全学委員会であるカリキュラム

改革委員会がリニューアルしたのと歩調を合わせて、経営学部でも教務グループ会議を定期的

に開催し、様々な教育面での問題点を話しあっている。入学者受け入れ、入学者選抜、カリキ

ュラムという三つのテーマが、整合的に実施されうる状態がある程度形成されているが、まだ

まだ十分であるとは言い難い。その後の成績等の追跡調査による情報を考慮して改善していく

必要がある。 

また、少子化の進行に伴う急速な受験生数減少に対して、受験生の確保が極めて重要である

が、地域連携と高大連携という趣旨のもと、本学近接地域の経営学部志願者の多い高校との一

層積極的な信頼関係の醸成が肝要である。そこで、一部の高等学校とはすでに協定を結んでい

るが、重点的に関係を強めたい高校と協議・協力し、さらに数校と協定を結ぶことを検討して

いる。 

 
（入学者受け入れ方針等） 
必��入学者受け入れ方針と大学・学部等の理念・目的・教育目標との関係  
必��入学者受け入れ方針と入学者選抜方法、カリキュラムとの関係  
�現状説明��点検・��（長�と問題点）� 

経営学部の入学者受け入れの基本方針は、入試部長を議長とし、各学部で学部長の委任を受

けた入試主事、入試課長等で構成される「入試主事会」、学長を議長とし、副学長、各学部長、

入試部長、入試課長等によって構成する「入試判定委員会」において協議され、経営学部教授

会において審議・承認される仕組みになっている。すなわち、大学・学部の教育の責任者が入

学者受け入れ方針の決定においても責任者となっており、入学者受け入れ方針と大学・学部・

学科の理念・目的・ 教育目標は連動する制度となっている。 
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経営学部の入学者受け入れ方針は、多様な学生を迎え入れ、それぞれの個性に応じて各学科

で所定の教育内容を修得してもらうということを基本にしている。本学の教育理念・目的であ

る「独立自彊・社会有為～自由と調和の人間教育をめざして～」に基づき、「豊かな教養を培っ

たうえに、経営学の教育を通して、企業・組織を分析し、その組織体の所期の目的を達成する

ために、自立的かつ柔軟に思考し行動できる人材を育成する」という経営学部の教育理念を達

成するためには、まず多様な学生が在学していることが必要と考えるからである。この方針・

目標に従って先に述べたように、多様な入学者選抜方法を実施している。さらに、入試実施場

所の多様性も工夫し、各地域での受験機会を拡大している。こうした多様な学生の確保という

基本方針が、キャンパスの学生生活の活性化を実現していることは確実である。 

入学者の受け入れに関しては、推薦入試においては、オープンキャンパスや入試説明会で経

営学部の教育目標を十分に理解したうえで受験することを強く勧めている。そのため、おおむ

ね、学部の教育目標は理解していると思われる。なお、経営学部カリキュラムでは１年次に「学

科基礎 A」の必修科目 16 単位（これは経営学科もマーケティング学科も同じ）、２年次の「学

科基礎 B」の選択必修科目８単位を履修すること以外は、より多くの幅広い科目を自由に選択

ができる。また、学習の足がかりとなる経営学部の７つメジャー（法学、経営学、会計学、ビ

ジネス心理、国際マーケティング、情報マーケティグ、起業マーケティング）もその多様性を

支える教育の柱になっている。この７つのメジャーは例えば、AO 入試の商工・総合学科方式で

あれば、会計学メジャー、情報メジャーなどと結びつくなど、入学後の教育と関連が深い。 

大学案内、学部・学科紹介パンフレット等で大学・学部・学科の教育理念や教育目標を明記

し、オープンキャンパス等で繰り返し強調されているので、経営学部に入学を希望する者は、

基本的には経営学部の教育目標を了解していると思われるが、学力確認のみの一般入試ではそ

れを確認する手段がない。入学後の指導が重要であると認識している。 

���方�（��の��・��に�けた方�）� 
全学的に同一基準で行われる公募制推薦入試や一般入試などのいわゆる大型入試については、

全学的な合意が必要である。したがって、経営学部のみの判断で修正することはできないし、

現在のところ、選抜方法を大きくかえる必要はない。本学は文系のみの中規模大学であり、大

きな問題点は現在のところない。また、論文入試の課題問題、AO 入試での課題レポート等は学

部独自の教育目標に従って作成可能であるので、これらを最大限に活用して教育目標の浸透を

計りたい。 

 

（入学者選抜の�組み） 
必��入学者選抜試験実施体制の��性 
�現�説明� 

入学種別は以下の通りである。 

公募制推薦入試 A 日程、同 B 日程、論文入試 A 日程、同 B 日程、AO 入試（自己推薦方式、商

工・総合学科方式、指定分野方式）、一般入試 A 日程、同 S 日程（選択方式、英・国方式）、一

般入試 B 日程、大学入試センター試験利用入試 A 日程、同 B 日程、海外帰国生徒入試、同指定

校入試、社会人入試、一般指定校入試、外国人留学生入試、同指定校入試（マーケティング学

科のみ）、日本留学試験利用外国人留学生入試（マーケティング学科のみ）である。これら以外

には、併設校からの内部進学に関する推薦入試制度がある。 

なお、経営学部ではこれらの一般入試、論文入試では、学部内の経営学科とマーケティング
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学科間の併願を許可している。これは、両学科は特徴ある科目を開講していることは当然であ

るが、本学の経営学部では、学科間のカリキュラムの垣根を低く設定していることから可能と

なった。入学希望者にとってみればその機会が多くなるので適切であると考えている。 

�点�・評価（長�と問題点）］ 
入学者選抜実施に対しては万全の体制で取り組むことを目標とし、次のような組織体制を組

んでいる。選抜方法等の大枠と基本項目は、学長、副学長、学部長との事前調整を前提（合否

判定委員会や執行役員会大学運営部会等で行われる）に、入試部長（学長指名の教員）が入試

主事会で提案し、了解を得た後各学部教授会で審議決定される。そのような基本決定を受けて

具体的な実施目標を形成し実施しているのが入試主事会および入試部（入学試験課と入試広報

課で構成される）である。  

入試主事会は、学長指名の入試部長、各学部・学科より学部長指名の入試主事各１名、入試

課長等によって構成される。入試主事会は必要に応じて随時開催され、学部教授会の承認を必

要とする案件をはじめ、入試にかかわるあらゆる問題に対応している。入試部は、日常的な入

試業務を遂行し、入学者選抜試験実施体制を確固たるものとしている。具体的な業務内容とし

て、入試部長、入学試験課長および入試広報課長の統括下、渉外、入試広報計画立案、高校等

訪問、入試関連データ分析、本学主催説明会実施、指定校選定、配送便関係、各種資料送付、

AO 入試関係、受験ガイド作成、外国人留学生入試関係、地方試験場折衝、事務システム関係、

願書処理委託関係、一般入試の入試要項作成、関西 11 大学関係、オープンキャンパス実施、イ

ンターネット出願関係、入学手続書類作成、試験実施全般、広報原稿・印刷物作成、大学院入

試全般、指定校他入試要項作成、日常予算執行関係等、多種多様な日常業務が挙げられる。な

お、障害のある受験生のための別室受験、当日の体調不良者のための別室受験にも柔軟に対応

している。 

以上のように、入試部を中心に、入試実施には万全の体制で全学的に取り組んでいる。入試

時期には、教員および職員の負担はかなり重くなるが、全学的協力体制のもとで実施している。

中規模大学であるがゆえに、全学的協力体制の構築、運用が可能になり、入試実施体制として

は極めて高いレベルにあると思われる。 

ただし、多様な学生を確保するための複数回におよぶ入試実施のために、経営学部教員の負

担はかなり大きくなっている。負担が大きくなるとミスも生じやすくなる。そこで、年間を通

しての負担回数を増加させないため、例えば高校との緊密な信頼関係に基づいて実施される指

定校推薦入学では面接試験を行わないなど、負担軽減の努力を実施しているが、なお一層工夫

の余地があると思われる。 

�改善方�（��の改善・改�に�けた方�）］ 
入学試験の実施体制は、おおむね適切なものと評価できる。多様な入試制度を選考の質を落

とすことなく、また実効性を保持しつつ、極力教職員の過重負担を防ぎたい。それがミスのな

い入試実施体制の基本条件であると思われる。AO 入試については、選考過程の合理化を計って

いくことが改善点である。そのために、選抜委員間の面接ポイントの相互確認や、レポート課

題の複数教員によるチェック機能を体制化しつつある。 

 
必��入学者選抜基準の�明性 
���説明］�点�・評価（長�と問題点）］ 

一般入試および公募制推薦入学などの基準については、毎年５月、６月に開催されている独
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自説明会においても、あるいは本学が６月から開催しているオープンキャンパス内においても

説明がなされている。また、本学では各試験における傾向は従来から変更をせず、年度ごとに

おける内容の難易度も一定基準を守るようにこころがけている。指定校推薦入学は、高等学校

との信頼関係によって選抜されるため、原則的に書類選考で合格が認められる。また AO 入試の

自己推薦方式や商工・総合学科方式においては、活動基準や評価方法を「2009 入試ガイド」や

「AO 入試ガイド 2009」等で明確に公表している。さらに、指定分野方式においては、試験実施

日には面接のみであるが、それまでの実技については当該クラブの部長、監督、コーチあるい

は顧問等が長期的に評価をしているため、これも面接時に大きな問題や資格に不備がない場合

は合格が認められる。 

�改善方策（将来の改善・改�に向けた方策）� 
特に大きな問題点があるとは認識していないが、継続的に改善を検討していく必要はあると

認識している。例えば、2009 年度に実施する入試のうち、AO 入試の商工・総合学科方式では、

文部科学省が認めた総合分野のなかで、情報や商工に関する分野がひろがりをもったことに対

応して、受験資格をひろげる予定である。 

 
必��入学者選抜とその結果の公正性・妥当性を確保するシステムの�入��  
�現�説明� 

入学者選抜とその結果の公正性については経営学部独自でシステムを組んで行っているわけ

ではない。選抜制にかかわる要素はすべて全学で行っている入学者選抜制度に準拠して行って

いる。 

�点検・評価（長�と問題点）� 
すべての試験問題を公表しているため、受験生は本人の解答と合否結果を照合することがで

きる。合否に納得がいかなければ問い合わせることもできるため、公正性・妥当性を確保の確

保に貢献している。 

問題作成・採点業務を学部内の教員が担当しているが、担当者名は外部だけでなく内部でも

伏せられる形で選抜されている。このような形で、経営学部における入学者選抜については結

果の公正性や妥当性は十分確保されている。 

�改善方策（将来の改善・改�に向けた方策）� 
現在のところ早急に改善すべき点は見受けられないが、将来に向けた改善方策については今

後も順次検討を続ける必要がある。 

 
（入学者選抜方法の検証） 
必��各年の入試問題を検証する�組みの�入�� 
�現�説明� 

全学提起に共通の公募制推薦入試や一般入試においては、経営学部独自の検証制度はない。

全学的な体制のなかで、経営学部の出題委員は従っている。学部独自の問題を作成する論文入

試等においては、複数の出題委員が過去の問題を十分に検証している。 

�点検・評価（長�と問題点）� 
試験実施まで出題委員しか問題に触れることはないため、問題の漏洩の危険については問題

ない。しかし、出題者自らの検証は、思い込みによる間違いの見逃しや、問題の水準、範囲、

分量の判断を誤る危険がある。しかしながら、試験実施までに外部の検証機関を採用すること
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はコスト的に困難であり、内部での検証機関の設置も、採点委員ですら人選に苦慮している状

況から見て困難であるため、そのような仕組みは導入されていない。そのため、常に不適切な

試験問題が混入する危険にさらされている。 

���方策（��の��・��に�けた方策）� 
大学全体で取り組むべき問題であり、経営学部独自の対策は困難である。 

 
（AO 入試（アド�ッシ�ン�・オフィス入試）） 
�意�AO 入試（アド�ッシ�ン�・オフィス入試）を実施している�合における、 

その実施の適切� 
��状�明��点検・評価（��と問題点）� 

経営学部（経営学科・マーケティング学科）は自己推薦方式、商工・総合学科方式、指定分

野方式の AO 入試を実施している。この方式による AO 入試では、経営学部の教育内容を十分理

解し、志望する学科の学問分野について興味をもつとともに、勉学することを強く希望する意

欲のある者を求めている。 

自己推薦方式は、一般活動として文化・芸術・スポーツの活動実績のある者や資格・技術を

持つ者を幅広く評価する。また、学部指定活動では、国際交流活動を行っている人・資格取得・

技術修得のうえで専門職を目指す者・事業経営者としての資質を研こうとしている者で、顕著

な活動実績または計画内容を持つ者を高く評価する。 

商工・総合学科方式は、商業・工業・情報に関する学科、またはそれに準ずる学科の卒業者

および卒業見込者を対象にした AO 入試で、志望理由および入学後の勉学分野が明確で、出身学

科の特徴を活かして勉学することに強い意欲を示す者を求めている。 

指定分野方式は、本学が指定するスポーツ活動（アメリカンフットボール・チアリーデイン

ク・少林寺拳法・硬式野球・洋弓・剣道）においてすぐれた能力と実績を持ち、入学後も本学

が指定するスポーツ活動の本学体育会公認クラブに加入し、スポーツ活動を継続すると共に、

勉学との両立を目指す者を求めている。 

志願者はまず、「AO 入試ガイド」に収録しているエントリーシートに、志望動機、入学後に

取り組みたいこと、自己アピール等を記述したうえで申し込みを行う。エントリー期間は 8 月

下旬から９月初旬に設定されており、多くの志願者はその時期までに実施されている３回のオ

ープンキャンパスのいずれかには参加していると思われる。自己推薦方式ではエントリーシー

ト以外に本学指定の「活動実績書」の、また、商工・総合学科方式では本学指定の「出身学科

証明書」の提出を求めている。なお、広く多くの学生にエントリーを促すためにエントリー料

はとらない設定にしている。 

第一次選考では、提出された、エントリーシート、活動実績書（自己推薦方式）による書類

審査を行い合否を決定する。第一次選考の合格発表後、合格者には第二次選考への出願を促し

ている。なお、第二次選考への出願に際しては、調査書に加えて、自己推薦方式と商工・総合

学科方式では経営学部で指定した課題についてのレポートの提出を求めている。第二次選考は、

自己推薦方式と商工・総合学科方式では、課題レポートと面接の総合評価で、また指定分野方

式では面接で合否を判定している。このような多段階的入試を実施し、慎重に入学者を選抜し

ている。 

しかしながら、問題がないわけではない。基礎的な学力の不足した学生がほかの入試制度に

比較して多いのではないかという問題である。学力不足が出席状況の悪化、単位取得困難とな
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る場合があり、それが退学へと向かう場合もある。中途退学率、留年率ともに、その他の入試

制度での入学者に比較してやや高い疑いがある。 

���方策（�来の�����に向けた方策）� 
入学前教育の導入と充実が、AO 入試によって確保された学生に対しては早期に必要であると

考えられる。そのため、従来から１月下旬に「プリエントランスの集い」を行い、その事業の

一環として、経営学部をより詳しく知ってもらうための「学部紹介」などを行っている。また、

小論文などの課題を課している。2007 年度からは小論文課題を２月および３月の２回課し、各

自が自宅で答案を作成し大学に郵送したものを添削したうえ再び返送している。さらに、2008

年度から、新しい試みとして、高等学校の冬休み期間３日間を利用して、授業「学び論 C」を

開設しており、希望者に受講を勧めている。これは、受講修了者に対して、本学の単位認定に

値すると認められる場合には、入学後、当該科目の単位（２単位）が認定される。この入学前

教育プログラムは、入学が早期に決定している学生を、後期中等教育から高等教育へと円滑に

移行させることを主たる目的とし、入学予定者の学習意欲やその他モチベーションの維持向上、

大学生活に対する疑問や不安の緩和、大学入学後の個々の目標の明確化等もあわせて図るもの

である。また、この新しい試みが、どの程度基礎学力不足の学生の学力向上に結び付いている

かについて、現在調査方法などを検討中である。 

 

（定員管理） 
必��学生収容定員と在籍学生数、（編）入学定員と（編）入学者数の比率の適��  
�現状�明���検�評�（長�と問題�）� 

経営学部の入学定員と入学者数の比率は、2008 年度入試では入学定員 370 名に対して入学者

471 名、2009 年度入試では入学定員 400 名に対して入学者 461 名となっている。したがって、

2008 年度において入学者は入学定員の 1.27 倍、2009 年度においては 1.15 倍となる。このデー

タは、毎年度の合否判定においては、学生収容定員と入学定員を配慮して、定員を割り込まず、

かつ（財）大学基準協会が最低基準として提示している 1.25 倍を超過しないように努めた結

果である。それでも定員超過状況にかわりはないが、それを生み出す直接の原因は歩留まり率

（ 合格者の入学率）の目算違いである。少子化の流れのなかで、受験生層の変化が生じており、

また滑り止めのための複数受験機会の減少、入学辞退者への授業料の返還の実施等、歩留まり

率の予測が極めて困難な状況が続いている。その結果、学生収容定員と在籍学生数の関係につ

いても、収容定員超過状況が続いている。 

私立大学として財政的基盤を確保しなければならないという要請から、歩留まり率の予測で

は定員不足状況を回避することを最優先課題としているため、目標値を上回ってしまうことが

起こりがちである。しかし、責任ある教育体制を確立するためには、定員管理の適正化は緊急

の課題となっており、（財）大学基準協会の「水準に関する評定事項」が定める水準を達成する

ために、早急に是正措置をとることが必要である。 

他方、編入学生については、年度によるばらつきが多少大きい。 

���方策（�来の�����に向けた方策）� 
従来、定員超過限度を 1.25 倍未満としてそれを遵守しつつ、適正な競争倍率の維持という目

標や、歩留まり率の過去実績を参照した予想に基づいて、合格者数を決定していく方針を堅持

しきたが、目標値そのものを検討し直すことが求められている。これについては、大学財政に

かかわる問題であるので、大学の中長期的な方針の策定のなかで検討されることになるが、当
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面、2008 年度に実施した入試においては、現在の不正常を緊急に改めるために、入学定員の超

過率を多くとも 1.17 倍未満とする目標を設定し、超過率の抑制に努めた。 

編入学定員と入学者数の関係については、一応現状で問題ないと考えるが、状況に応じて適

切に対応する。 

 
���著しい�員ないし定員超過が�常的に生じている学部における対応策とその���  
�現状�����検���（長�と問題�）� 

定員超過状況は上述の通り、定員超過状況であるが、いわゆる定員の 1.25 倍基準に近い入学

者数で、著しい定員超過状況にはない。しかし、極力 1.25 倍未満に入学者数を抑えるために、

定員適正化に向けた努力を毎年行っている。特に一般入試において、合格基準を上げ合格者数

を絞り込む、あるいはまた、歩留まり率を高く予想し、それに基づいて合格者数を絞り込むと

いう方法をとり定員適正化に向けて努力している。年度によっては限度を超えた入学者を受け

入れざるを得なくなる場合があるが、翌年にはかならず合格基準および歩留まり率予想を高く

し調整することによって、中長期的には定員適正化を図る体制をとっている。経営学部では、

（財）大学基準協会の設定する水準をわずかに越えているが、これも年次計画で適正な学生数

に是正することは可能である。 

�改�方策（��の改��改�に向けた方策）� 
前項で述べたように、2009 年実施の入試の合否判定では、例年以上に厳しく、定員超過が起

こらない措置をとる。 

 
（編入学者、退学者） 
���退学者の状況と退学理由の把握状況 （大学基礎��� 表 17） 
�現状�����検���（長�と問題�）� 

過去３年間の経営学部の退学者数は、2006 年度 60 名、2007 年度 66 名、2008 年度 65 名で、

やや増加の傾向が見られる。2008 年度の退学理由としては、「一身上の都合により」が一番多

く、ほかに「経済的理由」、「学業成績不振」、「他大学、専門学校に進学」などが続く。退学者

の状況についての資料は、「退学願」が大学に提出された段階で担当教員（新入生、基礎、発展

および卒業演習の担当教員）が電話等によりその保護者に退学理由の確認を行うと共に、教授

会において報告しその後了承される。したがって、経営学教員は退学者の状況と退学理由の概

要について把握している。 

近年、勉学意欲もはっきりしないままに、大学進学する者も少なくなく、彼らに知的好奇心

を喚起し、大学生活の充実を体験させるための様々な手立てを試みているが、そうした経営学

部の努力がなお不十分であることを示している。 

�改�方策（��の改��改�に向けた方策）� 
退学者の状況と退学理由の把握は一応確実になされている。特に、勉学意欲のはっきりしな

いままずるずると退学に至ってしまわないように、新入生に対しては、初年次の早い段階で状

況を把握し、保護者と共に対策を講じるよう、春学期の新入生演習で出席率の悪い学生の保護

者に対し、５月中旬に注意喚起の連絡を取るようにしている。また、例年６月に教育懇談会、

および 10 月に修学相談会を開催して、保護者からの種々の相談に応じているが、特に単位取得

状況が思わしくない学生の保護者に対しては、参加を強く促し、教員と共に対策を検討するよ

うにお願いしている。
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�．心理学部 
�到達目標� 

心理学科は、心理学の専門家を目指す人間の基礎教育と、心理学の高い教養を備えた社会人

の育成を目標にし、具体的には以下のような入学者受け入れ方針を掲げている。 

１）人間の心理と行動に関心をもち、好奇心をもって自主的に学ぶ態度のある人 

２）心豊かに生きていくために、心理学を学びたいと思っている人 

３）人と社会のつながりを大切にしたいと思っている人 

換言すれば、心理学を学ぶにあたって高い動機づけと関心を有し、自己成長と向社会的な志

向をもつ入学者を選抜することを目指している。さらに、現代の心理学の進歩と社会のなかで

の位置づけの変化に応じて、次のような入学者を受け入れる必要性もでてきた。まず、現代心

理学の研究領域や適用領域の細分化と多様化を受けて、多様な価値観や個性、能力をもつ入学

者を選抜することである。次に、現代心理学の高度化（理系的要素や社会への応用可能性が増

大）を受けて、一定の基礎学力をもった学生に入学してもらうことである。 

以上の要件を心理学部の入試の「到達目標」としてまとめると 

① 心理学に対する高い関心と自己成長志向と向社会性を持つ学生を確保すること 

② 多様な学生を確保すること 

③ 一定の学力水準の学生を確保すること 

の３つになる。 

①の目標達成のためには、心理学部の基本姿勢を種々の広報手段によって受験生に伝達する

だけでなく、教員自らが出張講義やオープンキャンパスで高校生に対して、直接伝えるように

心がけている。この目標の背景には、心理学部の最も古い前身である旧文学部心理学科の時代

より、先人が培い、現在も専攻領域をこえて多くの教員に受け継がれる人間観（主体性と共同

性をもった人間）があり、様々な機会を捉えて外部に伝達を試みている。 

②の達成には、多様な入試形態による実現を目指そうとしている。心理学部では一般入試以

外にも７つの入試を設けており、受験生それぞれの学力、個性など一番よいところを評価でき

るようにして、やる気、広い知的関心を有した社会にとって有為な人材となりうる多様な入学

者を選抜しようとしている。 

③の達成には、各種入試のなかで一般入試による入学者の比率を高く保とうとすることで、

一定以上の基礎学力を有する入学者を確保しようとしている。 

 
（学生募�方�、入学者選抜方�） 
必��大学・学部�の学生募�の方�、入学者選抜方�、�に��の入学者選抜方�を�

用している��には、その各々の選抜方�の位置づけの�の適切性（大学基礎�ー

タ 表 13・表 15） 
�現��明� 

心理学科では、一般入試・公募制推薦入試・海外帰国生徒入試・留学生入試・社会人入試・

論文入試・指定校推薦入試・内部推薦入試を行っている。一般入試・公募制推薦入試・海外帰

国生徒入試・留学生入試は全学共通の試験であるが、社会人入試・論文入試・編入学試験など

は学科独自の入試問題によって選抜している。 

これらの各種入試の詳細は、『2009 入試ガイド』に明示されているが、大きく２つに区分さ

れる。①学力試験によって選抜する一般入試、②いわゆる推薦入試である。それぞれの位置づ
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けについて、心理学部の各種入試のアドミッション・ポリシーをもとに説明する。 

一般入試は、A 日程（英・国・選択科目の３科目入試）ではバランスのとれた基礎学力と応

用力を、S 日程の選択方式では高校等で受験生が得意としてきた、いわば個性的分野での応用

力を、S 日程の英・国方式では基礎力と応用力を、B 日程では英・国の基礎力と高校等３年間最

終段階での基礎学力を見る。大学入試センター試験利用入試 A・B は心理学を学ぶうえで必要な

外国語（英語を含んで５ヵ国語から１科目を選択）の能力と多彩な基礎的能力（国語・地理歴

史・公民・数学・理科の５科目のなかから１科目）を持つ人を評価して、現代心理学の多様性

のもとで、個性と能力を生かすことができる人を求めている。論文入試では、課題文の正確な

読解力、独創的な考えを平明かつ論理的に 800 字以内で記述し、さらに誤字、脱字や文法的間

違いの少ない文章が作成できる力を評価する。その他、学力試験を課す入試としては、海外帰

国生徒入試、社会人入試、外国人留学生入試がある。海外帰国生徒入試は、英語と小論文（500

文字）、面接で行われ、海外の教育機関で学んだことにより受験負担を減らし、かつ国際感覚に

富んだ人材を確保するために行われる。社会人入試は向学心にあふれる社会人に対して門戸を

開くとともに、意欲と多彩な個性が大学教育を活性化させることをねらって行われる試験であ

る。外国人留学生入試は国際化への対応として、日本で学んで国際社会で活躍する人材を発掘、

育成をねらっている。 

次に推薦入試のうち、公募制推薦入試は、調査書の評定平均値および英・国の学力試験で評

価される。この入試で調査書の評定平均値を点数化することは、高校で幅広い関心をもって学

び、継続的な努力ができたかどうかを評価する。試験として課す英語や国語は、心理学を学ぶ

うえで必要な一定の基礎学力を有するかどうかを見る。指定校制推薦は、過去の入学実績など

を考慮して本学が指定した高校との信頼関係にもとづき、高校内での選抜結果を重視し、大学

では書類審査のみで合否を判定する。その他の推薦入試として、内部推薦入試があるが、この

入試では、同じ学院内の２つの高等学校は、大学と教育理念を共有しており、この理念のもと

での一貫教育を担うために、大学定員の一部を併設高校からの推薦入学枠としているものであ

る。その他に、３年次編入学入試、編入学指定校入試も若干名の募集人員で行っている。 

『大学基礎データ（表 15）』の各種入試による心理学部の 2009年度入学者数の内訳を見ると、

一般入試が全体の 50.6％を占め、最も割合が多い。一般入試のなかには、大学センター試験利

用入試、論文入試も含まれている。公募制推薦入試は 35.7％、内部推薦入試と指定校推薦入試

は合わせて 13.6％を占める。社会人入試、留学生入試、海外帰国生徒入試の入学生はゼロであ

る。 

�点�・評価（長�と�題点）� 
心理学部の入学者はほかの学科の入学者よりも専門科目への関心や自己成長や向社会性は相

対的に高いと思われる。この背景には入試自体の難度が相対的に高いことを反映していると考

えられる。一定水準の学力水準の学生を確保するために一般入試で確保する入学生の割合が高

いことは、心理学科学生の学力保証ともなっている。 

次に多様な入試形態について見てみる。多様な入試で入ってくる学生、若干名とは言え、社

会人（2009 年度はゼロであったが過去の学生）や３年次編入生は何事にも意欲的で、現役の学

生に良い影響を与えている。共同作業を伴う演習では、積極性を生かしてリーダーシップをと

ってくれることは授業進行上、大きなメリットをもたらしてくれている。彼らから学びへの姿

勢や刺激を受ける学生も多いことは、現役入学者、社会人入学者、編入生が一緒に大学院進学

を目指す自主的学習会を形成する事実からもうかがい知ることができる。 
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ただし、多様な入試を取り入れていることは、その能力にも個人差が大きいことを示してお

り、勉学の目的や意欲なども多様化した結果生み出される負の問題も指摘される。例えば、心

理学では統計を使う授業も多いが、数学をほとんど勉強しないで入ってくる学生もおり、入学

してから実験や調査の授業で苦労している。ごく一部の学生であるが、心理学の学修に意欲を

もてない学生もいて、私語など授業態度の悪さに、真面目に授業を受ける多数派から苦情が申

し立てられることも稀ではない。 

���方�（��の��・��に向けた方�）� 
推薦入試は、募集定員全体の 50％よりも少なく位置づけ、学力をある程度保証できる一般入

試の定員を維持していくことが今後とも重要である。そのためには大学全入時代に抗していけ

るように受験生から挑戦してもらえるだけの社会的評価を保つための努力が必要であることは

いうまでもない。 

学力水準の維持と学生の多様性を求めることは時に矛盾するから、学力水準を考慮せずに定

員確保を優先して推薦入試を運用することはできるだけ避けるべきである。本学の入試制度は

全学的なシステムであるので一学科の意向だけで大きく変化させることは困難であるが、個々

の具体的な実施内容の見直しは積極的に行うことにする。例えば、現在も行っているが、推薦

入試のなかでも指定校推薦を中心に、教員が高校側に訪問して、コミュニケーションや信頼関

係を維持するとともに、実績をもとに見直し作業を今後ともきちんと行うことで対処していく。 

 
（入学者受け入れ方針�） 
必��入学者受け入れ方針と大学・学部�の理念・目的・教育目標との関係  
�現��明� 

追手門学院大学は、「独立自彊・社会有為」として集約される学院全体の教育理念を継承して、

「自主・自由・自立の精神の涵養」を教育理念・方針としている。それを受けて心理学部は、

人材養成の目的を以下のように学部規程に明示している。 

心理学部規程第２条（学部・学科の目的） 

心理学部に、心理学科を置く。心理学科では、幅広い教養的基礎のうえに、認知・脳科学系

心理学、生涯発達・生涯教育系心理学、臨床系心理学、および社会・犯罪系心理学にわたる心

理学の基礎的知識を学ばせるとともに、専門領域として、人の心のケアと福祉に関わるメンタ

ルケア、人の生涯の発達と教育をサポートするチャイルドサポート、または企業に就職して種々

の仕事に役立てるビジネスリサーチの各メジャーのいずれかを重点的に学ばせ、心理学の知識

および方法を様々な職業に生かし、自己実現を目指す豊かな人間性をもつ人材の育成を目的と

する。 

すなわち、心理学科は、心理学の専門家を目指す人間の基礎教育と、心理学の高い教養を備

えた社会人の育成を目標にしている。具体的には以下のような入学者受け入れ方針を持ってい

る。 

１）人間の心理と行動に関心をもち、好奇心をもって自主的に学ぶ態度のある人 

２）心豊かに生きていくために、心理学を学びたいと思っている人 

３）人と社会のつながりを大切にしたいと思っている人 

�点�・評価（��と問題点）� 
「独立自彊・社会有為」「自主・自由・自立の精神の涵養」という大学の理念、「心理学の専

門家を目指す人間の基礎教育と、心理学の高い教養を備えた社会人の育成」を目標とした学部
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の教育目標は、「好奇心をもって自主的に学ぶ態度を持っている」ことや「人と社会のつながり

を大切にしたい」と思っている人を受け入れることに反映されている。また「自分の人生を心

豊かに生きていこう」としていることは、学部目標である「心理学の高い教養を備えた社会人

の育成」に関わっている。 

���方�（��の��・��に�けた方�）� 
大学の理念や学部の教育目標は、心理学科の受け入れ方針に適切に反映されている。今後と

も社会変化をにらみつつ、微調整や自生的な変化も選択肢とする柔軟さを持ちながら、維持し

ていきたい。同時に、学内外にアピールをして、評価を受けるとともに共有することで生まれ

るメリットを活かすことにする。 

 
必��入学者受け入れ方針と入学者選�方�、カリキュラムとの関�  
�現���� 

心理学科の入学者受け入れ方針は、１）人間の心理と行動に関心をもち、好奇心をもって自

主的に学ぶ態度のある人、２）心豊かに生きていくために、心理学を学びたいと思っている人、

３）人と社会のつながりを大切にしたいと思っている人である。 

すなわち、心理学科では心理学の専門家を育てるだけでなく、それぞれの学生が日常生活の

なかで心理学の知識をいかし、ストレスの多い社会をより幸せに生きていくことを目指してい

る。自分の生き方を考えるとき、他人の生き方や考え方を理解することは重要である。そのた

めには、さまざまな出会いを想定し、多様な学生が同じ場で勉強しふれあえるようにと考えて

いる。心理学科では、多種の入試を導入し様々な学生に入学の機会を与えている。 

多様な入試を取り入れていることは、その能力にも個人差が大きいことを示しており、勉学

の目的や意欲なども多様である。社会人入学者は、外国語の学習にとまどい、これまで余り書

き慣れてこなかったレポート作成に追われる。心理の勉強をほとんどしてこなかった編入生も、

いきなり３年生からの専門科目を取らなければならず、そのギャップに戸惑うことがある。推

薦入試で入ってくる学生だけでなく、公募制推薦では英語・国語のみ、一般入試では英語・国

語・社会という科目であるため、高校時代に数学を学んでこなかった学生も入学できる。その

ような学生は、統計を頻繁に使う心理学科の初期の演習などで、つまずくことも多い。 

一方で、心理学の専門家を志して大学院を目指す学生もおり、それぞれの目的に応じ入学し

てきたことがわかる。彼らは最初から授業への意欲が高く、自主的に英語の勉強をしたり、大

学院の情報を集めたりしている。 

このように多様な入試で入ってくる学生の学力差がひろがっていることを受けて、心理学部

のカリキュラムでは必修科目を減らして対応している。年配の社会人入学生に英語の必修を義

務づけることは、かならずしもその学生の特性を生かすことにならないと考えられるので、カ

リキュラムは必修を少なくし柔軟性を持たせている。 

心理学の専門書を読む１年生対象の講読演習では、以前は英語を読むことが義務づけられて

いたが、心理学部になってからは、１年生対象の講読は日本語で行い、大学院受験を目指す３

年生以上の講読演習は英語で行うようにしている。また必修科目であった「基礎演習１・２・

３」は、半期で４または５つの演習課題を課し、課題ごとに学生にレポートの提出を求めると

いうものであり、心理学の基礎的素養を身につけさせるためのものであったが、当初の目的を

果たすよりも、レポートの提出に追われ、社会人や編入生など一部の学生には負担の多い科目

でもあった。これは、現在は選択科目として「実験心理学演習」を残すのみとなった。認定心
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理士の取得を目指す学生には必須科目であるが、取るか取らないかの選択は学生に任せること

ができるようになった。 

�点�・��（長�と問題点）� 
以前は、社会人や編入生のなかの一部の学生が大学のカリキュラムについていくために非常

な努力を要することがあり、心理学科では、彼らの熱意にこたえて個別指導を徹底的に行い、

問題をクリアしてきた。しかし、近年、入試の多様化によって入学者の学力格差が大きくなり、

問題が目立つようになっている。 

それらは、学力格差だけではなく、勉強に対する意欲や取り組む姿勢にも差が見られるよう

になったことである。一部の学生に授業に臨む態度に問題があり、それが時には授業の進行を

妨げることもある。ただし、この問題の詳細は把握しきれていない。明らかに一部の入試種別

による入学者に問題があるのか、あくまで個人の問題なのか、授業自体の問題なのか、複数原

因の複合結果であるのかが分っていないことも問題である。 

�����（�来の��・��に�けた��）� 
多様な入試をして能力、意欲などさまざまな学生を受け入れるのなら、どのような経過をた

どってきた学生にも、また今後どのような進路に進む学生にも応じることができるようなカリ

キュラムや支援体制が必要であり、これらの対処は受け入れる側の大学の責務であり、入学す

る学生達の各自の目的に応じて勉学に励めるようにしていかなければならない。英語や統計な

どの授業についていけない学生には、補習授業を考えることも必要である。 

そこで、心理学科では、一種の担任制度であるアカデミックアドバイザー制度をとりいれ、

学生の勉学を中心とする悩みや問題解決のサポートをするようにしている。さらに心理実験準

備室に申し出れば、学習に困難を感じる授業担当者との面談や授業内容の相談をセッティング

してもらうこともできる。学生と科目担当の２者関係だけで解決できない場合でも対応が可能

となっている。例えば、学習障害や発達障害が関わって当該学生に学習上の困難が生じている

といった要配慮のケースについては、教務委員、学科長を中心に対応が取られ、チームで対応

することもできる。開学以来、臨床心理学、カウンセリングに関わる教員が多かったことから、

伝統的に学生と教員の間の距離はかなり近く、学生への個別対応を厭わないことを是とする学

科の雰囲気が存在している。そこで、学生が訴える英語や統計などの学習相談に各教員が随時

応じるのが当たり前になっている。全学的には 2009 年度に学習支援室センターが設置され、今

後、各学科とタイアップしながら、学修上の問題点に対応していく体制が整った。 

 
（入学者選抜の�組み） 
必須�入学者選抜試験実�体制の���  
����明� 

全学共通で行われる選抜試験は、一般入試・公募制推薦入試・海外帰国生徒入試・留学生入

試であるが、社会人入試・論文入試・編入学試験などは心理学科独自の入試問題によって選抜

している。ここでは学科独自で問題を作成している入試について述べる。 

編入学試験では、心理学に関する学科試験と英語、面接が行われる。それぞれの部分を２名

以上の教員が担当して問題を作成して採点し、最終的に担当者全員で合否を決める。 

社会人入試、論文入試 A・B では、新聞のコラムなど一定の長さの文章を読ませて、それに対

する考えを論述形式で書かせる問題を出している。まず問題作成の時点では、それぞれの試験

担当者３名から４名合計 10 名前後が一同に集まり、候補になりそうな文章を持ち寄る。それぞ
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れの入試の特性に適した文章を選び出し、問題を作成する。この時点で全員の合意が必要なの

で、わかりにくい問題や不適切な表現などはここでチェックされる。論文入試の採点は、受験

者の数にもよるが、問題作成者を含む 12 名前後で行われる。詳しくは「選抜基準の透明性」の

部分で述べるが、採点者全員で採点基準をそろえて公正に採点をしている。 

�点検�評�（��と問題点）� 
心理学科独自の入試で採用している論文試験では、文章を読む力、自分の考えをわかりやす

く論理的に説明する力などが要求される。このような力は学問をするうえでは大切なものであ

る。問題作成時点でも多くの教員が関わり、採点時点でも多くの教員が関わっているので、試

験の実施体制は適切である。 

���方�（将来の�����に�けた方�）� 
心理学科独自入試は、このような学生に入ってほしいという心理学科の入学者受け入れ方針

に基づいて行われている。学科としてはこれからも続けていきたいと考えているが、年々受験

者数も減少しており、将来は、対費用効果の観点から大学共通の試験になる可能性もある。そ

の際にも、心理学科の理念が受け継がれるようにしていきたい。 

 
必��入学者選抜基準の透明性  
�現�説明� 

一般入試、公募制推薦入試などは、科目の配点が入試ガイドに掲載されている。指定校推薦

入試、内部推薦入試では、評定値が一定の値以上という基準がある。 

�点検�評�（��と問題点）� 
公表できる基準はすべて公表している。論文試験や面接の基準などは公表していないが、面

接の基準などは、公表になじまない可能性もある。 

���方�（将来の�����に�けた方�）� 
論文試験の基準等も公表した方がよいかもしれないが、これは時間をかけて検討していきた

い。 

 
必��入学者選抜とその�果の公正性��当性を確�する����の�入��  
�現�説明� 

学科作成の入試問題では、論文試験が主となる。詳細を述べることはできないが、論文の採

点基準は、１．論理性 ２．独創性 ３．誤字、脱字などの客観的基準の３つである。配点の

重みは１の論理性が一番大きく、２の独創性、３の客観的基準の順番になる。３つの基準につ

いて、それぞれ５段階で評定を行う。受験者数にもよるが、１グループ３名程度の教員で採点

をする。採点の手順として、はじめに採点担当者全員で同じ論文をいくつか採点して、基準の

確認を行う。同じ論文で、採点者同士の評定が５段階評定のうち２段階以上離れた場合には、

評定差が１段階になるように話し合いを行う。全員で各基準を確認した後、グループに分かれ

て採点に入る。最終的には、グループごとに３人の平均値を求め、その論文の点数とする。グ

ループ間で全体的に採点が高めであったり低めであったりする場合があるので、それらにも配

慮しつつ、点数の高い学生から合格とする。 

面接を伴う入試では、面接で聞く質問事項があらかじめ決められている。担当者間で打ち合

わせて、学生に面接で不快な思いをさせないようにしている。また最終点数は担当者間の平均

値となる。 
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�点検・評価（��と問題点）� 
すべての試験において、教員が単独で関わることはない。かならず複数の人間で問題作成、

採点、面接、合否判定に携わっている。論文試験の採点基準などは、客観的に定めることが難

しいが、複数人が関わって話し合い、大方の合意を得ることで、公正性・妥当性を保とうとし

ている。 

���方�（��の��・��に向けた方�）� 
公表は別として、論文試験の詳しい基準などは、できるだけ客観的に記述できることが望ま

しい。論文評価に関する計量心理学の視点を積極的に取り入れ、再検討を加えていく。 

 
（入学者��方�の検証） 
必��各年の入試問題を検証する仕組みの導入状況  
�現状��� 

全学共通の入試では、学科単位で入試問題を検証する機会はない。 

一方で、社会人、論文入試等学科独自の入試では、採点の際に、学生の回答状況を見ながら、

予想外の回答が得られたときなどに、その原因を話し合うことがある。例えば「問題文の表現

が受験生の発想を固定化させてしまった可能性」や「使用したコラムが難しすぎて、理解が得

られなかった」などである。これらは、公表された問題を見て、各教員が個人的に意見を述べ

たり、次年度の問題作成の折りに、「昨年はこうであった」と口頭で伝えられたりすることもあ

る。しかし、組織的に入試問題を検証し、次年度に申し送りをしておくというような仕組みは

導入していない。 

�点検・評価（��と問題点）� 
複数担当者で作成しているとは言え、担当者によって作成に偏りがある可能性もあるので、

毎年問題の検証をしていく必要もあるだろう。しかし実際に行うとなると、すべての入試が終

わった３月末か、あるいは次年度に入って次の入試問題を作成する前の時期となる。検証をす

るのが複数人であれば、日々の授業や学期末試験に追われていると時間の確保が難しい可能性

もある。 

���方�（��の��・��に向けた方�）� 
入試問題の検証をしていく仕組みを導入していく必要がある。 

 
（入学者��における高・大の�携） 
�意�推薦入学における、高等学校との関係の��性  
�現状��� 

本学心理学部では推薦入試として、内部推薦入試（追手門学院大手前中・高等学校と追手門

学院中・高等学校）と指定校推薦入試の２種類を現在実施している。いずれの入試形式におい

ても高校との信頼関係の維持が重要な課題目標である。 

内部推薦入試に関しては評定平均値 3.7 以上という基準を設定し、その合否については志望

理由書と個別面接の実施により判断を行い、最終的に教授会の承認を経て決定している。本学

の内部推薦入試は２つの併設校に実施しているが、受け入れ定員枠に不公平が生じないよう、

総募集人員 20 名について各高校の生徒数比率に応じて配分している。2007 年度の内部推薦入

試までは専願のみ受け入れていたが、高校側の要望を受け 2008 年度入試からは専願と併願の両

方を受け入れている。この決定は高校側の要望を受け入れるという一方向的なものではなく、
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内部推薦入試に対する大学側の要望や意向を伝え、入試部長や入試課と高校の進路担当教員と

の双方向的コミュニケーションによるものであり、併設校との連携を強化するための一つの試

みである。過去５年間における内部推薦入試の志願者数の推移は定員 20 名に対して、2004 年

度 13 名、2005 年度 14 名、2006 年度 17 名、2007 年度 17 名、2008 年度 14 名となっている。本

年度（2009 年度）は初めて専願と併願を受け入れたが、大手前中・高等学校からは６名の募集

人員に対して２名（専願１名、併願１名）、茨木からは 14 名の募集人員に対して７名（専願５

名、併願２名）と合計９名となっており、結果的に志願者数は過去最低となっている。 

なお、心理学部としては、両併設校に対して２年生全員を対象とした心理学部・心理学科の

説明や模擬授業の実施を行っているが、追手門学院中・高等学校については２時間ほど時間を

割いているのと対照的に、追手門学院大手前中・高等学校に関しては短時間の学部・学科紹介

に留まっている現状にある。 

指定校推薦入試については、2002 年度から 2005 年度までは指定校推薦入試を廃止していた

が 2006 年度からこの入試制度を復活させ、高校側との信頼関係の構築と新たな指定校見直しを

慎重に検討してきた。特に 2008 年度には大幅な指定校見直しを行い、高校との信頼関係を築く

ことを目的に、すべての指定校への高校訪問を徹底した。具体的には、心理学部専任教員１名

あたり５校程度に訪問し、進路担当教員と個別に 30 分程度の面談を行い心理学部がどのような

生徒を求めているかについて改めて説明を行った。さらに、面談を実りあるものとするために、

本学心理学部の特徴を解説した学科独自の説明用パンフレット資料を作成・持参し、信頼関係

の構築に努めた。これまでの志願状況は、2006 年度 19 名、2007 年度 22 名、2008 年度 22 名で

あったが、大幅な見直しと高校側との信頼関係構築を行った本年度は 26 名と志願者増となって

いる。 

なお、現在の指定校推薦入試では評定平均値 3.7 を基準とし、その合否については志望理由

書と評定値や学業成績による判断を行い、最終的に教授会の審議を経ている。次年度からは推

薦基準となる平均評定値を高校の実情に応じて設定し、更なる連携強化を行うよう慎重に検討

を行っている段階にある。 

以上のような、学力試験を実施しない推薦入学の合格者に対しては、入学前の学習面でのサ

ポートが必要不可欠である。心理学部では、内部推薦入試の合格者に対してはプリエントラン

ス（課題レポートの提出・入学前の授業実施・オリエンテーション等）を専任教員が担当して

おり、このことは高校から高い評価を得ている。一方で、指定校推薦入試の合格者に対しては

現在のところ心理学部独自の入学前教育は行っていない。 

�点検・評価（長�と問題点）� 
内部推薦入試に関しては、高校側との話し合いにより併願と専願の両形式を受け入れたが志

願者が定員を満たしておらず、更なる高校側との連携が必要と思われる。併設校に対する心理

学部・学科の紹介や模擬授業などを学部独自に行っている点は評価できるが、追手門学院大手

前中・高等学校に関しては十分な時間を割いて学科紹介がでてきていない点は高校側との連携

強化という点で今後の検討が必要と思われる。また、内部推薦入試で合格が決定した学生への

プリエントランス実施（入学前教育の導入）は高校側からも高い評価を得ており、継続してい

く必要があるであろう。志願者数は減じているが、心理学に強い関心を有した生徒が志願して

いることは面接の様子から明らかとなっており、この点においては連携がとれていると考える

ことができる。 

指定校推薦入試については、2008 年度に大幅な指定校見直しを行い、高校との信頼関係の構
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築を重視した取り組みを行った結果、志願者が増加したことは評価に値する。心理学部専任教

員それぞれが実際に高校に足を運び、進路担当教員との個別面談を積極的に行うという地道な

努力は高校側との信頼関係の構築には欠かせないものであり、次年度以降も継続していく必要

があると言える。また、入試主事を中心に学部・学科の説明用パンフレット資料を作成したこ

とも、高校側との信頼関係の構築に一役買っており評価できると言える。指定校推薦入試の合

格者に対する入学前教育については本学心理学部独自で行っていないが、高校側との信頼関係

を高めるためには検討が必要と思われる。 

���方�（��の��・��に�けた方�）� 
内部推薦入試に関しては、更なる信頼関係の構築とコミュニケーションの円滑化を行うため

に心理学部の専任教員が高校側の進路担当教員と直接話し合い場を設定する必要があると思わ

れる。また、高校生に対する心理学部・心理学科の特徴や理解を促すという点からすれば追手

門学院大手前中・高等学校に対しても十分な時間を割いて模擬授業などを積極的に実施してい

くことが必要不可欠と思われる。 

指定校推薦入試に関しては、学部としての新たな取り組みによって高校側との信頼関係構築

が促進したと言える。しかしながら、これらの働きかけは１回きりで済むものではないため、

今後も継続して地道な努力をしていくことが重要であり、2009 年度も教員が高校を訪問して信

頼関係構築に努めた。 

今後は、心理学部独自の入学前教育の在り方についても検討していくことが、高校側との信

頼関係強化のためには効果的と考えられ、今後の検討課題である。 

 
（科目等履修生・聴講生等） 
任��科目等履修生、聴講生等の受け入れ方針・要件の適切�と明確� 
���説明� 

心理学科の科目等履修生・聴講生等の受け入れ方針は、演習、講読関係以外の科目の履修、

聴講を可能としている。そこで基本的に入学者受入方針であるところの、１）人間の心理と行

動に関心をもち、好奇心をもって自主的に学ぶ態度のある人、２）心豊かに生きていくために、

心理学を学びたいと思っている人、３）人と社会のつながりを大切にしたいと思っている人を

受け入れるという方針を準用している。 

科目等履修生・聴講生・研究生については、本学では、入試委員会所管ではなく、教務委員

会所管事項として運営されている。手続きとしては、毎年度の「追手門学院大学科目等履修生

入学志願者出願要項」「追手門学院大学聴講生入学志願者出願要項」「追手門学院大学研究生入

学志願者出願要項」にそれぞれ則り、出願書類を揃えて教務課に提出する。出願要項には、出

願資格、入学時期、期間、履修可能な授業科目および単位認定（科目等履修生）、聴講可能な授

業科目（聴講生）、研修内容（研究生）、出願手続き、願書受付期間、選考日時、選考方法、選

考結果の発表、入学手続き、学生証の交付、問い合わせ先などについて明記され、セメスター

毎に募集して、出願資格を満たした者について教授会の議を経て許可している。科目等履修生・

聴講生・研究生の受け入れ方針・要件は、しかるべき機関の審議決定を経て、公開され、それ

に基づいて制度は運用されており、適切かつ明確なものと評価される。 

なお、2007 年度および 2008 年度の科目等履修生、聴講生、研究生の人数は次頁の表の通り

である。 
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科目等履修生、聴講生、研究生人数 

入学年度 科目等履修生 聴講生 研究生 計 

2007年度 4 0 7 11 

2008年度 3 1 1 5 

2009年度 2 2 1 5 

�点検・��（��と��点）� 
毎年複数の科目についての履修希望があり、適切に受け入れが行われている。また、毎年教

務委員会で、科目等履修生・聴講生・研究生についての入学志願者出願要項が検討され、教授

会で審議・決定されており、状況の変化に対する対応の準備はなされていると判断できる。 

�改善方�（��の改善・改�に向けた方�）� 
現時点で、特に改善を必要とするところはないと考えられる。今後とも、現状の手続きを丁

寧に行い、状況の変化が生じた場合速やかに対応するよう心がける。 

 

（定員�理） 
必��学生収容定員と在籍学生数、（編）入学定員と（編）入学者数の�率の適切�（大

学基���� 表 14） 
�現状��� 

2009 年５月１日現在の心理学部在籍学生数は 989 名である。一年次の入学定員が 200 名で４

年次分で 800 名、これに一学年の編入定員が 10 名の２学年分 20 名を加えた 820 名が収容定員

である。989 名÷820≒1.21 で、現在の収容定員超過率は 1.20 である。 

ただし、編入学生数は 10 名であり、収容定員が 20 名であることから、定員超過率は 10 名÷

20 名＝0.5 である。 

在籍学生数 989 名のうち、第 1 年次学生数が 249 名、第２年次学生数が 237 名、第３年次の

学生数が 238 名、そして第４年次学生数が 265 名である。第４年次の留年生数が 33 名で、留年

者が在籍学生に占める割合は 3.3％である。 

2009 年度は入学定員が 200 名に対して入学者が 249 名であった。249 名÷200 名≒1.245 で、

2009 年の入学定員超過率は 1.25 である。 

�点検・��（��と��点）� 
文部科学省「私立大学等経常費補助金取扱要領」第３条の３による私立大学等に係る補助金

を交付しない条件として、学部等の場合は在籍学生数の収容定員に対する割合が 1.43 を越えな

いことという基準がある。現状の数値はこの 1.43 より低い。 

�改善方�（��の改善・改�に向けた方�）� 
政府からの補助金交付条件を満たす受け入れとなっている。この条件は今後厳しくなる方向

にあると考えられるから、常に注意が必要である。政府からの補助金交付条件とは別の観点か

ら、経営と教育の両方の観点から、望ましい受け入れ規模はどのくらいかを意識し、議論する

ことが学部、大学執行部双方で必要である。 

 
必���しい�員ないし定員超過が�常�に生じている学部における対応�とその���  
�現状��� 

心理学部の入学定員超過率の経年推移を示す。2005 年度で 1.31、2006 年度で 1.22、2007 年

度で 1.19、2008 年度で 1.19、2009 年度で 1.25 である。 
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�点検���（長�と問題点）� 
前述の通り、欠員はまったく生じていない。いずれの年度も定員超過の状態であるが、政府

からの補助金交付条件を満たしており、問題のある数値を示していない。問題のない規模の学

生の受け入れが実現されていると見てよいと思われる。 

�改善�策（��の改善�改�に�けた�策）� 
現在のところ、問題のない規模の学生の受け入れができているとは言え、少子高齢化をはじ

めとする大学をめぐる環境条件は厳しいものとなると予想される。引き続き慎重な定員管理の

ための施策の実行が必要である。同時に、経営と教育の観点から望ましい受け入れ規模がどれ

くらいかを議論していくことも重要である。 

 
（�入学者、退学者） 
必��退学者の状況と退学理由の把握状況 （大学��デー� 表 17） 
�現状��� 

心理学部の 2006 年度の退学者数は 16 人で、内訳として１年次は５名、２年次は４人、３年

次は１名、４年次は６名であった。2007 年度の退学者数は 20 人で、１年次は３名、２年次は

７名、３年次は４名、４年次は６名であった。2008 年度の退学者数は 20 人で、１年次は２名、

２年次は２名、３年次は５名、４年次は 11 名であった。2008 年度の退学理由としては「一身

上の都合」、「経済的理由」、「学業成績不振」、「他大学、専門学校に進学」となっている。 

心理学部における退学者に関する情報の把握は、退学届けを学生が取りにきた時点で、教務

課より、学科長、当該学生の担当教員（アカデミックアドバイザー、ゼミ担当者）に通知され、

担当者と当該学生の人間関係に応じて相談が生じることもある。退学届が提出された時点で、

教務課より、学科長、当該学生の担当教員が電話等でその保護者に退学理由の確認を行い、そ

の後教授会で報告し、了承される。心理学部教員は退学者の状況と理由の概要について把握で

きるようになっている。 

�点検���（長�と問題点）� 
2008 年度の退学者数は、経済学部で 74 名、経営学部で 65 名、心理学部で 20 名、社会学部

で 15 名、国際教養学部で 51 名である。心理学部は、５学部のなかでは退学者は２番目に低い

学部である。2008 年度の収容定員数に対する退学者数を学部別にもとめると、心理学部は社会

学部と同率の 0.0244 で最も低い。ちなみに経済学部は 0.0536、経営学部は 0.0432、国際教養

学部は 0.0543 である。 

�改善�策（��の改善�改�に�けた�策）� 
全学的な退学抑制政策として、まず現状の認識が必要である。入試種別との関連分析などを

行いミスマッチが生じていないかどうかを検証する必要がある。心理学部の定着率は他学科に

比して高いとは言え、個々のケースについてプライバシーを損なわないように留意しながら、

教育内容やキャンパス環境に問題がなかったがどうかを謙虚に反省し、問題点を解決するよう

にしなければならない。そこで、特に気になる事例については、確認にあたった担当教員と学

科長で情報を共有し、学科の教育改善に活かしていくことにする。 
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�．社会学部 
�到達目標� 

「基礎的教養としての社会学、社会福祉学的知見を理解し、社会学的なものの見方ができ、

社会福祉マインドをもった、人間性豊かな自立した市民、職業人を育成すること」という社会

学部の理念・目的を達成するために、（１）この理念・目的を十分理解させたうえで、（２）主

として近隣の高等学校などから、（３）多様な学生を確保しつつ、（４）入学定員枠を基準とし

た適切な量と一定の質の学生を確保することを目標としている。 

 
（学生募�方法、入学者選抜方法） 
���大学・学部等の学生募�の方法、入学者選抜方法、�に��の入学者選抜方法を

�用している�合には、その��の選抜方法の位置づけ等の適切性（大学基礎�

ータ 表 13・表 15） 
�現�説明� 

本学の入試制度は、①一般入試 A 日程、②一般入試 S 日程（選択方式）、③一般入試 S 日程（英・

国方式）、④一般入試 B 日程、⑤大学入試センター試験利用入試 A 日程、⑥大学入試センター試

験利用入試 B 日程、⑦論文入試 A 日程、⑧論文入試 B 日程、⑨AO 入試（自己推薦方式）、⑩AO

入試（商工・総合学科方式）、⑪AO 入試（指定分野方式）、⑫内部推薦入試、⑬指定校推薦入試、

⑭公募制推薦入試 A 日程、⑮公募制推薦入試 B 日程、⑯社会人入試、⑰外国人留学生入試、⑱

海外帰国生徒入試から成り立っている。ただし、社会学部では⑩AO 入試（商工・総合学科方式）、

⑪AO 入試（指定分野方式）は実施していない。これらは制度としては全学部共通であるので、

おのおのの入学者選抜方法の位置づけとその適切性については、「（１）大学における学生の受

け入れ」の当該項目を参照されたい。 

ここでは、社会学部における学生受け入れの到達目標に関連する入試種別に限定し、その位

置づけについて説明する。 

論文入試 A 日程、論文入試 B 日程は、社会学部の教育内容に関連した論文を課すことを通じ

て、基礎学力を見る試験（公募制推薦入試）や学力試験（一般入試や大学入試センター試験利

用入試）では捉えられない、独自の感性と考えを文章に表現できる個性豊かな学生を受け入れ

るために実施している。 

AO 入試（自己推薦方式）は、社会学部では、社会福祉学コースの教育内容を十分に理解した

うえで、本学部で勉学することを強く希望する意欲のある学生を受け入れるために、社会福祉

分野において活動実績があり、その活動実績をレポートや面接で発表できるものを対象に実施

している。 

指定校推薦入試は、本学が指定した高等学校との信頼関係に基づき、評定平均値や課程・コ

ースなどを推薦条件に課したうえで、その推薦を重視し、高等学校における学業成績などを書

類審査により確認している。社会学部では、（１）社会福祉学関連の課程やコースを推薦条件と

することによって、社会福祉学コースで勉学することを希望する学生を受け入れるために実施

するとともに、（２）大学所在地である北摂地域の高等学校からの学生を受け入れるために実施

している。 

また、多様な学生を確保する観点から、海外帰国生徒入試、社会人入試、外国人留学生入試

を実施している。 

�点�・評�（�所と��点）� 
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入学者選抜方法およびその位置づけは、おおむね適切であると判断している。大学全入時代

に入り学内では志願者の減少が続いているが、社会学部ではここ数年間は堅調な推移であり、

入学定員枠を基準とした適切な量の確保はできていると判断している。ただし、学力試験を伴

わない論文入試・AO 入試（自己推薦方式）・指定校推薦入試については、入学者の一定の質の

確保という点で若干問題があるのではないかという疑問が学部内の教員から出ているが、そう

した疑問に対して、入学後の学業成績の入試種別ごとの追跡調査などができていないことは問

題であると認識している。 

�改�方�（��の改�・改革に向けた方�）� 
2011 年度からのカリキュラム改編に向けて、現在、社会福祉士養成課程の廃止を検討してい

るところであるが、それに合わせて、AO 入試（自己推薦方式）および社会福祉学関連の課程や

コースを推薦条件にするタイプの指定校推薦入試の廃止を含め見直しを検討しているところで

ある。学力試験を伴わない入試における入学者の質確保の問題に関しては、2010 年３月に社会

学部としての最初の卒業生が出るので、それを受けて、入学後の学業成績の入試種別ごとの追

跡調査を実施する予定である。 

 
（入学者受け入れ方針等） 
必��入学者受け入れ方針と大学・学部等の理念・目的・教育目標との関係 
�現�説明� 

学院 120 年の歩みと建学の精神「独立自彊」を踏まえて、社会学部は「基礎的教養としての

社会学、社会福祉学的知見を理解し、社会学的なものの見方ができ、社会福祉マインドをもっ

た、人間性豊かな自立した市民、職業人を育成すること」を学部の理念・目的として掲げてい

る。この学部の理念・目的を実現するために、「文化社会学、社会人間学、および社会福祉学の

専門分野別に３コースを設け」、社会および人間に関わる幅広い知見の学修を、講義系科目、実

習・体験型科目、演習系科目などを通して進めることを教育目標としている。 

このような学部の理念・目的・教育目標を踏まえて、社会学部では、①自分の可能性を探求

する意欲のある者、②多様な学びに関心のある者、③共に生きる世界を創りたい者を受け入れ

るという入学者受け入れ方針を制定している。 

学部の理念・目的・教育目標と入学者受け入れ方針の関係を受験生・保護者・高等学校関係

者に理解してもらうために、大学案内パンフレット（『学部学科ガイド』『AO 入試ガイド』等）

でそれらを明示している。 

�点検・評価（��と問題点）� 
社会学部では入学者受け入れ方針を具体的に理解できるよう、大学案内パンフレット（『学部

学科ガイド』『AO 入試ガイド』等）に記載するだけでなく、オープンキャンパス・高等学校訪

問等の機会を利用して、社会学科教員が直接説明することを重視してきた。このことは大いに

評価できる。 

�改�方�（��の改�・改革に向けた方�）� 
2011 年度以降、社会福祉学コースの廃止を含むカリキュラム改革が予定されているが、それ

により教育内容の大幅な変更が行われる場合は、受け入れ方針を見直す必要があるだけでなく、

受験生・保護者・高等学校関係者に分かりやすく説明する等、広報のあり方を含めて検討する

必要がある。 

 



４．学生の受け入れ（社会学部） 
 

348 

必��入学者受け入れ方針と入学者選抜方法、カリキュラムとの関係  
���説明� 

社会学部では、学部の理念・目的・教育目標を踏まえて、①自分の可能性を探求する意欲の

ある者、②多様な学びに関心のある者、③共に生きる世界を創りたい者を受け入れる方針であ

るが、それに対応するために、入学者選抜方法の項目で記載したように、多様な入学試験を実

施している。こうした受け入れ方針のもとで入学してくる学生の関心は多岐にわたるため、「文

化社会学、社会人間学、および社会福祉学の専門分野別に３コースを設け」、講義系科目、実習・

体験型科目、演習系科目などを通して社会および人間に関わる幅広い知見の学修が可能なカリ

キュラムを提供している。 

�点検・評価（��と問題点）� 
入学者受け入れ方針と入学者選抜方法とカリキュラムとの関係は、おおむね適切であると考

えているが、受験生・保護者・高等学校関係者に理解してもらうために、オープンキャンパス・

高等学校訪問等の機会に十分説明を行っている。 

社会学部では、社会福祉学に特に関心をもつ学生を受け入れるために、指定校推薦入試・AO

入試（自己推薦方式）を実施し、社会福祉士受験資格を修得できるカリキュラムを編成してい

るが、この部分については、入学者受け入れ方針と入学者選抜方法とカリキュラムが明確かつ

密接に関係しており、特に評価できる点である。 

�改�方�（��の改�・改革に�けた方�）� 
2011 年度以降、社会福祉学コースの廃止を含むカリキュラム改革が予定されているが、それ

により教育内容の大幅な変更が行われる場合は、受け入れ方針および入学者選抜方法を一部見

直す必要があると考えている。また、それだけでなく、受験生・保護者・高等学校関係者に分

かりやすく説明する等、広報のあり方を含めて検討する必要がある。 

 
（入学者選抜の��み） 
必��入学者選抜試験実施体制の適切性  
���説明� 

全学共通で行われる入学者選抜試験の実施体制の適切性に関しては、「（１）大学における学

生の受け入れ」の当該項目で述べているので、ここでは社会学部独自で問題を作成している入

試種別や、社会学部教員が面接担当者になる入試種別に限定して、その実施体制について述べ

る。 

社会学科独自で問題を作成している入試種別には、論文入試 A 日程・論文入試 B 日程、社会

人入試・編入学入試・海外帰国生徒入試がある。論文入試・社会人入試・海外帰国生徒入試に

ついては、それぞれ「論文」（800 字）、筆記試験（「論文」800 字）、「小論文」（500 字）を課し

ているが、論文のテーマ設定は入試種別ごとに２名の教員が担当し、両者の合議によって問題

が作成されている。編入学入試についても、２名の教員の合議によって学科指定科目「社会学」

の問題作成が行われている。これらの採点は、氏名を伏せて受験番号のみを表示する形で、出

題者を含む複数の専任教員によって行われている。 

AO 入試（自己推薦方式）では、第一次選考および第二次選考において課題レポートの作成を

課しているが、その評価は、複数の専任教員（社会福祉学コースの担当教員が交替で少なくと

も２名以上入る形で）によって行われている。 

社会学科教員が面接担当者になる入試種別には、AO 入試（自己推薦方式）・海外帰国生徒入
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試・社会人入試・外国人留学生入試・編入学入試・内部推薦入試がある。面接は、入試種別ご

とに２名以上の教員が担当し、合議によって採点評価が行われている。 

以上のように、採点および面接は複数の専任教員によって行われ、その採点評価結果に基づ

いて、学部長立会いのもと、氏名を伏せた合否判定資料が作成され、それをもとにして「入学

者選抜試験合否判定委員会」で審議決定された合否判定原案が、社会学部教授会で審議される

ことになっている。 

�点�・評価（長�と問題点）］ 
問題作成を２名以上で担当する体制、試験問題を出題者を含めて２名以上で採点する体制、

面接を２名以上で担当する体制（AO 入試自己推薦方式では、社会福祉学コースの担当教員が交

替で少なくとも２名以上担当する体制をとっている）、採点や合否判定の際には氏名を伏せて受

験番号のみとする体制など、社会学部のみに関係する入試種別の実施体制は適切であると判断

している。 

�改善方�（��の改善・改�に�けた方�）］ 
現時点では、特に改善すべき点はないと考えている。 

 
���入学者選抜基準の透明性  
�現��明］ 

全学共通で行われる入学者選抜試験における選抜基準の透明性に関しては、「（１）大学にお

ける学生の受け入れ」の当該項目で述べているので、ここでは社会学部にのみ関係する入試種

別に限定して述べる。 

AO 入試（自己推薦方式）に関しては、活動基準や評価方法を「2009 入試ガイド」や「AO 入

試ガイド 2009」等で明確に公表している。論文入試・編入学入試・海外帰国生徒入試・社会人

入試・外国人留学生入試などの入試種別については、その採点結果や判定基準の公表はしてい

ないが、当該入試の入学者が大学を卒業する翌年度まで資料を保管し、万が一、その判定結果

に対して疑義などの問い合わせが生じた場合は調査対応できるようになっていることから、問

題はないと考えている。 

�点�・評価（長�と問題点）］ 
海外帰国生徒入試・社会人入試・外国人留学生入試については受験実績が非常に少ないし、

論文入試・編入学入試・AO 入試（自己推薦方式）については上記のような形で資料保管もして

おり、現時点で、透明性に特に大きな問題点があるとは認識していない。 

�改善方�（��の改善・改�に�けた方�）］ 
現時点では、特に改善すべき点はないと考えている。 

 
���入学者選抜とその結果の公正性・妥当性を確保する�ス��の�入��  
�現��明］ 

全学共通で行われる入学者選抜とその結果の公正性・妥当性に関しては、「（１）大学におけ

る学生の受け入れ」の当該項目で述べているので、ここでは社会学部にのみ関係する事項に限

定して述べる。 

社会学部では、明文化された規程はないが、各種入試の問題作成・採点・面接などの業務に

ついて、各教員が複数で毎年交替しながら分担することになっており、採点・問題作成の公正

性は確保されている。また、問題作成担当者は過去の問題を参照することになっており、問題
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作成の妥当性を確保できるようになっている。また、学部教授会では、受験番号のみを表記し

た合否判定原案に基づいて公正に審議することになっており、審議結果の妥当性は確保されて

いる。 

なお、これは全学共通であるが、三親等（子供、甥、姪、孫）以内の親族が本学を受験する

場合は、出題委員・採点委員・面接委員・書類審査委員・監督者を辞退することになっており、

この点でも、入学者選抜のプロセス公正性・妥当性は確保されている。 

�点検・評価（��と問題点）� 
社会学部には、明文化された規程や申し合わせはないが、慣行に基づく上記のようなシステ

ムがあり、入学者選抜とその結果の公正性・妥当性は確保されているので特に問題はないと評

価している。 

�改善�策（��の改善・改�に向けた�策）� 
現時点では、特に改善すべき点はないと考えている。 

 
（入学者選抜��の検証） 
���各年の入試問題を検証する仕組みの導入状況  
�現状�明� 

大学全体として、各年の入試問題を検証する仕組みの導入状況に関しては、「（１）大学にお

ける学生の受け入れ」の当該項目で述べているので、ここでは社会学部にのみ関係する事項に

限定して述べる。 

本学では独自の『入学試験問題集』を作成し受験生に配付しているが、そのなかの「出題傾

向と対策」のなかで、前年度の入試問題についての検証を記載している。社会学部の論文入試

に関しては、『入学試験問題集』のなかで、外部の専門家による出題傾向・内容分析が掲載され、

外部専門家による客観的な評価を受けている。社会学部の論文入試問題作成委員（A 日程 B 日

程ともに２名が担当）は、この評価および過去の問題を問題作成の際に参照しているが、論文

入試問題作成委員に出題を一任しているのが現状であり、各年の論文入試問題を学部として検

証する仕組みはできていない。 

社会人入試・海外帰国生徒入試で課している「論文」や、編入学入試で課している筆記試験

「社会学」については、問題作成委員に出題を一任しているのが現状であり、入試問題を検証

するまでに至っていない。 

�点検・評価（��と問題点）� 
論文入試に関しては、学部として検証する仕組みをもっていないことは問題であると認識し

ている。社会人入試・海外帰国生徒入試に関しては、受験実績がほとんどないので実質的には

検証の仕組みがなくても問題はないのかもしれないが、受験実績が若干ある編入学入試で課し

ている学科指定科目「社会学」については、社会学部の教育内容とレベルに合致しているかを

検証しなければならないにもかかわらず、学部として検証の仕組みをもっていないことは問題

である。 

�改善�策（��の改善・改�に向けた�策）� 
各年の入試問題を検証する全学的な仕組みの構築が現在検討されているが、その検討の様子

を見ながら、社会学部では、少なくとも論文入試と編入学入試の、各年の入試問題を検証する

仕組みを検討・構築する予定である。 
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（AO 入試（����シ�ン�・���ス入試）） 
���AO 入試（����シ�ン�・���ス入試）を実施している�合における、�の

実施の適切性  
�現���� 

本学では３種類の AO 入試を実施しているが、社会学部が実施しているのは AO 入試（自己推

薦方式）のみである。2006 年度に社会学部を発足させるにあたり、社会福祉学コースに関する

入学者確保を図るべく、AO 入試を導入した。 

AO 入試（自己推薦方式）は、以下のよう手順で実施されている。第１次選考では、受験生よ

り提出されたエントリーシート・（社会福祉活動に関する）活動実績書・課題レポートをもとに、

AO 入試担当者が書類審査をする。審査結果をもとに合否判定の原案が作成され、学部教授会で

第１次選考の合否判定が行われる。次いで、第２次選考に出願した受験生から提出された課題

レポート・調査書等の資料をもとに、AO 入試担当者によって第２次選考（面接）が実施され、

評価結果をもとに合否判定の原案が作成され、学部教授会で第２次選考の合否判定が行われる。 

なお、社会学部の AO 入試（自己推薦方式）では、社会福祉学コースに関する入学者確保とい

う趣旨に基づき、社会福祉学コースの担当教員２名以上が交替で第１次および第２次選考委員

に参加する体制をとっている。 

�点�・評価（��と問題点）� 
実施の手順という点においても、実施体制という点においても特に問題はなく、AO 入試（自

己推薦方式）は適切に実施されていると判断している。 

�改善方�（��の改善・改�に�けた方�）� 
現時点では、特に改善すべき点はないと考えている。 

 
（定員管理） 
必��学生収容定員と在籍学生数、（編）入学定員と（編）入学者数の比率の適切性（大

学基礎データ 表 14） 
�現���� 

社会学部では、（１）入学定員超過率は単年度で 1.29 を超えない、（２）５年間の入学定員超

過率は 1.19 を超えないという定員管理基準を設けて、入学定員管理を行っている。後者の基準

は、社会学部が卒業論文を必修として課している学部であること、しかも実習が重視されるカ

リキュラムを有する学部であることを考慮してのものである。社会学部発足後の入学定員超過

率は、『大学基礎データ（表 13）』に記載されているように、2006 年度は 1.19、2007 年度は 1.19、

2008 年度は 1.26、2009 年度は 1.23 であった。2008 年度および 2009 年度は、歩留まりの予想

が外れたために、入学定員超過率が若干高くなってしまった。５年間の入学定員超過率が 1.19

を超えないようにするために、2010 年度は定員超過率を 1.12 以内とする予定である。 

社会学部では、このような入学定員管理を行うことを通して、学生収容定員と在籍学生数の

比率の適切性を確保している。『大学基礎データ（表 14）』に記載されているように、学生収容

定員と在籍学生数の比率は、2009 年５月１日現在で 1.19 となっており、適切な教育が実施で

きる範囲内に収まっている。 

ただし、編入定員と在籍編入学生数の比率に関しては、『大学基礎データ（表 14）』に記載さ

れているように、2009 年５月１日現在で 0.21 となっている。 

�点�・評価（��と問題点）� 
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学生収容定員と在籍学生数の比率は 1.19 であり、適切な定員管理が行われていると評価して

いる。ただし、編入定員と在籍編入学生数の比率が 0.21 と著しく低いことは問題である。 

�改善方策（��の改善・改�に�けた方策）� 
上記の定員管理基準を今後も厳格に守り、収容定員に対する在籍学生数の適切な比率を確保

する。編入定員と在籍編入学生数の比率の改善については、（１）編入定員数の削減による改善

策と（２）編入学希望学生の新規開拓による改善策の二つが考えられる。後者については、毎

年、編入指定校の見直しをすることによって改善を図ってきたが、功を奏していないので、2012

年度入試を目標に、編入定員数の削減を実施したい。 

 
必��著しい欠員ないし定員超過が恒常的に生じている学部における対応策とその��� 
�現��明����・評価（長�と問題�）��改善方策（��の改善・改�に�けた方策）� 

定員管理の項目で述べたように、入学定員超過率は 2008 年度および 2009 年度に本学部の定

員管理基準に定められている超過率を若干超過したが、2010 年度以降に本学部の定員管理基準

に基づいて調整できる範囲のものである。また学生収容定員と在籍学生数の比率も 2009 年５月

１日現在で 1.19 と適切な教育が実施できる範囲内である。このことから明らかなように、本学

部は、著しい欠員ないし定員超過が恒常的に生じている学部には該当しない。 

 
（編入学者、退学者） 
必��退学者の��と退学理由の把握��（大学基���� 表 17） 
�現��明� 

社会学部では、2006 年度は合計 22 名（１年次５名・２年次６名・３年次２名・４年次９名）

の退学者があった。また、2007 年度は合計 11 名（１年次１名・２年次３名・３年次６名・４

年次１名）、2008 年度は合計 15 名（１年次５名・２年次３名・３年次２名・４年次５名）の退

学者があった。退学理由は、進路変更・家庭の事情・病気療養等である。学生が教務課に退学

願の書類を取りにきた段階で、教務課からゼミ担当教員に連絡が入り、事情などを聞くことに

している。その後、退学届が提出されると、学科長が退学を願い出ている学生とその保証人に

直接連絡をとり、退学の意思を確認することになっている。教授会で学籍異動を審議する際に

も異動理由が示されている。 

���・評価（長�と問題�）� 
退学者数は、他学部と比べて比較的少ない。これは、社会学部の教育理念・目標や入学者受

け入れ方針が学生に十分理解されていることと、１年次から４年次まで少人数ゼミが設置され

ていることによるものであると評価している。退学者の退学理由は、いずれもやむを得ないも

のであるが、退学の意思確認と退学理由を把握する仕組みをもっていることは、入学者の受け

入れ方針・教育課程編成の見直しや改善のために資するものであると評価している。 

�改善方策（��の改善・改�に�けた方策）� 
やむを得ない事情が大半であるため退学者が出ることは避けられないが、今後も学生との日

常的な関係を適切に維持し、必要に応じた学生支援を継続する。 

 
�意�編入学生および�科・�部学生の��  
�現��明� 

社会学部では、2009 年５月１日現在、在籍編入学生は３名である。既修得科目の単位認定原
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案の作成や編入学生に対する履修指導などは、社会学科教務委員が編入学生一人ひとりに対し

て丁寧に行っている。転学部・転学科については、「追手門学院大学社会学部規程」第 31 条に

おいて、「本大学の他学部への転学部および他学科への転学科は、欠員がある場合に限り、選考

の上、第２年次または第３年次の始めにおいて許可することがある」と明文化され、「学生の転

学部・転学科に関する内規」に従って手続きがとられることになっている。既修得科目の単位

認定原案の作成や転入学生に対する履修指導などは、編入学生の場合と同様、社会学科教務委

員が転入学生一人ひとりに対して行うことになっている。他学部から転学部・転学科によって

社会学部に転入してきた学生は、欠員がないため、2009 年 5 月１日現在０名となっている。ま

た、社会学部から他学部・他学科への転学部・転学科の希望者は、2006 年４月１日より社会学

科からマーケティング学科に２年次転入が１名、2008 年４月１日より社会学科からマーケティ

ング学科に２年次転入が１名いるが、転学部・転学科の相談があった場合は、ゼミ担当教員を

中心に相談に応じることとしている。 

�点�・��（��と��点）� 
編入学生および転学部・転学科による転入学生への対応は、教務委員を中心に社会学科教員

が個別に対応し、必要な助言指導を行っており、適切であると判断している。 

�改善��（��の改善・改�に�けた��）� 
現時点で、特に改善すべき点はない。 
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ｅ．国際教養学部（�文学部�む） 
���目標� 

外国語（英語または中国語およびアジア諸語）や国際社会に興味を持ち、国際社会の一員と

して将来活動したいと望む学生の受け入れを目指す。また、定員枠を基準とした適切な数の学

生を確保することを目標とする。 

 
（学生募集方法、入学者選抜方法） 
必須�大学・学部等の学生募集の方法、入学者選抜方法、�に�数の入学者選抜方法を�

用している�合には、その各�の選抜方法の�置�け等の適切�（大学基礎データ 
表 13・表 15）  

������ 
本学部は、2007 年度より文学部（アジア文化学科・英語文化学科）から、国際教養学部（ア

ジア学科・英語コミュニケーション学科）に改組した。それと同時期に定員をアジア学科 120

人から 100 人に、英語コミュニケーション学科 110 人から 130 人に変更した。しかし、学生の

受け入れ方法に関しては、文学部時代と変更はない。 

本学部の入学試験は、一般入試（A 日程・S 日程・B 日程、大学入試センター試験利用入試 A

日程・B 日程、論文入試 A 日程・B 日程））、AO 入試（自己推薦方式・指定分野方式）、外国人留

学生入試、日本留学試験利用外国人留学生入試（アジア学科のみ、10 年度より廃止予定）、海

外帰国生徒入試、社会人入試があり、また推薦入試として公募制推薦入試（A 日程、B 日程）、

併設校からの内部専願推薦入試（2009 年度から一部併願も可）、指定校推薦入試（高等学校、

海外帰国生徒、外国人留学生（アジア学科のみ））がある。加えて、３年次への編入学試験（短

期大学、専門学校などを指定して当該校からの推薦によるもの、および選抜によるもの）があ

る。 

過去５年間のアジア学科および英語コミュニケーション学科の入試種別ごとの志願者、合格

者、入学者、入学定員は、『大学基礎データ（表 13）』の通りである。 

入試広報活動に関しては、アジア学科・英語コミュニケーション学科から１名ずつ選出され

学部長から任命された入試主事（2008 年度から設置）を中心にして、全学的な入試主事会にお

いて大学としての基本的な方針を決定し、学部・学科の意見を集約・調整し、全学的な事務組

織である入試広報課と連携しながら、各種パンフレットの作成、ホームページ上での広報を主

としている。 

���・��（長�と問題�）� 
数字のうえでは、多少の出入りはあるもののおおむね適正な人数を受け入れている。 

入試種別に関して言うならば、18 歳から 22 歳までの高等学校卒業生に加え、海外帰国生徒、

留学生、社会人学生、そして短大・専門学校卒業生を対象とする入試がバラエティ豊かに用意

されており、多様な学生を受け入れる間口の広さを持っている。入試種別ごとの募集人員につ

いて、そのバランスも問題はないと考える。 

一般入試に関しては、A 日程は３科目、S 日程（選択方式）は選択制の２科目（英語コミュニ

ケーション学科は英語が必須）である。S 日程（選択方式）では、かならずしも英語のできる

わけではない学生も、国語や社会科の科目が得意であれば入学できるので、中国語に興味があ

り、アジア学科で中国語を専攻しようとする学生に受験の門戸が開かれた制度になっている。S

日程（英・国方式）、B 日程は英語と国語の２科目である。 
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指定校入試については、入試主事を中心に過去の入学者資料をもとにして高校をピックアッ

プして、各高校を教員および職員が分担して訪問し、学部・学科の趣旨を説明してふさわしい

生徒を推薦してもらえるよう努力している。入学者は学部・学科のアドミッション・ポリシー

を理解したおおむね優れた学生であり、２、３年次から旺盛な学習意欲を示す者も多い。 

AO 入試は、小論文と面接で選抜するが、多くの志願者が夏期に開催するオープンキャンパス

参加者で、本学部のそれぞれの学科を目標校として設定し、かなりの程度事前理解を持ったう

えで応募してくるので、入学後の学習意欲の高い学生が近年多い。 

公募制推薦入試は、２科目（国語と英語）の学科試験を課す。実施の時期が早く、一般入試

に比べて合格者中の入学者の割合が高い傾向にある。これは、早期に大学入学を決定してしま

おうとする者が多いためと思われる。 

問題点は、どの入試種別も数年来志願者の減少が続いており、結果的に合格最低点を下げざ

るを得ないため、高校生としての常識・学力・学習意欲の低い学生が多く入学してきているこ

とである。これはアジア学科において特に顕著である。 

���方�（�来の��・��に向けた方�）� 
18 歳人口の減少、大学入学者定員の増加など外部的な要因もあるが、本学部は今現在比較的

安定した学生募集力を維持している。現行の入学者選抜方法を変更する必要はないと思われる

が、引き続き学生募集力を維持強化するために、バラエティに富んだ入試種別をさらに活かし

つつ、受験生および高等学校の進路指導担当者により分かりやすい入試説明をしていく工夫が

求められる。それには何よりも本学部・学科の教育内容の充実（評価大項３．教育内容・方法

の項参照）と、アドミッション・ポリシーに則ったより効果的な広報が喫緊の課題である。 

具体的には、AO 入試に向けてはここ数年参加者の増加が見られるオープンキャンパスで、本

学部に対する高校生の理解をより促すような展示や模擬授業を行うこと、指定校に対して単な

る訪問だけではなく、出張模擬講義の開催などを通して高校生に直接的に学部・学科の魅力を

伝える努力が必要である。それによって AO 入試・指定校推薦において高校生としての常識・学

力・学習意欲の高い学生の受験を期待できると思われる。 

また、公募制推薦入試や一般入試に向けては、大学と一体となって有名人の講演会やマスコ

ミを通した一般的な知名度向上の広報も有効であると思われるが、同時に、学部・学科のホー

ムページの充実（アジア学科は『アジアの風』という連載を行っている）や、教員の教育研究

成果の公表など社会活動を通して学部・学科の中身を高校側や受験生に印象づける、地道な努

力も欠かせない。 

 
（入学者受け入れ方�等） 
必��入学者受け入れ方�と大学・学部等の理�・目的・教育目標との関�  
�現状説明� 

この項目は学科ごとに記す。 

１．アジア学科 

まず、アジア学科において現状を説明する。 

アジア学科では 2008 年４月１日施行の国際教養学部規程において、「１）中国語やアジア諸

地域でコミュニケーションが可能な英語の実践力を有し、その他のアジア諸言語についても一

定の知識をもつ人材、２）アジア諸地域に関する基礎知識のうえにフィールドワークなどの体

験的・主体的学習を通じて、日本を含むアジア諸地域の社会と文化に深い理解を持ち、日本は
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もとより国際社会の多方面で活躍する教養人の育成」を学科の教育目的として掲げている。中

国語、あるいはオーストラリアやアジア諸地域でコミュニケーションが可能な英語の実践力を

身につけ、その他のアジア諸文化・言語についても一定の知識を持ち、日本はもとより国際社

会の多方面で活躍する教養人の育成することである。したがって、高校生としての常識と学力

を十分備えた生徒、特に国際的な分野に学習意欲のある生徒の受け入れを方針とする。 

現状では、学科試験を通して一般的な常識・学力を測る場合と、AO 入試など、小論文と面接

を通して言語運用能力と意欲＜やる気＞を見る場合と、おおむね２種類の入試を実施している

ことになる。 

２．英語コミュニケーション学科 

次に、英語コミュニケーション学科について現状を説明する。 

英語コミュニケーション学科では、2008 年４月１日施行の国際教養学部規程において、「１）

21 世紀の国際社会に広く通用する英語コミュニケーション能力を備えた人材、２）異文化コミ

ュニケーション能力の育成と異文化交流の促進、キャリア形成や資格を目指す実践英語学習な

どを通じて、国際社会の多方面で活躍する表現力、行動力、判断力を兼ね備えた教養人の育成」

を、学科の教育目的として掲げている。 

この目的を達成するために、基礎英語力を有し、英語による自己表現・異文化理解に対する

強い関心＜やる気＞を持った学生を受け入れる必要がある。AO 入試（自己推薦方式）において

は、異文化体験・英語を使った文化活動を学科が受験生に求める活動基準の１つとして設けて

いる。公募制推薦、一般、センター試験利用、３年次編入、海外帰国生徒の各入試では筆記試

験科目に「英語」をかならず含めている。一般入試 A においては選択科目のなかに、日本史、

世界史、地理、政治経済を入れて、英語力だけでなく、歴史、地理、政治といった分野の知識

も合わせ持った人材を選抜する試験を実施している。また、一般・公募両入試とも「国語」を

（選択も含め）受験生に課し、英語力＋国語力（論理的に物事を考え、それを日本語で表現す

る力、コミュニケーション力の基礎力）を測っている。このようにして、本学科の教育理念・

目的・目標に相応しい入学者の受け入れを入試の基本方針としている。 

�点�・評価（��と問題点）� 
本学部では、多様な受験生に向けて多様な入試を実施している。試験内容について言うなら

ば、かならずしも旧来的な学力重視主義に傾倒していない。基礎学力に一定の比重を置きなが

らも、受験生個々人の個性を大事にし、受験生の＜やる気＞を評価して選抜する「AO 入試」、

特定の高等学校と指定校という関係を結んで高等学校から推薦された生徒を受け入れる「指定

校推薦入試」に近年は特に力を入れてもいる。その結果、両学科において「現地演習」「フィー

ルドワーク」といった現地体験型の授業科目に参加し、さらに留学を希望する学生などが常に

相当数存在している点は評価できる。 

しかし、受験者数の年々の微減とそれに伴う入学者の学力の低下が大きな問題点であること

は否めない。受け入れ方針より本学部に入学してきた学生に対する入学後のケアが毎年の課題

となっている。 

���方�（�来の��・��に向けた方�）� 
本学部が求める人材を受け入れるためには、第一に、本学部の受け入れ方針すなわちアドミ

ッション・ポリシーを高校生に知らせ、一方で大学と高等学校間のより一層の信頼関係の構築、

本学部・学科の受け入れ方針をより理解してもらえる高校を選んで、指定校の見直し、新たな

提携などを行うことが必要となるだろう。出張授業・模擬授業の実施といった高大連携プログ
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ラムをこれまで以上に推進していくこともその手助けとなるだろう。 

本学部の受け入れ方針を理解して本学部を希望する学生を求める、という観点から、AO や指

定校推薦入試を今後より一層重視していく必要がある。 

 
必��入学者受け入れ方針と入学者選抜方法、カリキュラムとの関係  
�現�説明� 

本学部のカリキュラムは、前項で述べた教育目的に沿って、専修英語または専修中国語と、

１年次の新入生演習、アジア学科は２年次から４年次まで、英語コミュニケーション学科では

３、４年次に開講される少人数のゼミナールを中心に組み立てられている。 

さらに海外（一部沖縄）での研修を含む授業として、フィールドワーク（中国・東南アジア・

沖縄）、中国語（南京）・英語（バンクーバー）の現地演習を学内通年の授業とセットで開講し

ている。これはいわゆる座学と現地での体験を有機的に組み合わせた授業であり、相乗効果が

期待される。本学部の志願者の志願動機のアンケートでは、英語や中国語を学ぶことと同時に、

現地で英語・中国語・アジア諸語を学ぶことができるこの海外研修を挙げる者も多い。 

�点�・評�（長�と問題点）� 
本学の学科試験による入学者選抜試験では、主に国語・英語・社会科・数学のなかから２な

いし３科目を受験するが、数学を選ぶ者はほとんどなく、国英社の３科目に絞られる。本学部

の理念とカリキュラムからみれば妥当である。特に、アジア学科では一般入試 S 日程では、英

語を外して、国語と社会の２科目を選ぶことも可能となっているが、外国語（中国語）でのコ

ミュニケーションの基礎となる「日本語で考える力」を測る国語科目と現代社会を取り巻く諸

事情、文化歴史、地誌などを測る社会科目の２科目による受験もまた、中国語を専攻しようと

考えているアジア学科の学生選抜には適している。また、英語コミュニケーション学科ではす

べての入試で英語を義務づけている。いずれも両学科の学生受け入れ方針とカリキュラムに照

らして、妥当であると言える。 

また、面接等を含む入試でも、オープンキャンパス、高校訪問などを通して、本学部・学科

の教育理念とカリキュラムの特徴はよく説明されている。 

海外研修については、参加学生による報告集やレポートなどから、評判がすこぶる高いとい

う結果が出ている。「フィールドワーク」→「現地演習」→海外長期留学（交換留学）へと学習

の場をひろげていく学生も毎年存在する。 

�改善方�（��の改善・改�に�けた方�）� 
本学部の入学者受け入れ方針と入学者選抜方法はカリキュラムとの関係において適切である

と考える。もとよりカリキュラムの一層の改善と充実（学生への負担軽減なども含める）、理念

やカリキュラムの特徴を一層丁寧に高校教員・受験生・保護者に説明する努力は必要である。 

一方で、英語コミュニケーション学科においては英語の筆記試験以外による入学者選抜方法、

例えば「小論文」、「AO 入試」、「指定校推薦入試」などにおいては、さらなる工夫・改善の余地

があるように思う。この点については、引き続き学科、入試出題委員、そして学部および全学

のレベルで協議していく必要があろう。 

 
（入学者選抜の�組み） 
必��入学者選抜試験実�体�の適切� 
�現�説明� 
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一般入試 A・S・B、公募制推薦入試 A・B の各日程に関しては全学一律なのでここでは述べな

い。公募制推薦入試、一般入試の合否判定についても全学一律に行われているのでここでは述

べない。 

一般入試 A・S・B、公募制推薦入試 A・B の「国語」および「英語」の入試問題作成について

現状を説明する。「国語」および「英語」の筆記による入試問題は全学で共通である。英語入試

問題作成にあたっては、専任教員数名で通例英語出題委員が構成され、学長から委嘱されて入

試出題の業務に就く。「英語」の出題委員には日本人教員以外にかならず英語のネイティブスピ

ーカーが入る。前年度の入試出題委員が翌年半数残り、前年度の入試出題の反省を踏まえなが

ら、試験問題の作成にあたる。英語出題委員の間で４月に出題委員会を持ち、各種入試におけ

る入試難易度の調整、問題作成の方針、問題作成の割り振りなどについて委員の間で共通の見

解を持って、大学として適切な入学試験が実施できるよう努めている。「国語」も同じく学長に

委嘱された専任教員数名で出題委員会が構成され、作問にあたっている。 

一般入試 A・S・B、公募制推薦入試 A・B 以外の入試に関しても、委嘱を受けて、学科専任教

員から論文や面接を担当する各種出題委員が選出される。また、専任教員は公平に、試験場の

監督（本学、地方）、試験問題の袋詰め作業、（センター試験の会場に本学があたっている関係

もあり）センター試験実施に係る業務、に就いている。いずれの業務も、事務組織である全学

の入学試験課の案に沿って入試部長の指揮のもとで適切に動いている。 

�点�・��（長�と問題点）� 
全教職員が一丸となって公正かつ適切な入学者選抜実施体制を敷いている。本学部専任教員

も含めて出題委員の名前を部外秘とし、出題委員会の開催についても一切委員以外には秘密と

し、問題漏洩に細心の注意を払っている。また、問題の推敲・校正を出題委員間でくり返し行

い、不適切な設問や出題ミスがないよう最大限努めている。これまで実施された入学試験にお

いて国語・英語の問題で社会問題となるような事件が起きたことはない。配点についても、出

題委員が過去の英語の平均点を考慮に入れて、協議のうえで受験生のレベルに応じた配点を決

め、試験問題の適切性を強化している。 

�改善方�（��の改善・改�に向けた方�）� 
問題作成が毎年出題委員の負担となっている。ことに近年は教員が従事する学内業務も増大

してきており、この負担増が入試問題におけるミスの誘発、教員の不満につながることが危惧

される。過去に出題された問題の再利用や他大学の過去問題の再利用・共有の動きが全国の大

学で出始めている。センター試験においても 2010 年度入試から過去問題の再利用が解禁となる。

全学レベルで慎重に協議したうえで今後の改善に向けて前進していきたい。 

 
���入学者選抜基準の�明性  
�現状説明� 

本学部・学科の入試日程、入学定員、募集人員、入試種別募集人員、入試種別出願資格・選

考方法は『2009 入試ガイド』のなかに明示されている。AO 入試については、別途『AO 入試ガ

イド 2009』のなかで本学部・学科の入試日程、エントリー方法、選考基準・方法について明示

している。これらの入試ガイドは、全国の高等学校の進路指導部にも送付している。大学のホ

ームページ上にも各種入試について日程も含め詳細な情報を掲載している。申し出のあった希

望者には、入試ガイドを無料で配布している。合わせて、前年度入試における学部学科別志願

者・受験者・合格者数・競争率、過去３ヵ年の志願者数・競争率の推移、都道府県別の志願者・
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合格者数などを網羅した入試結果データも『2009 入試ガイド』に添付している。このように、

全国の受験生が公平に受験し、適正に合否判定されるようにしている。合否判定については、

「入学者選抜合否判定委員会」が受験者の合否判定の原案を作成し、その原案を本学部教授会

で審議して、合否の判定を決定、合格発表を行っている。 

その他、受験生からの問い合わせ等に関しては、全学共通の対応をしているので、（１）大学

の学生の受け入れの当該項目の［現状説明］を参照されたい。 

［点検・��（長�と問題点）］ 
本学部受験に係る入試における合否判定は、入学者選抜合否判定委員会および本学部教授会

において明確な選抜基準のもとに決定され、その透明性については問題ない。 
［改善��（��の改善・改�に�けた��）］ 

本学部も含め全学を通して、入学者選抜については、明確な入学者選抜基準が設けられてお

り、今現在特に改善の必要はないと考える。今後の推移を見て時流に鑑みながら必要に応じて

より改善すべきところは改善に努めていきたい。 
 
必��入学者選抜とその結果の公正性・妥当性を確�する����の�入状� 
［現状説明］ 

公募制推薦入試、一般入試などいわゆる大型入試については、学長、副学長、各学部長、法

人事務局長、入試部長、入試部次長、入学試験課長、その他学長が必要と認めた者、からなる

「入学者選抜合否判定委員会」が受験者の合否判定の原案を作成する。その原案を本学部教授

会で審議して、本学部受験者の合否の判定を決定している。 

［点検・��（長�と問題点）］ 
本学部受験に係る入試における入学者選抜結果は、入学者選抜合否判定委員会および本学部

教授会において明確な選抜基準のもとに決定され、その公正性および妥当性については問題な

い。 

合わせて、前年度入試における学部学科別志願者・受験者・合格者数・競争率、過去３ヵ年

の志願者数・競争率の推移、都道府県別の志願者・合格者数、合格者得点分布などを網羅した

入試結果データをまとめた『2009 入試ガイド』を毎年、各高等学校ならびに高校生に配布して

おり、入学者選抜とその結果の公正性、妥当性を広く開示している。 

［改善��（��の改善・改�に�けた��）］ 
本学部も含め全学を通して、入学者の選抜については、明確な入学者選抜基準が設けられて

おり、今現在特に改善の必要性はないと考える。 

 
（入学者選抜�法の検証） 
必��各年の入試問題を検証する��みの�入状� 
［現状説明］ 

「国語」および「英語」の筆記試験問題については、学長の委嘱を受けた入試出題委員が、

試験終了後に各年度の入試問題の検証を行っている。それに基づいて、次年度の入試出題委員

間で問題作成にあたる。難易度、問題形式、出題範囲の調整を行い、出題委員全員が統一した

見解を持って、受験生の英語学力を測る公正かつ適切な入学試験問題の作成に努力している。 

全入学試験日程が終了した後に『入学試験問題集』が全教員に配布され、入学試験問題を全

学教員が見ることができる体制になっている。 
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�点検・評�（��と問題点）� 
「英語」においては入試出題委員が隔年で入れ替わるというシステムを採用している。それ

により、前年度の出題問題の反省を踏まえながら、新しい視点から入試出題が検証できる。時

流に沿った、公正かつ適切な入学試験問題を作成することができると考える。 

�改善方�（��の改善・改革に�けた方�）� 
学部としては、別段の改善・改革の必要性はないと考える。引き続き、現在のシステムの適

切な運用・点検に努めていく。 

 
（AO 入試（����シ�ン�・オ��ス入試）） 
���AO 入試（����シ�ン�・オ��ス入試）を実施している��における、その

実施の適切性  
�現�説明� 

本学部の AO 入試は、自己推薦方式と指定分野方式で行われる。 

自己推薦方式は、A 文化・芸術、B 資格・技術、C スポーツ、D 社会活動、E 国際交流、F 活動

レポート、H 文化活動に関する活動基準を設定して、志望動機と活動実績によって選考される

エントリー（第一次選考、併願可）、活動実績書と活動レポート、高校の調査書および面接よっ

て選考される第二次選考を経て、入学者が決定される。 

指定分野方式は、本学で指定するスポーツ分野で優れた実績を持つ者と、それ以外のスポー

ツで全国レベルの実績を持つ者を対象にしている。選考方法は自己推薦方式と同様であるが、

クラブ顧問など各スポーツの専門家による選考を試験に先行して行う。 

�点検・評�（��と問題点）� 
自己推薦入試は、志願者の大部分が夏のオープンキャンパスに参加して本学部の各学科につ

いてかなりの理解をしたうえで出願するので、おおむね問題はない。 

指定分野方式でも同様であり、さらに本学のスポーツ関係のクラブ活動にも資するところは

大きいと思われる。 

いずれも、学部・学科の受け入れ方針を理解し、賛同している受験生が大部分であり＜やる

気＞のある学生を選抜できている。 

�改善方�（��の改善・改革に�けた方�）� 
志願者の大部分がオープンキャンパスで、本学・本学部への理解を深めたうえで出願してい

ることから、特に今後一層のオープンキャンパスなど高校生に直接説明できる機会の充実が喫

緊の課題である。 

 
（入学者選抜における高・大の��） 
���推薦入学における、高等学校との関係の適切性  
�現�説明� 

教員・職員による高校訪問、教員による高校へのいわゆる出張授業の実施、年内入学決定者

に対して実施される入学前教育（１月開催、プリエントランスの集い）などを通して、高等学

校と本学部の関係は適切である。 

�点検・評�（��と問題点）� 
高校によっては、評定平均値を大きく上回る生徒を推薦するところもあれば、評定平均値を

下回る生徒を推薦してくるところもあり、入学者の学力にかなりばらつきが出ている。また前
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述の通り、面接など何らかの選考を求めるところもある。 

入学前教育は、強制はできないが、おおむね高校から好意的に受け取られている。入学前教

育を受けた入学者からのヒアリングにおいても良好な反応を得ている。 

年度によって、特にアジア学科では推薦入学（指定校推薦入試）志願者数がかなり不安定で

あることが目下の問題点ではある。 

�改�方�（��の改�・改�に向けた方�）� 
高校の学力レベルに応じて、評定平均値など細やかな対応を行う。 

入学前教育では、現在実施している日本語教育に加えて、入学後に卒業要件単位として認定

できる入学前授業が 2009 年度から実施されている。 

アジア・英語コミュニケーションの両学科で指定校をできるだけ重複するようにして、高校

訪問や出張授業の効率化を行うことで、より細やかな学部・学科紹介を高等学校に対して行う

とともに高等学校との連携のパイプを太いものにする。 

特にアジア学科では、教育研究の分野領域が広範に及ぶので、高等学校ならびに高校生によ

り解りやすい説明資料、パンフレットなどを作成する。 

さらに、指定校のみならず、より有機的な高・大連携を実現するため高校での正規授業を含

めて提携する提携校の締結を進めつつある。 

 
（定員��） 
必��学生収容定員と在籍学生数、（編）入学定員と（編）入学者数の比率の適切� （大

学基礎データ 表 14） 
�現�説明� 

各学科の学生定員・在籍者数とその変遷は『大学基礎データ（表 14）』の通りである。 

�点�・評�（��と問題点）� 
アジア学科では、改組に先立つ 2006 年に 120 名から 100 名に、英語コミュニケーション学科

では改組の行われた 2007 年に 110 名から 130 名に定員を変更した。そのため、学年によって在

籍者数にばらつきはあるが、アジア学科 1.31 でやや高く、英語コミュニケーション学科 1.23

でやや低いという定員超過率は、学部全体では 1.24 であり適正な範囲と言える。 

�改�方�（��の改�・改�に向けた方�）� 
年度による差はあるものの、在籍学生数が増えた場合にはそれに応じて、授業のコマ増、ク

ラス増などを行って対応している。各学科科目については複数の学年に向けて開講しているた

め受講者数が散らばり、クラス当たりの受講者数はおおむね妥当であり、在籍学生数の比率と

しては適切であると言える。一方で、４年次留年学生数が近年増加しつつある傾向にある。英

語コミュニケーション学科に関しては、学部改組によって収容定員が増えた上、複数のクラス

を開講している学科必修科目に再履修者が入ってくるため、各クラスの受講者数が増え、英語

の語学クラスという観点から見るならば、その特質上余り好ましくない事態になっている。再

履修者専用のクラスを別途開講するにしても教員の負担になるのでそのバランスをどうするか

ということが今後の課題であろう。 

 
必��著しい欠員ないし定員超過が恒常的に生じている学部における対応�とその有効�  
�現�説明� 

本学部では、著しい欠員ないし定員超過は、恒常化していない。 
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［�検・��（長�と問題�）� 
現状においては、問題ないが、今後前述のような事態になることもあり得ないとは言えない。 

［改善方策（��の改善・改�に向けた方策）� 
すでに学生募集、入学者選抜に関する各項目で述べたような改善方策を真摯に実施して、著

しい欠員ないし定員超過にならないように努める。 

 
（�入学者、退学者） 
���退学者の状況と退学理由の把握状況（大学基礎データ 表 17） 
［現状��� 

現状の数値に関しては、『大学基礎データ（表 17）』の通りである。退学者の退学理由は、「一

身上の都合」が多く、そのほかに「進路変更」などが目を引く。退学の申請者に関しては、担

当ゼミ等の教員が電話等でかならず退学の意志と理由を個別に確認し、学科長に報告、さらに

教授会で確認・許可をしている。 

［�検・��（長�と問題�）� 
ここ３年の数値で見ると、本学部では減少傾向が見られる。本学部では、ゼミや専修英語・

専修中国語のクラスを担当する教員が、実質的な担任制を担っているが、個別の学生の動向を

すべて把握することは困難である。 

1990 年代後半から 2000 年前後には、書類には載らないが家庭の経済的理由で退学する者が

目立った。2008 年以降の不況が、今後退学者の増加を促すことは十分予想される。 

［改善方策（��の改善・改�に向けた方策）� 
実質的な担任制を生かして各教員ができるだけ学生の動向を知り、欠席の目立つ学生にはメ

ールや電話でケアする。また学生相談室をうまく利用するよう、学生を指導する。 

学生自身の強い決意で進路を変更する者に関しては、これは快く励ましてやるほかはない。 

経済的理由で退学する者の増加が今後懸念されるが、これも担任教員や学生相談室への相談

を促し、また大学当局に対して経済的な援助の増加を可能な限り要求する。 

入学者選別においては、面接のできる入試種別で可能なことがないか検討する。 
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（３）大学院における学生の受け入れ 
���目標� 

強い探求心を持ち、広く社会で活躍するために、高度な専門知識を求め、自己研鑽に努めよ

うとする学生の受け入れを目指す。 

大学院で学ぶに値する能力を有した優秀な学生を受け入れ、入学定員を確保することを目標

とする。 
 
（学生募集方法、入学者選抜方法） 
���大学院研究科の学生募集の方法、入学者選抜方法の適�性 （大学基礎�ー� 表

18-3・表 18-4） 

�現��明� 

強い探求心を持ち、希望に燃えて自己研鑽に努めようとする人々に対して広く門戸を開放し

生涯学習にも取り組めるよう配慮して学生募集を行うべく、複数の入試制度を設けている。入

試制度としては、①大学院第１期入試（社会学専攻・英文学専攻除く）、②大学院第２期入試、

③大学院社会人入試（心理学専攻除く）、④大学院外国人留学生入試（社会学専攻・中国文化専

攻のみ）、⑤学内推薦入試（経済学専攻・経営学専攻・英文学専攻のみ）、⑥学内修士推薦入試

（経済学専攻・経営学専攻のみ）、⑦博士後期課程入試（経済学専攻・経営学専攻のみ）がある。

いずれも、出願時に大学院における研究計画書（研究テーマと研究計画の概要をまとめたもの）

を提出、それをもとに口頭試問（面接）を実施し、それぞれの研究科専攻において大学院で学

ぶに値する基礎的な知識があるか、論理的な思考ができるか、研究計画が明確であるか、研究

計画を実現する可能性があるか、研究計画が本学の専攻の研究分野に適合しているか、研究や

実践を行ううえでの社会性・意欲等に問題がないかなどの確認を行う。個々の選抜方法の位置

づけ等は、以下の通りである。 

①②大学院第１期入試、大学院第２期入試 

  学科試験（または論文）と口頭試問（または面接）により選考を行う一般的な選抜。 

③ 大学院社会人入試 

  ３年以上の職業経験あるいは３年以上の社会的経験を有する者を対象とする。 

④ 大学院外国人留学生入試 

本大学院における授業を受けるに足る日本語の能力を有している外国人留学生を対象と

する。 

⑤ 学内推薦入試 

本学学部出身の成績優秀者対象の推薦入試制度。 

⑥ 学内修士推薦入試 

本学大学院を修了後、他専攻の博士前期課程での研究を希望する者を対象とする。 

⑦ 博士後期課程入試 

出願前に、博士後期課程において研究指導を希望する教員と連絡をとり、入学後の研究

計画等について事前に相談することを条件とする。 

���・��（��と問題�）� 
それぞれの研究科専攻において大学院で学ぶに値する基礎的な知識があるか、論理的な思考

ができるか、研究計画が明確であるか、研究計画を実現する可能性があるか、研究計画が本学

の専攻の研究分野に適合しているか、研究や実践を行ううえでの社会性・意欲等に問題がない
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かなどの確認を行っている。 

大学院は、ひとつの研究科専攻においても研究分野は多岐に渡っているため、学生が希望す

る特定分野の研究指導教員が在籍しているか否かを出願前に確認させることが重要となる。こ

れについても、募集要項に、「授業科目および担当教員」として、募集年度の前年度の授業科目・

単位・担当教員を記載している（入学年度にその科目の開講等を保証するわけではないことも

明記している）。また、心理学専攻・社会学専攻を除き、大学院での研究指導希望教員名を研究

計画書に記載する形をとっている。 

このように、出願時の確認および入学者選抜時の確認を慎重に行うことにより、適切な入学

者選抜が行えていると言える。 

しかし、研究科・専攻により、入学定員に対する入学者の割合が大きく異なる。定員を満た

さない専攻があるのは検討すべき課題である。 

���方策（�来の��・��に�けた方策）� 
定員を満たさない専攻については、それぞれの研究科専攻においてどのような研究ができる

のかをより具体的に広報するなど、定員確保に努めたい。しかし、定員確保を重視する余り大

学院で学ぶに値する基礎的な知識があるか等の確認を怠ることがあってはならない。従来の入

学者選抜方法を維持しながら、志願者が増える方策を検討する必要がある。現在、学内推薦入

試制度を設けていない専攻については、学内推薦入試制度などの導入を検討していくことも必

要かと思われる。 

全学的な取り組みではないが、それぞれの研究科ごと、専攻ごとで、現役の学生、留学生、

社会人を対象に、オリエンテーションや入試説明会を開催し、本大学院への出願を促す。 

また、学部演習担当者が、ゼミを担当する学部学生に対し、大学院進学に興味を持たせるよ

うな説明を行っていく。 

 
（学内推薦制度） 
必��成績優秀者等に対する学内推薦制度を��している大学院研究科における、そう

した��の適切� 
�現�説明� 

入試制度としては、経済学研究科経済学専攻（博士前期課程）、経営学研究科経営学専攻（博

士前期課程）、文学研究科英文学専攻（修士課程）において学内推薦入試を、経済学研究科経済

学専攻（博士前期課程）、経営学研究科経営学専攻（博士前期課程）において学内修士推薦入試

を設けている。いずれも専願であり、合格した場合、入学辞退はできない。 

経済学研究科経済学専攻の学内推薦入試は、本学の経済学部または経営学部を前々年度の３

月以降に卒業した者（見込みの者）を対象とし、成績優秀者で大学院指導教員の内諾を得て、

学部演習指導教員の推薦があることを出願資格とする。学内修士推薦は、本学大学院の経営学

専攻を前々年度の３月以降に修了した者（見込みの者）を対象とし、学業成績優秀者で経済学

専攻の修士論文指導教員の内諾を得て、経営学専攻の修士論文指導教員の推薦があることを出

願資格とする。 

経営学研究科経営学専攻の学内推薦入試は、本学を卒業した者（見込みの者）を対象とし、

成績優秀者で大学院指導教員の内諾を得て、学部演習指導教員の推薦があることを出願資格と

する。学内修士推薦は、本学大学院の他専攻を修了した者（見込みの者）を対象とし、成績優

秀者で経営学専攻の修士論文指導教員の内諾を得て、他専攻の修士論文指導教員の推薦がある
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ことを出願資格とする。 

文学研究科英文学専攻の学内推薦入試は、本学を卒業した者（見込みの者）を対象とし、成

績優秀者で大学院指導教員の内諾を得て、学部演習指導教員の推薦があることを出願資格とす

る。 

［��・��（��と問題�）］ 
専攻により状況は異なるが、学生を確保するうえで有効な制度である。演習指導教員の推薦

および大学院指導教員の内諾を得るため、研究科専攻において大学院で学ぶに値する基礎的な

知識があるか、論理的な思考ができるか、研究計画が明確であるか、研究計画を実現する可能

性があるか、研究計画が本学の専攻の研究分野に適合しているか、研究や実践を行ううえでの

社会性・意欲等に問題がないかなどの確認を出願前に行うことができる。 

このように、出願前の面談および入学者選抜時の確認を慎重に行うことにより、適切な入学

者選抜が行えていると言える。 

しかし、成績優秀者の定義が明確でないこと、特定の大学院指導教員に集中すること、専攻

によっては、志願者が少ないこと、専願であるにもかかわらず他大学の大学院に進路変更する

者が発生することがあるなど課題は多い。 

［��方�（��の��・��に�けた方�）］ 
大学院学内推薦入試制度について、大学案内や学科ガイドなどで、学部学生受け入れ時に、

高校生・社会人・編入学希望者などを対象に、その制度を現在以上に広報する。大学学部入試

の段階で、大学院進学を視野にいれた学生確保を目指す。 

また、学部演習指導教員の教員メイルボックスへ案内を配付することにより、学内推薦入試

制度の仕組みについて学内の教員に周知徹底し、学部学生に対する広報を促す。 

 
（門戸開放） 
���他大学・大学院の学生に対する�門戸開放�の状況 
［現状説明］ 

学生募集方法、入学者選抜方法の項目でも述べた通り、本学大学院では強い探求心を持ち、

希望に燃えて自己研鑽に努めようとする人々に対して広く門戸を開放し生涯学習にも取り組め

るよう配慮して学生募集を行うべく、複数の入試制度を設けている。 

他大学・大学院から志願状況（％）は下表の通りである。 
外部志願者の割合      

（本学出身者以外の志願者数／総志願者数）    

  経済学専攻 経営学専攻 心理学専攻 社会学専攻 中国文化専攻 英文学専攻 

2005 年度 1/6（16.7％） 0/18（0.0％） 24/61（39.3％） 1/1（100.0％） 1/4（25.0％） 0/1（0.0％） 

2006 年度 2/11（18.2％） 4/27（14.8％） 57/101（56.4％） 2/2（100.0％） 2/3（66.7％） 0/3（0.0％） 

2007 年度 1/2（50.0％） 9/27（33.3％） 49/94（52.1％） 2/3（66.7％） 1/2（50.0％） 志願者なし 

2008 年度 2/2（100.0％） 8/17（47.1％） 48/84（57.1％） 3/3（100.0％） 2/5（40.0％） 志願者なし 

2009 年度 2/4（50.0％） 7/13（53.8％） 36/73（49.3％） 2/2（100.0％） 0/3（0.0％） 志願者なし 

［��・��（��と問題�）］ 
［現状説明］の項で示した外部志願者の志願状況は上表の（％）の通り、入試年度や専攻に

より、他大学・大学院の学生の割合は大きく異なる。 
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『大学基礎データ（表 18-３）（表 18-４）』にもあるように、総志願者数が少ない専攻もある。

このため、例えば 2008年度の経済学専攻の割合は 100％であるが人数としては２名、2005年度、

2006 年度、2008 年度、2009 年度の社会学専攻の割合は 100％であるが人数としては、それぞれ

１名、２名、３名、２名であり、多くはない。 

門戸は開放しているものの、心理学専攻を除き、出願が少ないという現状がある。 

���方�（��の��・��に�けた方�）� 
他大学・大学院出身者の出願を促すため、オープンキャンパスや業者主催の大学院入試相談

会等で、大学院進学を希望される方に対して、積極的に相談に応じ、本学の大学院の各研究科

専攻をアピールする。 

 
（��び入学�） 
�����び入学�を実施している大学院研究科における、そうした制度の��の��� 
�現状��� 

この制度は実施していないので該当しない。 

 
（社会人の受け入れ） 
���大学院研究科における社会人学生の受け入れ状況 
�現状��� 

現役学生だけでなく、広く社会人に対しても門戸を開放し生涯学習にも取り組めるよう配慮

して学生募集を行っている。入試制度としての大学院社会人入試（心理学専攻除く）は、３年

以上の職業経験あるいは３年以上の社会的経験を有する者を対象としている。 

社会人入試については、経済学専攻および経営学専攻は、出願時に提出する論文と口頭試問

により選考を行う。社会学専攻・中国文化専攻・英文学専攻は、筆記試験（論文）と面接によ

り選考を行う。心理学専攻は社会人入試という制度は設けていないが、大学院第１期入試や大

学院第２期入試において社会人の出願がある。出願状況は次頁の表の通りである。 
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志願者の大学卒業年度            

（2005 年度） 現役 前年３月卒 
前々年 

３月以前卒 
その他 

（外国卒等） 
計 社会人（内数） 

専攻 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 計 男 女 計 

経済学 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 6 0 0 0 

経営学 7 6 2 3 0 0 0 0 9 9 18 0 0 0 

心理学 18 19 5 6 6 7 0 0 29 32 61 0 2 2 

社会学 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 

中国文化 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 

英文学 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

（2006 年度） 現役 前年３月卒 
前々年 

３月以前卒 
その他 

（外国卒等） 
計 社会人（内数） 

専攻 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 計 男 女 計 

経済学 8 1 0 0 1 1 0 0 9 2 11 1 0 1 

経営学 11 11 1 0 1 0 3 0 16 11 27 0 0 0 

心理学 29 28 16 4 10 12 0 2 55 46 101 3 3 6 

社会学 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 

中国文化 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 

英文学 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 

（2007 年度） 現役 前年３月卒 
前々年 

３月以前卒 
その他 

（外国卒等） 
計 社会人（内数） 

専攻 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 計 男 女 計 

経済学 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 

経営学 10 12 1 2 0 2 0 0 11 16 27 0 1 1 

心理学 24 29 9 5 17 8 0 2 50 44 94 5 4 9 

社会学 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 

中国文化 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 

英文学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

（2008 年度） 現役 前年３月卒 
前々年 

３月以前卒 
その他 

（外国卒等） 
計 社会人（内数） 

専攻 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 計 男 女 計 

経済学 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 

経営学 10 3 0 1 1 0 2 0 13 4 17 0 0 0 

心理学 18 26 11 15 5 8 0 1 34 50 84 0 0 0 

社会学 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 

中国文化 1 2 0 0 1 1 0 0 2 3 5 0 0 0 

英文学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

（2009 年度） 現役 前年３月卒 
前々年 

３月以前卒 
その他 

（外国卒等） 
計 社会人（内数） 

専攻 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 計 男 女 計 

経済学 3 0 0 0 0 1 0 0 3 1 4 0 0 0 

経営学 4 2 2 1 0 0 3 1 9 4 13 0 0 0 

心理学 16 21 8 9 5 12 2 0 31 42 73 4 4 8 

社会学 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 

中国文化 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 

英文学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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�点検・��（長所と問題点）� 
出願段階に、志願票に自己申告で社会人か否かを問うているが、その状況が、前頁の社会人

（内訳）の人数である。社会人の定義は、調査を行う団体・機関によって異なり、有職者か否

かで判断するケース、卒業後数年経過した者を社会人とするケースなどがある。有職者を社会

人と定義づけると、前頁の表の右枠内の社会人（内数）が社会人の人数である。既卒者を社会

人と定義づけると、前頁の表の現役以外が社会人の人数となる。心理学専攻の臨床心理学コー

スは臨床心理士受験資格第１種指定校であることから、社会人の志願者がある。しかし、多専

攻においては、入学試験課事務室への問い合わせはあるものの、実際の出願には至っていない

状況である。 

また、本学で実施している入試種別としての、「大学院社会人入試」の志願者は、ほとんどな

いという現状である。 

���方�（将来の��・��に向けた方�）� 
本学学部出身者への広報としては、校友会（同窓会）にも協力を仰いでいく。具体的には、

ホームカミングデー開催日には、入学試験課の職員が出勤し、大学院社会人入試の願書を用意

して、興味がある方への案内を行う。 

また、オープンキャンパスにこられた保護者が、子息の進学先としての情報だけでなく、ご

自身のリタイア後の学習の選択肢として、本学大学院の情報を求められることがあるため、オ

ープンキャンパス開催時にも、積極的に広報を行う。 

大学院社会人入試で入学した学生に対する学費減免制度の導入については、検討を開始した

ところである。 

 
（外国人留学生の受け入れ） 
�意�大学院研究�における外国人留学生の受け入れ状況 
�現状��� 

大学院外国人留学生入試は、社会学専攻・中国文化専攻でのみ実施している。しかし、経済

学専攻・経営学専攻については、学内推薦入試、大学院第１期入試、大学院第２期入試におい

て外国人留学生の出願があり、多くの外国人留学生を受け入れている。特に、本学出身者が学

内推薦入試で入学するケースが多い。日本の経営を学びたいということで、経営学専攻を希望

する留学生が多く見受けられるようである。外国人留学生入試制度がある社会学専攻・中国文

化専攻の志願者はほとんどない。 

�点検・��（長所と問題点）� 
経済学専攻・経営学専攻については、日本人の学生より外国人留学生の数のほうが多い。優

秀な留学生に研究の機会を与えているという面では長所と言えるが、日本人の数が少ないとい

うことは、問題点でもある。 

���方�（将来の��・��に向けた方�）� 
優秀な留学生を受け入れていることについては、将来的にも継続する方向で進めたい。 

 
（定員�理） 
���大学院研究�における��定員に対する��学生数の��および学生�保のための

��の��� （大学��データ 表 18・表 18-2） 
����しい�員ないし定員�過が��的に生�ている大学院研究�における対��とそ
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の���  
������ 

上記の２項目については各研究科の項目を参照されたい。 
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（４）研究科�における学生の受け入れ 
a．経済学研究科 
���目標� 

高度な経済分析能力を有し、高度な専門知識と総合的判断能力を有する創造性豊かな人材の

養成を図ることが経済学研究科の教育目標である。入学者選抜はこのための教育を受ける能力

と意欲を持った人物を入学させることが目的である。 

 
（学生��方法、入学者選抜方法） 
���大学院研究科の学生��の方法、入学者選抜方法の��性（大学����� 表

18-3・表 18-4） 
������ 
１．経済学研究科博士前期課程（定員 15 名）においては、以下の試験種別が実施されている。 

・一般入試第１期入試 

選考は筆記試験（英語・経済原論）および口頭試問による。 

・一般入試第２期入試 

選考は、学科試験方式選考方法については、筆記試験（英語・経済原論）および口頭試問

による。 

論文方式選考方法については、事前提出の論文および口頭試問による。 

・社会人入試 

選考は事前提出の論文および口頭試問による。 

・学内推薦入試 

選考は口頭試問と在学中の学業成績による学力評価による。 

・学内修士推薦入試 

選考は口頭試問と本学大学院の学業成績による学力評価による。 

 
２．博士後期課程（定員３名）においては、以下の試験種別が実施されている。 

・博士後期課程入試 

選考は修士論文を中心とした口頭試問および筆記試験（英語）による。 

 

これらの各入試種別の定員と、志願者、合格者、および入学者の数を次頁の表にまとめてお

く。 
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  2004* 2005* 2006 2007 2008 

博

士

前

期

課

程 

一般入試 

志願者 3 2 5 1 2 

合格者 1 0 4 0 2 

入学者 1 0 4 0 1 

入学定員 一般、社会人、学内推薦の合計 15 名 

社会人入試 

志願者 1 0 0 0 0 

合格者 1 0 0 0 0 

入学者 1 0 0 0 0 

入学定員 一般、社会人、学内推薦の合計 15 名  

学内推薦 

志願者 11 4 6 1 0 

合格者 11 4 6 1 0 

入学者 10 4 6 1 0 

入学定員 一般、社会人、学内推薦の合計 15 名 

博

士

後

期

課

程 

一般入試 

志願者 0 1 3 0 1 

合格者 0 1 3 0 0 

入学者 0 1 2 0 0 

入学定員 3 3 3 3 3 

*注 2004 年度、2005 年度は経済学研究科経済学専攻の人数 

������（��と���）� 
前期課程の入試種別は充実しているが、志願者が減少傾向にあり、2008 年度においては、前

期課程定員 15 名に対して入学したのは１人だけである。特に 2004 年度に 10 名を入学させた学

内推薦においても志願者がゼロになっている。志願者層をひろげる目的で設置された社会人入

試はその機能を果たしていない。 

後期課程についても、2007、2008 年度と続いて入学者はいない。 

志願者の減少の原因は、経済学研究科を修了することに対する税理士試験の科目免除のメリ

ットが少なくなったことが主な原因であるが、これにかわる教育上のメリットの広報が十分で

なかったことも挙げられる。 

�����（��の�����に向けた��）� 
優秀な学部学生に対して大学院に進学して専門性を高めた勉強を続けることを勧め、大学院

進学者を増やす必要がある。そのために、大学院の授業を先行して受講させる制度を作るなど、

学部との連携を図る必要がある。また、大学院修了後の就職先を確保して、安心して大学院に

進学できるようする必要もある。 

 
（学内推薦制度） 
必����優秀者�に対する学内推薦制度を��している大学院研究科における、そう

した�置の��性 
������ 
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経済学研究科においては、卒業見込みの学生から２年前までの卒業生は、成績が優秀で学部

演習指導者の推薦と大学院での指導教員の内諾が得られれば学内推薦入試の受験資格が得られ

る。学内推薦入試での選考は、口頭試問と在学中の学業成績による学力評価で行われ、筆記試

験を受ける必要はない。 

また、本学の経営学専攻の修了見込の学生から２年前までの修了生は、修士論文指導教員の

推薦と経済学専攻の修士論文指導教員の内諾が得られれば、学内修士推薦入試の受験資格が得

られる。学内修士推薦入試での選考は、口頭試問と本学大学院在学中の学業成績による学力評

価で行われ、筆記試験を受ける必要はない。 

�点検・評価（��と問題点）� 
学内優秀者であることが入学資格に謳われているが、具体的な成績基準は提示されていない。

そのため、推薦は指導教員の判断によってはいかなる成績の者でも受験資格を得ることが可能

になる。このため、どの指導教授を選ぶかによって、入学に関して有利、不利が生じる可能性

があることが問題である。 

�����（��の��・��に�けた��）� 
大学院でのカリキュラムにそった勉学を行える学生に対して有利・不利の生じにくい受験資

格を与えるために、単位数、取得得点から求められる具体的数値指標で成績基準を示す必要が

ある。この数値指標に関しては、現在、学部で実施が検討されている GPA 制度を活用すること

が考えられる。 

成績に関する数値規準が示されることによって進学を希望する学生には具体的な目標をもっ

て広く勉強するモチベーションを与えることになるため、到達目標にあげた創造性豊かな人材

の育成につながることになる。 

 
（門戸開放） 
必��他大学・大学院の学生に対する�門戸開放�の�� 
�現���� 

一般入試での志願者の大半は他大学の出身である。試験問題内容も標準的で、過去の問題が

公開されいるため、他大学からの受験生と本学出身者の受験生の間に有利不利の差はない。 

�点検・評価（��と問題点）� 
過去の問題の公表、標準的な出題がなされているため、特に外部からの受験者にとって不利

となるような受験体制にはなっておらず、門戸開放は達成されている。 

�����（��の��・��に�けた��）� 
一般入試に関しては、門戸開放に関する問題点は見当たらない。 

 
（���入学�） 
必�����入学�を実施している大学院研究科における、そうした制度の�用の��性 
�現���� 

この制度は実施していないので該当しない。 
 
（��人の受け入れ） 
必��大学院研究科における��人学生の受け入れ�� 
�現���� 
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大学卒業または試験実施の年度末に卒業見込であるか、それに順ずる資格があり、３年以上

のアルバイト、臨時従業員を含む職業経験（在学中の職業経験は含まない）、あるいは３年以上

の家事従事、ボランティア活動などの経験を含む社会的経験（在学中の社会経験は含まない）

を有する者に大学院社会人入試の出願資格が与えられている。この試験における選考は、事前

提出の経済的あるいは社会的問題からテーマを設定した論文と、口頭試問によって行われる。

この入試による入学生は過去５年を見る限り 2004 年度の１人に留まる。 

�点��評価（長�と問題点）� 
３年間の職業経験あるいは社会的経験を持つ大学の卒業生であれば出願資格を有し、選考に

おいても筆記試験をなくして、社会人に本研究科で教育を受ける機会を広く提供していること

は評価できる。しかし、志願者がほとんど存在していないため、この制度は機能していない。 

�改善方策（��の改善�改�に�けた方策）� 
すでに試験制度に関しては、筆記試験をなくしており、入学する意思を持つ社会人にとって

は入学試験制度が障壁にはなっていないため、改善方策の必要はない。社会人にとって勉強し

やすくするために、自由な在学年数、履修科目数による授業料納付の制度等をおき、これを十

分に広報していくことが社会人学生の入学を増やすために必要なことである。しかし、十分な

数の社会人志望者が見込めない状況で制度だけを複雑にすることは避けなければならない。 

 
（科目等履修生、研究生等） 
�意�大学院研究科における科目等履修生、研究生、聴講生等の受け入れ方��要�の�

��と��� 
�現状��� 

科目等履修生、研究生、聴講生は、経済学研究科において、授業上支障ないと見なされる場

合に限り、選考の上、許可される。科目等履修生と聴講生については、大学院学則第 19 条に定

める大学の卒業生または出願の年度末での卒業見込みの者、ないしそれに準じる者が出願資格

を持つ。研究生については、大学院修士課程を修了し、修士の資格のある者またはこれと同等

以上の学力があると認められる者が対象となる。 

�点��評価（長�と問題点）� 
少数の科目だけを履修したい、あるいは履修して単位を取りたいとする者、あるいは特定の

指導を受けたいとする学生にとって、聴講生、科目等履修生、研究生の制度は整備されている。

しかし、実際にこれを利用して勉学、ないし研究を行う者の数は僅かである。以前、研究生の

授業料が他大学に較べて低額であったため、研究生の資格をもって在留期間を延ばそうとする

留学生の希望者が存在したが、現在は標準的な授業料に改定されているため、主なる目的が在

留期間の延長である志願者は激減した。 

�改善方策（��の改善�改�に�けた方策）� 
現在のところ問題点はなく、改善の方策は必要ない。 

 
（外国人留学生の受け入れ） 
�意�大学院研究科における外国人留学生の受け入れ状況  
�現状��� 

本大学のほかの研究科で行われている外国人留学生入試は経済学研究科では採用していない。

大学院で学ぼうとする学生は、すでに十分な日本語運用能力を身に着けていることが前提であ
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り、留学生として特別に扱う必要がないからである。 

2008 年度において、前期課程在学生に関しては、５人の内、３人が留学生であり、後期課程

在学生に関しては、２名のうち全員が留学生である。 

��検・評価（��と問題�）� 
特に留学生入試を設けていないため、入試制度はシンプルになっていることは評価できる。 

�改善方策（��の改善・改�に向けた方策）� 
特に留学生を区別しない制度のもとで、上記のように多くの留学生が勉学・研究に勤しんで

いる状況から、特に改善の必要は認められない。 

 
（定員��） 
必��大学院研究科における収容定員に対する在籍学生数の比率および学生確保のための

��の�切性  
��状��� 

下表に見られるように 2008 年度の収容定員に対する在籍学生数の比率は、前期課程において

0.17、後期課程においては 0.22 である。しかも、前期課程においては、在籍者５名の内、３人

が留学生であり、後期課程においては、在籍者２人全員が留学生である。 

 
経済学研究科の学生定員および在籍学生数 

��検・評価（��と問題�）� 
高度な到達目標を持つ大学院にとって、その目標達成に必要な意欲と能力を持ち、十分な実

績を持った学生を定常的に定員まで確保することは困難である。例え少数であっても、その在

学学生を高度な経済分析能力、高度な専門知識と総合的判断能力を有する創造性豊かな人材へ

養成することが大切である。 

しかし、毎年減少傾向にあることは、教育目標を達成しようにも学生が存在しないという危

機的な状況に陥る危険をはらむことになる。このため、試験制度を多様化して、幅広い層から

の受験を可能にするようにしている。 

�改善方策（��の改善・改�に向けた方策）� 
優秀な学部学生に大学院への入学のインセンティブを与えることが必要である。このための

制度として、一定の成績を修めた学部学生に対して、大学院の講義・演習に大学院学生と一緒

に受講させる資格を与え、修了者には大学院入学後に単位を認めるようにする制度の検討が必

要である。 

さらに、一般試験で課せられている科目のなかから英語を除外して、受験生の負担を軽減す

ることも志願者を増やすための方策となる。入学後は、一般試験以外で英語の試験を受けずに

入学した学生と一緒に、講義・演習に参加するのであるから、実質的な問題は生じないと考え

入学定員 収容定員 在籍学生数 

修士

課程 

博士

課程 

修士

課程 

A 

博士

課程 

B 

修士課程（博士前期課程） 博士課程（博士後期課程） 

一

般 

社

会

人 

留

学

生 

そ

の

他 

合

計

C 

C/A 
一

般 

社

会

人 

留

学

生 

そ

の

他 

合

計

D 

D/B 

15 3 30 9 2 0 3 0 5 0.17  0 0 2 0 2 0.22  
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られる。 

 
���著しい欠員ないし�員��が恒常的に生じている大学院研究科における対応策とそ

の�効性  
�現状��� 

前期課程の充足率が 2008 年度において 0.17 であり、しかも、減少の傾向にあるということ

は、経済学研究科において、著しい欠員が恒常的に生じていると見なされる。試験制度の拡充

を図っているが、その効果は現れていない。 

������（��と���）� 
試験制度だけでは、改善の効果はないと見なされる。大学院で獲得した高度な経済分析能力

と、高度な専門知識と総合的判断能力を修了後に活かすことができる可能性を示さない限り、

現在の閉塞状況を打開することはできない。 
�改善�策（��の改善�改�に向けた�策）� 

修了後に獲得した能力を活かす道は、教職、研究者のほか、専門的な知識と判断力を要求さ

れる税理士が挙げられる。税理士試験の科目免除のメリットが少なくなったとは言え、免除の

対象となる税法の部門の指導体制を充実させ、この指導体制を十分に広報していくことは税理

士を志望する層に大学院進学のインセンティブを与え、恒常的に入学者を確保するための効果

的な対応策となる。 
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�．経営学研究科 
�到達目標� 

経営学研究科の教育目的の一つは、広い視野と専門分野に関する深い見識を兼ね備えた研究

者・高度職業人の育成である。今一つの目的は、複雑化する社会や企業・組織の現実の課題に

対峙すべく、地域社会に根ざした知の交流の場を作り上げ、社会のニーズに応えられ、かつ国

際社会に通用する､社会有為の人材の育成である。 

以上の目標を背景に、入学者選抜の到達目標は以下３点である。 

（１）経営学研究科の上記教育目的にふさわしい入学志願者を確保する。 

（２）入学志願者の質の高さおよび、理念を反映した構成の多様性（高度専門的実務家、高度

専門的知識人、グローバルな人材、再教育を希望する高齢者層など）の実現を目指す。 

（３）収容定員を確保する。 

 
（学生募集方法、入学者選抜方法） 
���大学院研究科の学生募集の方法、入学者選抜方法の��性（大学���ー� 表 

18-３・表 18-4） 
�現���� 

2006 年 4 月１日に経営学研究科は、博士前期課程、博士後期課程が同時に開設された（それ

以前は経済学研究科経営学専攻において大学院生を受け入れていた）。開設当初より定員は、博

士前期課程が 15 名、博士後期課程が３名であり、現在に至っている。 

この定員に対し学生募集はその教育目標に応じ、多様な対象にわたっている。先ず博士前期

課程については、①大学卒業者（見込み者）、②学校教育法施行規則第 70 条の規定に充当する

者およびこれに該当見込みの者、③本大学院における個別の入学審査により、大学を卒業した

者と同等以上の学力を有すると認められた者、および、④大学卒業者（もしくはそれと同等以

上と認められる者）で３年以上の職業経験もしくは３年以上の社会経験を有する者に対して広

く募集している。また博士後期課程については、①修士の学位を有する者（取得見込み者）、②

①と同等の外国の学位を有する者（取得見込み者）、③学校教育法施行規則第 70 条の規定に充

当する者およびこれに該当見込みの者、④本大学院における個別の入学資格審査により、修士

の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者、以上の如く多岐にわたる対象に対

して募集を行っている。 

入学選抜方式の概要は以下の通りである。 

（１）博士前期課程 

① 学内推薦（９月試験のみ） 

本学経営学部を卒業した者・卒業見込み者で、成績優秀により学部演習指導教員が推薦

し、かつ大学院指導教員の内諾を得ている者が対象である。試験は口頭試問と在学中の学

業成績による学力評価である。 

② 一般入試（第１期９月・第２期２月試験） 

主として大学卒業または見込み者が対象で、試験は第１期が論文、専門科目および口頭

試問から成り、第２期は論文審査（事前提出）および口頭試問である。 

③ 社会人入試（２月試験） 

大学卒業者（もしくはそれと同等以上を認められる者）で、３年以上の職業経験もしく

は社会経験を有する者に対し、論文審査（事前提出）および口頭試問を実施する。 
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（２）博士後期課程 

① 学内修士推薦（９月試験のみ） 

本学大学院を修了した者・修了見込みの者で、成績優秀により修士論文指導教員が推薦

し、かつ経営学専攻の修士論文指導教員の内諾を得ている者が対象である。試験は口頭試

問と本学大学院の学業成績による学力評価から成る。 

② 一般入試（２月試験） 

試験は、希望研究分野に関する論文審査（事前提出）と口頭試問、および英語の筆記試

験から成る。英語は本学で用意した辞書の使用を認めている。 

�点検・評価（��と問題点）� 
入学定員に対する入学者の比率は 2004 年度～2009 年度の平均が、博士前期課程は 111％、博

士後期課程が 61％であり、研究科全体では 102％である。特に博士前期課程については、経済

学研究科経営学専攻の時代に遡っても、定員を充足しており、その後も受験者の増加と定員充

足は維持されたものの 2009 年度は外国人留学生に対する学費減免幅の縮小（実質値上げ）によ

り一転、定員割れとなった。在籍人数についても、現在 26 名で、30 名の定員をやや下回る状

況となった。したがって到達目標の（１）はほぼ達成、（３）は若干未達と評価する。博士前期

課程では前述の３種類の入試制度や選抜方法を設けることによって、多様な学生の受け入れを

積極的に進めたことは評価できる。しかしながら、在籍学生のほとんどが留学生として学部に

入学し、その後、内部推薦で進学した者や、一般入試においても外国の大学卒業者がほとんど

を占めるという状況であり、このことは達成目標の（２）グローバルな人材の受け入れという

観点からは大いに評価されるが、日本人学生の関心が得られていない点は今後の検討課題であ

る。 

�改善方策（��の改善・改�に向けた方策）� 
以上の現状を改善すべく、本研究科が求める学生像を明確にし、それに基づいた募集戦略を

現在立案中である。募集戦略は２つの柱から成る。第一は募集対象多様化の徹底であり、第二

は広報戦略の充実である。第一の柱に関する具体的対応策は以下６点である。 

① 募集対象の現職専門家への拡大：募集対象を学部卒業生や社会人、あるいは外国人のみ

ならず、現在すでに専門職として活躍中の人々（例えば現役経営コンサルタント）にまで

拡大する。これは特に後期課程定員充足対策として有効であり、このような人々に対し、

その専門性の結実としての学位取得の機会を提供する。 

② 再教育の場としての大学院：大学院における高度専門性教育の、再教育への活用による

志願者層の拡大である。これは主としてシニア層を対象とした再教育、生涯学習などを目

的とするものであり、高齢化社会の幅広い社会的需要に応えるものと思われる。 

③ 博士後期課程への社会人入試制度の導入：①や②の達成を円滑に実現させるべく、博士

後期課程にも社会人入試制度を導入することが急務である（詳細については、「社会人の受

け入れ」の項で後述）。 

④ 外国人留学生入試制度の確立：現在の在籍者は前述したように、多くを外国人学生が占

め、そのほとんどが学部入学時の留学生で大学院へは内部推薦によるものである。この傾

向は、一貫教育という点では評価されるが、外国の大学からの卒業生の受け入れという観

点からは、グルーバル化と逆行する。多様な学生の多様な地域からの受け入れという点か

らも、博士前期、後期両課程とも、外国人留学生試験を早急に実現すべきであろう。 

⑤ 「飛び級入学」の早急な実現化：多様性の構成要素の一つはブライトネスである。これ
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は高度専門知識人の不可欠かつ強力な要件である。その受け入れを円滑に実施すべく、３

年終了時に大学院に進学する飛び級制度を導入することにより、「３＋２」年制もしくは「４

＋１」の創出を検討中である。 

⑥ 募集対象の多様化に伴う、出題問題の再検討：2009 年度よりビジネス心理学関連科目と

担当教員が新たに加わり、経営学研究科の専門性が拡大したが、これに伴い、出題問題の

適切性等についても検討を進めているところである。 

募集戦略の第二の柱は広報の充実化である。現在大学院研究科からの情報発信としては HP

における研究者総覧および大学院ガイドの２点のみである。この現状は、研究科担当教員の研

究内容および研究実績の広範な告知として充分とは言えない。これに対処すべく、2008 年３月

に経営学研究科独自のパンフレットを作成しこれを用いた広報を行っている。 

 
（学内推薦制度） 
必�：成績優秀者等に対する学内推薦制度を�用している大学院研究科における、そう 

した��の適切性  
�現状��� 

博士前期課程、博士後期課程とも、おのおのにおける指導教員の推薦に加え、在学中の学業

成績による学力評価を厳正に実施しており、選抜制度の適切性が認められる。 

�点検・評価（��と問題点）� 
現時点で学内推薦制度による入学生に特段の問題は見られないが、今後、成績優秀者をより

積極的獲得するためには、学部・大学院連携が必要であろう。 

���方�（��の��・��に�けた方�）� 
具体的連携方法として、学部 4 年生に大学院の授業を受ける、あるいは研究指導を受けると

いった方式が考えられる。これには制度的な検討が必要であるが、実質的に研究指導を受ける

ことは教官と学生が合意すれば実施可能であり、その結果すぐれた研究論文を作成することが

可能になる。また今の制度でも優れた成績を挙げれば博士前期課程を１年で終了することが可

能である。いずれにしてもまず実績を作ることを優先していきたい。 

 
（門戸開放） 
必�：他大学・大学院の学生に対する「門戸開放」の状� 
�現状����点検・評価（��と問題点）� 

現在のところ、他大学・大学院の学生の受け入れは制度としては行っていない。2006 年度か

ら経営学研究科として募集を始めたばかりであり、この点の不十分さは否めない。 

���方�（��の��・��に�けた方�）� 
学生募集という意味での制度化された門戸開放はなされていないが、他大学からの受験者、

入学者は多い。検討課題であり未着手の状態である。一方、教員によっては他大学院との交流

を実施しており院生が相互の講義と実習に参加するといった交流はある。 

 
（「飛び入学」） 
必�：「飛び入学」を実施している大学院研究科における、そうした制度の�用の適切性 
�現状��� 

この制度は実施していないので該当しない。 



４．学生の受け入れ（経営学研究科） 

379 

 
（社会人の受け入れ） 
必須�大学院研究科における社会人学生の受け入れ状況 
�現状�明� 

前期課程に関しては、2007 年度に１人応募があり合格を出したものの入学せず、2008 年度に

初めて社会人が１人入学した。職業経験を経て家庭に入り主婦業をこなしながら在籍している

30 台後半の学生である。後期課程については、新しい研究科の目標に従い、2009 年度には２人

の優れた社会人を受け入れた。１人はグローバル企業の現役上級副社長である 60 歳代前半の経

営者、もう１人は県庁に勤める 50 代後半の専門家であり、いずれもすぐれた実務家であると共

に教育研究業績を持っている。ただし、前期・後期課程いずれの社会人学生も一般入試を受け

て入学したため、事務手続的には社会人とカウントされていない。 

�点検・評価（長所と��点）� 
熱心な社会人学生の存在は若い学生にとって良い刺激となっている。また、後期課程につい

ては、すぐれた経営者・専門家は現場の研究テーマと知を持ち込むとともに、学部や大学院の

教育に協力をしていただいている。具体的には経営者の所属する企業との産学連携により学

部・大学院レベルの新しい教育プログラムの立ち上げを行った。その成果を確認して正規の科

目にする予定である。ただし、一般入試を受けて入学したため社会人とカウントされていない。 

この現状を惹起した理由は、前期課程・後期課程いずれも入試制度そのものの不備にあると

考えられる。先ず前期課程については、社会人入試制度入試の出願要件として、論文提出があ

る。社会人にとって 120,000 字余りの論文作成は時間的にもかなりの負荷であり、このことが

応募の阻害要因を為していると懸念される。 

また後期課程については社会人入試制度そのものがなく、一般入試のみである。然るにその

一般入試も、語学（英語）試験を課すなど、社会的需要に応える適正な選抜方法とは言いがた

い。なぜなら、後期課程は高度専門性を求める人々が、かれらのもつ多用な専門性を交流させ

る場であり、その多用な専門性の評価こそが必要だからである。そこに英語力の評価が本当に

必須なのか、検討の要がある。 

�改善方�（�来の改善・改革に向けた方�）� 
2008 年度における大学院改革に関する議論の結果、博士後期課程については、すぐれた経営

者・専門家を取り込み、研究テーマと研究資源を導入する方向で努力している。すでに述べた

ように博士後期課程の学生あるいは受託研究員という形での実績が上がりはじめた。社会のニ

ーズがあることが明確となったため、この方向をさらに強化したい。一方、博士前期課程につ

いては、本格的な社会人教育を行うためには、本学の立地条件や教員負荷を考えれば、当面は

限定的とならざるを得ない。現在のキャンパスの立地に即した地域の社会人学生や、ニーズの

高いすぐれた科目について科目履修制度による夏期集中講義などをまずは優先させて 2010 年

度にも実施する予定である。博士前期課程における本格的な社会人受け入れのためには、相当

な投資が必要と思われ、マーケットの状況を確認しながら海外の大学院との提携や、独自のメ

ーケットに対する商品メニュー立案などの戦略が求められる。現時点ではいくつかの可能性は

検討しているものの、経営レベルで具体化したものはない。いずれにしても、前述した入試制

度の不備を早急に改善しなければならない。前期課程については、社会人入試制度において論

文を出願要件から外し、幅広い社会的需要に応えやすくする。また後期課程については本来的

な知の交流を円滑に実現すべく、語学試験を排除することが望まれる。 
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（科目�履修生、研究生�） 
�意�大学院研究科における科目�履修生、研究生、��生�の受け入れ方針・要�の� 

�性と�確性  
�現状��� 

制度的には整備されているが、充分その活用がなされてはいない。 

��検・��（長�と���）����方�（将来の��・��に向けた方�）� 
社会との多様な連携を実現するために、これらの制度の活用を検討している。論文博士を目

指す社会人を、これらの制度を活用して受け入れることや、一部の科目について科目履修制度

を活用して社会人・学生を受け入れることを 2010 年度より具体的に推進する方向で準備に入っ

ている。 

 
（外国人留学生の受け入れ） 
�意�大学院研究科における外国人留学生の受け入れ状況 
�現状��� 

2009 年度現在の在籍学生数は、博士前期課程 28 名、博士後期課程７名であるが、うち外国

人学生数は、前者が 22 名、後者が１名で、外国人留学生の受け入れは十分な実績があると言え

よう。 

��検・��（長�と���）� 
しかし上記の外国人はほとんど、学部内留学生の内部推薦による進学であり、本学経営学部

を経由した外国人がほとんどである。2009 年度はタイ国からの留学生が本研究科に入学した。 

���方�（将来の��・��に向けた方�）� 
広い視野と専門分野に関する深い見識を具備した人材の育成を理念で謳っているのであるか

ら、多様な優れた学生を確保することが研究科の将来の発展のために必要であると考えている。

まずは、国内の他大学を卒業したすぐれた留学生の受け入れに注力したい。そのためには研究

科のホームページを拡充すること、すでに受け入れた留学生のネットワークをデータベース化

し活用するなどの方針である。外国の大学を卒業した外国人学生を幅広く募集できるよう、大

学院研究科において外国人留学生試験を実施すること長期的（３から５年後）には必要になる

と思われる。その際には一部英語による教育も必要になると思われるが、現在のところ、大学

全体として必要性に関する意識は低く、検討のプライオリティは低くならざるを得ない。 

 
�意�留学生の本国地での大学教育、大学院教育の内容・質の認定の上に立った、大学院 

における学生受け入れ・単位認定の��性 
�現状�����検・��（長�と���）� 

留学生の本国地での教育内容・質の認定のうえに立った単位認定に関しては、学部レベルで

はすでに南京大学との間で２＋２方式（２年間の本国地での単位を認定、これに本学での単位

を加える）で実施しているが、大学院レベルではこのような制度は未だ実現していない。 

���方�（将来の��・��に向けた方�）� 
大学院に関しても本国地大学院や大学と本学大学院の間で単位認定を前提とした連携方式が

望まれる。2010 年３月には南京大学との２＋２の学生が学部を卒業する予定であり、その大学

院への受け入れの状況を踏まえ、２＋２の発展形を検討する予定である。南京との２＋２の経
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験から、本国地での大学教育から直接大学院に受け入れる場合は、日本語の問題も含め相当程

度、指導負荷がかかる可能性があり、体制など慎重に見極める必要がある。 

 
（定員�理） 
必��大学院研究科における収容定員に対する在籍学生数の比率およ�学生�保のため

の�置の��性 （大学���ー� 表 18・表 18-2） 
�現���� 

博士前期課程の入学定員 15 名に対する最近５年の入学者数は表１の通りである。 

 
 
 
 
 
 
 

同５年間の定員充足率（収容定員に対する在籍学生数比率）は、101％である。 

博士後期課程については、表２に示す。後期課程の定員充足率は 61％である。 

 
 
 
 
 
 
���・��（��と問題�）� 

前期課程の定員充足率については漸減傾向にあることは問題である。しかも前述したように

その内訳はほとんどが外国人学生で、かつ専攻はマーケティング関連分野に集中している。 

後期課程の充足率、61％は不十分な数字である。特に、志願者が 0 人の年度が過去６年のう

ち、２回もあるのは問題である。 

�改善��（��の改善・改�に向けた��）� 
定員の充足は現行の教員組織に応じてバランスよく為されることが望ましい。前期課程にお

ける現行のアンバランスは、大学院研究科を学部指導体制の質的保証組織あるいは付随組織と

捉える認識に問題の一因があると思われる。これは担当教員側の認識だけではなく、大学全体

のなかでの大学院の位置づけにある。大学の一委員会で運営されている大学院の運営組織、大

学院担当教員の指導負担の軽重への配慮を欠いた付随的・一律的処遇制度などに端的に表われ

ている。今後は、少子化、高齢化、経済社会・企業経営の高度化複雑化などの社会的需要に応

えるためにも、大学院の位置づけを強化することが肝要である。 

具体的には、現行の教員組織の専門性や業績についてより積極的かつ効果的な情報発信をす

るとともに、本大学に内在する上記の、大学院研究科に関する認識の問題を改善する必要があ

る。 

後期課程についてはすでに述べたような社会人入試制度の導入などにより、理念の中心概念

たる、知の交流の実現が望まれる。 

        表１ 前期課程の志願者・入学者数の推移 
 

  2005 年度 2006 年度 2007 年度 2008 年度 2009 年度 

志願者 18 27 27 17 13 

入学者 16 25 19 15 10 

定員 15 15 15 15 15 

表２ 後期課程の志願者・入学者数の推移 

  2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 

志願者 4 0 3 0 2 

入学者 3 0 3 0 2 

定員 3 3 3 3 3 

 



４．学生の受け入れ（経営学研究科） 
 

382 

 
���著しい欠員ないし定員超過が恒常的に生�てい��学�研究科に�け������

の���  
�現���� 
現在、本研究科では著しい定員欠如ならびに定員超過が恒常的に発生していないので、該当し

ない。 
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ｃ．心理学研究科 
�到達目標� 

心理学研究科では、大学の理念である「独立自彊・社会有為～自由と調和の人間教育をめざ

して～」に則り、大学院学則第４条２項（３）に記載された通り、心理学の専門資格をもって

心理職に就き活躍できる高度専門職業人の養成、知識基盤社会を支える高度な心理学の専門知

識を有する教養人の養成、および将来は研究者となるための人材を養成することを目的として

いる。上記の目的を達成するために、心理職の現場で意欲的に活躍できるような人や、人の心

に興味をもち、物事を深く探求していく姿勢を持つ人、日常生活のなかで心理学の知識を活用

し、より快適な社会を創り出すことに興味を持っている人などを、選抜することを目指してい

る。選抜された学生に対しては適切な教育を行い、本人の希望や適性に応じた心理専門職の資

格を取得させ、広く社会に有用な人材に育成することが、本研究科の目標である。 

 
（学生募集方法、入学者選抜方法） 
必��大学院研究科の学生募集の方法、入学者選抜方法の適切性 （大学基礎データ 表 18-

３・表 18-４） 
�現��明� 

本研究科では、９月に第１期入試、２月に第２期入試を行っている。大学院学生募集要項が

毎年発行され、以下の内容が明記されている。募集専攻および募集人員、入試日程、出願資格

および出願書類、出願手続き、合格発表、入学手続、志願者の個人情報の取り扱い、学費・諸

費、選抜方法および試験時間割、入学資格審査について、授業科目および担当教員などである。 

試験科目は英語と論文と面接である。学内推薦制度や社会人入学制度などはなく、本来必要

な資質を計るためにすべての受験者に対してすべての試験科目を行っている。ただし、コース

によって専門が異なるため、臨床心理学コースと、生涯発達・生涯教育心理学コースおよび社

会・環境・犯罪心理学コースの論文科目については、問題が異なっている。試験の採点は複数

の教員により厳密になされており、合否の判定は研究科委員会での審議を経たうえで決定され

る。後の「門戸開放」の項でも触れるが、広く他大学出身者にも門戸は開かれており、2006 年

度より志願者の半数以上が学外出身者であり、入学者も 20007 年度より半数以上が学外出身者

で占められている。過去５年間の志願者・合格者・入学者については、『大学基礎データ（表

18-３）』を参照されたい。心理学研究科心理学専攻（2007 年度までは文学研究科心理学専攻）

における過去５年間の実質倍率は、2.8～5.3 倍、平均倍率は 3.9 倍であり、過去５年間の入学

定員に対する入学者数の平均比率は 95％であり、ほぼ適正な入学定員を維持している。 

�点�・��（��と問題点）� 
試験科目の内容は、高度専門職業人として、また将来は研究者を目指すために、必要な基礎

力、および心理学専門知識の基礎能力を見るためのものであり、到達目標に合致したものであ

る。試験の詳細については毎年明確に公表している。また、学生の受け入れに関しては厳密な

手続きにより公平な試験がなされている。定員についてもほぼ適正な入学者数を維持している。 

しかし、今のところ、心理学研究科心理学専攻のアドミッション・ポリシーが制定されてい

ないので、早急に制定すべきである。 

���方�（将来の��・��に�けた方�）� 
心理学専攻のアドミッション・ポリシーを制定する。 
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（学内推薦制度） 
必��成���者�に対する学内推薦制度を採用している大学院研究科に�ける、そうし

た��の適切�  
�現���� 

本研究科では学内推薦制度は採用していないので該当しない。 

 
（門戸開放） 
必��他大学・大学院の学生に対する「門戸開放」の�� 
�現���� 

心理学研究科に学内推薦制度はなく、入学試験はすべての受験者に対して同じ試験を行って

いる。そのため、他大学出身者、他学部出身にも門戸は開かれている。2006 年度より志願者の

半数以上が学外出身者であり、入学者も 2007 年度より半数以上が学外出身者で占められている。

ほかの大学院修了生の受験は今のところ見られない。 

�点検・評価（��と問題点）����方�（��の��・��に�けた方�）� 
現在のところ、他大学・他大学院、また他学部の学生に対する門戸開放は、適切に行われて

いると考えられる。 

 
（「��入学」） 
必��「��入学」を実施している大学院研究科に�ける、そうした制度の�用の適切� 
�現���� 

この制度は実施していないので該当しない。 
 
（社会人の受け入れ） 
必��大学院研究科に�ける社会人学生の受け入れ�� 
�現���� 

本研究科の教育目標は、①高度職業人の養成、②高度な心理学の専門知識を有する教養人の

養成、③研究者となるための人材養成である。以上の３つの教育目標を達成するためには、社

会人経験者でも、すべて同一の試験を受け合格する学力が必要と考えている。そのため、社会

人入試は、本研究科では行っていない。しかし、過去５年間で見ると、合格者の 25％～60％、

入学者の 27％～60％が社会人経験者であり、社会人経験者の合格者、入学者は決して少なくな

い。本学では、合格者・入学者とほぼ同じ割合の社会人経験者が受験している。入学試験科目

が、単なる座学の知識だけを問うものであれば社会人には不利であると思われるが、本研究科

の教育目標に従って試験問題は独自の工夫を凝らしている。社会人経験者の合格者・入学者が

少なくないのは、心理学の専門職業人としての態度の養成にも力を入れ、試験問題や面接に独

自の工夫をしているためと考えられる。 

�点検・評価（��と問題点）� 
社会人入試は、本研究科では行っていないにもかかわらず、ある程度の社会人経験者が合格・

入学可能な入試を工夫している点で、本学の社会人受け入れは評価できると考えられる。「点

検・評価大項目３．教育内容・方法」でも述べたように、受け入れた社会人学生に対しても、

学生生活への適応面や不足しがちな一般心理学の基礎知識などを補う工夫をしている。 

今後社会人受験者のニーズがますます高まるようであれば、社会人入試の実施も検討しなけ



４．学生の受け入れ（心理学研究科） 

385 

ればならない。ただその際には、受験制度だけでなく夜間や土日開講などの制度の整備も同時

に考えていく必要があるだろう。 

�改善方�（��の改善・改�に�けた方�）� 

社会・環境・犯罪心理学コースでは、募集戦略の一環として、社会人入試の検討を始めてお

り、その手始めとして 2010 年度に、心理学部の卒業生に対して、大学院社会人入学に興味があ

るか等のアンケートを行う予定である。 

 

（科目等履修生、研究生等） 
���大学院研究科における科目等履修生、研究生、聴講生等の受け入れ方針・要件の

適切�と明確� 
�現状�明� 

科目等履修生・聴講生・研究生については、広く受け入れを行っている。これらの手続きは、

入試委員会所管ではなく、教務委員会所管事項として運営されている。手続きとしては、毎年

度の「追手門学院大学科目等履修生入学志願者出願要項」「追手門学院大学聴講生入学志願者出

願要項」「追手門学院大学研究生入学志願者出願要項」にそれぞれ則り、出願書類を揃えて教務

課に提出する。出願要項には、出願資格、入学時期、期間、履修可能な授業科目および単位認

定（科目等履修生）、聴講可能な授業科目（聴講生）、研修内容（研究生）、出願手続き、願書受

付期間、選考日時、選考方法、選考結果の発表、入学手続き、学生証の交付、問い合わせ先な

どについて明記され、各学期毎に募集して、出願資格を満たした者について研究科委員会の議

を経て許可している。大学院の場合、科目等履修生・聴講生・研究生の受け入れ方針・要件は、

研究科委員会の審議決定を経て、公開され、それに基づいて制度は運用されており、適切かつ

明確なものと評価される。 

なお、過去３年間の心理学研究科における科目等履修生、聴講生、研究生の人数は下表の通

りである。 

科目等履修生、聴講生、研究生人数 

入学年度 科目等履修生 聴講生 研究生 計 

2007年度 0 1 0 1 

2008年度 0 1 0 1 

2009年度 0 0 0 0 

 
�点検・評価（�所と問�点）� 

毎年複数の科目についての履修希望があり、適切に受け入れが行われている。受け入れに際

しては、まず教務委員会で、科目等履修生・聴講生・研究生についての入学志願者出願要項が

検討され、希望者に対しては、研究科員会で審議のうえ決定されている。 

�改善方�（��の改善・改�に�けた方�）� 
現時点で、特に改善を必要とするところはないと考えられる。今後とも、現状の手続きを丁

寧に行い、状況の変化が生じた場合速やかに対応するよう心がける。 

 
（定員管理） 
必��大学院研究科における�容定員に対する��学生数の��および学生確�のため

の��の適切� （大学基��ー� 表 18・表 18-2） 
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［現状説明］ 
文学研究科心理学専攻の 2007 年度入学者の入学定員は、臨床心理学コース 13 名、行動科学

コース２名の計 15 名である。2008 年度には、文学研究科より分離独立して心理学研究科心理

学専攻となり、３コース制を採ることになった。それぞれのコースは、臨床心理学コースが 15

名、生涯発達・生涯教育心理学コースが５名、社会・産業・犯罪コースが５名の計 25 名を入学

定員としており、2009 年度の心理学専攻全体の収容定員は、合計 50 名となる。これに対し 2009

年度時点の在籍者数は、『大学基礎データ（表 18）』に見られるように 39 名であり、充足率は

78％となっている。在籍者の内訳は、修士課程２年次生が 21 名、修士課程１年次生が 18 名で

ある。 

『大学基礎データ（表 18-３）』に示した心理学研究科の最近５ヵ年の入学定員に対する入学

者数の比率を見ると、2005 年度が入学定員 10 に対し入学者数 14 名で 140％と幾分高い値を示

し、一方 2009 年度は入学定員 25 名に対し入学者 18 名で 72％と幾分低い値を示している。こ

の点は入学定員が全体として大きな数ではないため、個々の入学辞退者等の事情に大きく影響

され、合格者の歩留率が読みにくいという要因も関わってこうした値につながっていると考え

られる。ここ５年間の通算の入学定員に対する在籍学生数の比率は『大学基礎データ（表 18-

３）』に見られるように 95％という値を示しており、ほぼ妥当な数字と考えられる。しかし、

志願者数は、2006 年度の 101 名をピークとし、その後、年々減少しているのも事実である。そ

のため 2009 年度は、心理学部生を対象にオリエンテーションで大学院の説明を行い、さらに希

望者に対して大学院説明会を行うなど、学生数確保のための措置を行っている。 

［点�・��（長�と問題点）］ 
［現状説明］で述べたようにここ５年間の定員管理には、大きな問題は見られない。志願者

も入学定員を十分に超える数を集めており、入学試験に関しても特に問題は認められない。し

かし、『大学基礎データ（表 18-３）』に見られるように、ここ３年は志願者数が徐々に減少す

る傾向が見られることから、現時点から将来に向けて、志願者確保のために新たな対策を打っ

ておく必要性が指摘できる。 

［改�方策（将来の改�・改革に向けた方策）］ 
先に挙げた志願者の減少傾向に対する対策として、本学では 2008 年度から入試主事制度を導

入し、教員が入学試験の広報に主体的に関わるよう改革を行った。入試主事制度は主に学部入

試に関わった制度ではあるが、本学は学部担当教員と大学院担当教員がほぼ同じということも

あり、大学院の入試広報活動にも関わっている。その結果、①大学院の専用パンフレットの作

成を行い、②2009 年度には学内向けの本研究科の大学院説明会を開催するなど、学生確保のた

めの改革を行っている。今後は心理学研究科長や専攻主任、心理学部入試主事が中心になって、

①新たに大学院のオープンキャンパスの実施や②予備校や近隣大学へのパンフレットの送付、

③学外者向けの大学院説明会の実施、④大学ホームページなどを通じた大学院入試の広報活動

など、４点についてさらに活動を行っていくところである。 

 

必��著しい欠員ないし定員超過が恒常的に生じている大学院研究科における対�策とそ

の��性 
［現状説明］ 

先の「定員管理」の項で述べたように現在、心理学研究科においては、ここ５年間では著し

い欠員ないし定員超過が恒常的に生じているという状態は見られない。しかし、徐々に合格者
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数に対する入学者の比率が下がってきており、今後は定員管理を慎重に行う必要がある。 

［�����（��と問題�）］ 
［現状説明］で述べたように定員管理には、特に大きな問題は見られない。しかし、合格者

に対する入学者の割合が年々減ってきている。歩留率もここ数年は微減している。合格者数に

ついては、慎重な歩留率の判断が必要であるが、定員自体が 25 名という少人数なので、このあ

たりの判断は難しい。 

［���策（��の�����に向けた�策）］ 
定員管理については、今後も現状の体制を維持していく。なお、先の「収容定員に対する在

籍学生数の比率および学生確保のための措置の適切性」の項で述べたように、志願者の減少傾

向への対策を現在行っている。具体的には前項を参照されたい。 

 



４．学生の受け入れ（文学研究科） 
 

388 

�．文学研究科 
�到達目標� 

この項目については、専攻別に述べる。 

１．社会学専攻 
社会学専攻では、第Ⅱ期の入学試験を実施して、一般学生、社会人、外国人の入試を行うこ

とによって、定員５名の学生数の充足を計っている。 

本学社会学科（学士課程）からの進学者が増加するようになることも、目標として考えてい

る。 

 
２．中国文化専攻 

本専攻では、文学研究科の「広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能

力または高度の専門性を要する職業に必要な能力を養うものとする」（本学大学院学則第２条２

項）という修士課程の教育理念を踏まえ、さらに中国文化専攻の教育目的として掲げた「中国

を中心とするアジア諸国および日本の文化を、それぞれの固有言語で書かれた文献資料に基づ

いて研究し、中国を中心とするアジア諸国および日本の文化について、高度で偏らない理解力

と研究能力を備えた人材を養成する」（本学大学院学則第４条２項（５））ことをその目標とし

ている。 

このような目標の実現を目指しての入学者選抜の到達目標は以下の３点である。 

１、各専攻の教育目標にふさわしい入学志願者を確保する 

２、入学志願者の質の高さと同時に研究に対する真に意欲のある人材を見出すこと 

３、収容定員を満たすこと 

 
３．英文学専攻 

英文学専攻において、要となるのは文学と語学の研究である。英米文学や英語学は永い伝統

を誇る学問であるが、近年ますます専門化や情報化がすすみ、広い文化的視野や情報処理能力

を必要とする高度で専門的な研究と教育が要求されている。こうした要求に応えるため、英米

文学と英語学を中心に、さらに関連分野の造詣を深めるためのカリキュラムを配し、研究資料

や設備の整備・充実に努め、将来教育や研究などの専門職に就く人材を育成することを教育の

目的としている。 

この目的のもと、入学者選抜の到達目標は以下２点である。 

（１）上記教育目的にふさわしい入学志願者を確保する。 

（２）収容定員を確保する。 

 
（学生募集��、入学者選抜��） 

この項目については、専攻別に述べる。 

必��大学院研究科の学生募集の��、入学者選抜��の��性（大学基���� 表 18-
３・表 18-４） 

１．社会学専攻 
�現�の��� 

従来通り、研究科学生の募集要項を印刷物やネット媒体で行ってきているが、ここ３年間の

学生の応募および入学実績は低下傾向が著しい。2008 年度では１名入学した学生が進路変更に
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よって退学し、院生ゼロの状況となった。社会人入学の募集に力を入れる努力をしたが、社会

人の入学数も 2005 年度以来ゼロとなっている。１人でも院生を獲得したいといっても、英語と

社会学の入試で合格に価しない成績の学生を入学させることはすべきではない。 

�点検・評価（��と問題点）� 

学生の応募数、入学数の減少が著しい現在、研究科の存続の可否を検討すべき時点にきてい

る。 

���方�（将来の��・��に�けた方�）� 

研究科の存続の可否を含めた将来計画の検討を開始している。 

 
２．中国文�専� 
�現状��� 

大学院の入学試験は毎年２回、前期９月と後期２月に行っている。ただし、外国人留学生と

社会人は後期のみの試験である。定員は５名である。 

前期の試験内容は専門科目（大きく中国、日本、アジア関係に分けて）の筆記試験、外国語

（英語あるいは中国語）、面接である。 

後期は日本人受験者に関しては前期と同じである。外国人留学生と社会人の受験者には、専

門科目（大きく中国、日本、アジア関係に分けて）の筆記試験（日本語、中国語、漢文等を含

んだ問題）のみを日本語で解答させる形で行っている。 

�点検・評価（��と問題点）� 
試験内容を前述の方式にかえたのは 2005 年からである。特に外国人留学生のための試験内容

に関しては、例年工夫を凝らして出題している。それはできるかぎり幅広く意欲ある人材を１

人でも多く採用するためである。その成果は留学生の入学者の漸増として現れている。ただ問

題は、「評価大項目３．教育内容・方法④学位授与」の項で述べたように、日本語能力（特に書

き言葉）をまだ十全に把捉できないことがあることである。この点につきまだ工夫の余地があ

る。さらに大きな懸案は、なおかつ定員を満たすことができないことである。 

���方�（将来の��・��に�けた方�）� 
留学生の日本語能力の判定については、例えば卒業論文あるいはレポートの提出を求め、そ

れに関して口頭試問等の形式で確認することが必要である。 

 
３．英文学専� 
�現状��� 

第１期の試験（９月）と外国人留学生の試験は行わずに、第２期の試験（２月）と社会人入

試の種別で学生募集を行っている。選抜方法は、前述の試験の両方とも、英語と論文の筆記試

験および面接である。それ以外にも、学内推薦入試を若干名募集しているが、それは学部演習

指導教員が推薦した者で成績が優秀、しかも大学院指導教員の内諾を得ている者という条件付

きで、在学中の学業成績による学力評価ならびに面接を選考方法としている。 

これらの募集活動を行っているが、結果は、2004 年度から 2008 年度の入学定員に対する入

学者の比率は 12％であり、低い数字となっている。 

�点検・評価（��と問題点）� 

学内推薦入試によって修士課程に進学する者、あるいは第２期の募集で進学する者が若干名

いるが、社会人入試の種別での募集で入学希望する者は皆無である。それゆえ、学内推薦入試
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によって優秀な学生を進学させさらに教育することは、当該の指導教員にとっても有意義であ

り、実りあるものと言える。しかし、募集人員５名に対して１名程度であるのでその充足率は

20％であるのが実情である。それゆえ、学生確保のための措置が適切とは言えない。 

�改善方策（将来の改善・改�に�けた方策）� 

第１期の試験から学生の募集を始めて、学部学生にも大学院の存在を誇示することが必要で

ある。そのため、３年次から４年次の学部演習担当者に大学院の授業の内容を明示し、また優

秀な学部学生も興味・関心に応じて大学院の授業を受けられるように門戸開放すれば、さらに

大学院に進学して教職を目指す学生も多くなる。このような対応策が有効である。 

 
（学内推薦制度） 

この項目については、学内推薦制度を採用している英文学専攻に関して述べる。 

必�：成績優秀者�に対する学内推薦制度を採用している大学院研究科に�ける、そうし

た措置の適切�  
１．英文学専攻 
����明� 

学内推薦入試を若干名募集しているが、それは学部演習指導教員が推薦した者で成績が優秀、

しかも大学院指導教員の内諾を得ている者という条件付きで、在学中の学業成績による学力評

価ならびに面接を選考方法としている。そして、大学院進学に関しては、学部演習指導教員は、

大学院の案内などの紹介は行うが、学生の将来を決定するのは学生本人が行うべき重要な事項

なので、当該学生に対して進学を勧めるような指導は一切していない。 

�点検・評価（長�と問題点）� 

学部演習指導教員が推薦した成績優秀者を研究科に進学させて、さらに教育指導を行う利点

は大きい。それは、学部で卒業論文を仕上げ、その延長線上の研究として修士論文を書く場合

がそうである。そして、このようにして修士論文を仕上げ、他大学の博士課程に進学を希望す

る学生もいることを考慮すれば、大いに利点はある。しかし、１年に多くて１名程度であり、

学内推薦制度の利点が学生にとって魅了あるものとして認められているとは言えず問題である。 

学部演習指導教員が推薦した者で成績が優秀であるという前提であるが、学力に問題があっ

て大学院の推薦入試は合格したが学部を卒業できなかった学生もいたことがある。 

�改善方策（将来の改善・改�に�けた方策）� 

学部演習指導教員による推薦の在り方を検討し、実際に優秀な学生は別として、学力に問題

があるのではないかと疑われる場合には、第２期の本試験を受けるように指導している。そう

することによって、学生の学力の相対化を認識させ、進学してからの脱落や落ち込みがないよ

うに配慮している。今後は、大学院生の進路先や大学院で学んだ利点などを学部学生にも知ら

せて、進学率を高めるように改善する広報を企画して実施する。 

 
（門戸開放） 

この項目については、専攻別に述べる。 

必�：他大学・大学院の学生に対する�門戸開放�の��  
１．��学専攻 
���の�明� 

他大学大学院の学生を研究生として受け入れた実績はない。しかし、教員を内地留学の研究
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生として半年間受け入れた実績が 2005 年のみにある。他大学の大学院学生に対する門戸開放の

要望がない状況にあるのでこの件に関してはまったく取り組みをしていない。 

�点検・��（��と問題点）� 

まったく取り組んでいない状態であり、またその要望も皆無の状況である。 

�改善方策（将来の改善・改�に向けた方策）� 

研究科の存続そのものが問題となっている現状では、綿密な将来計画に基づく、存続の決定

が行われる場合のみ検討課題となる。 

 
�．��文�専攻 
�現状��� 

現教員のそれぞれの高度な専門的知識を本大学の院生だけに限ることはないだけに、是非と

もその門戸を開くべきである。しかしそのようなプランをこれまで組織的に実施してこなかっ

た。もちろん個別的に受け入れてボランティア的に指導している教員は幾人もいるのであるが、

やはり制度的に整備すべきである。 

�点検・��（��と問題点）� 
他大学・大学院の学生を個人的に指導することはこれからもどんどん行われて良い。ただそ

れが教員、院生両者に制度的利点がなにもないのは勿体ないことである。 

�改善方策（将来の改善・改�に向けた方策）� 
これからも他大学・大学院の学生が聴講にきたり、あるいは個別的指導を受けにくることは

あり得る。したがってそれを制度的に保障するとともに、本大学院生が何らかの利点が得られ

るような方策を当院生の大学に向けて求めることを考える必要がある。 

 
�．�文学専攻 
�現状��� 

他私学から本専攻に進学を希望し、入学した学生も以前は若干名いたが、ここ数年来は他大

学の学生が受験あるいは進学してきたことがないのが現状である。 

�点検・��（��と問題点）� 

他大学に、本研究科の学生募集要項や案内パンフレットなども送付しているが、その効果は

今のところ見られず、他大学からの受験生はいないのが問題点である。 

�改善方策（将来の改善・改�に向けた方策）� 

他大学の大学院進学希望者の需要を充足できるよう専門分野での教員の研究促進を図ること

によって、大学院の存在を世間や他大学に知らしめるしか改善策はないと思われる。 

 
（���入学�） 
必�����入学�を実施している大学院研究科に�ける、そうした制度の��の��� 
�現状��� 

この制度は実施していないので該当しない。 
 
（��人の受け入れ） 

この項目については、研究科全体で述べる。 

必��大学院研究科に�ける��人学生の受け入れ状況  
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１．研究科�� 
［現状説明］ 

文学研究科では社会人入試の制度を設けているが、2009 年度までの過去５年間の入試で志願

者のいない状態が続いている『大学基礎データ（表 18-３）参照』。 

［点検���（��と問題点）］ 
［現状説明］に述べた憂慮すべき事態に対し、これまで有効な対策が打ち出せなかったこと

が大きな問題点である。 

［���策（�来の�����に向けた�策）］ 
2007 年秋に開かれた文学研究科の FD 懇談会では、社会人入学者の確保に向けて幾つかの試

案が出されるなどの動きがでている。数は限られるが、文学研究科における社会人学生教育の

過去の事例から問題点を探り出すといった地道な作業もこの際必要であり、FD 懇談会でのテー

マに取り上げることが検討されている。  

 
（定員��） 

この項目については、専攻別に述べる。 

必��大学�研究科における収容定員に対する在籍学生数の�率および学生確保のための

��の���（大学基礎データ 表 18�表 18-２） 
１．社会学専攻 
［現状説明］ 

社会学専攻の収容定数は１学年５名、２学年で 10 名である。従来の各年度の在籍学生数およ

び定員充足率は下表の通りである。これまでの学生確保のための努力はまったく効果をあげて

いない現状である。 

年度 2005 2006 2007 2008 

学生数（名） 0 1 2 0 

定員充足率（％） 0 10 20 0 

［点検���（��と問題点）］ 
入学者数が激減し、2008 年にはついにゼロとなってしまった。存続の意識を問い直すべきで

ある。 

［���策（�来の�����に向けた�策）］ 
研究科の存続そのものから、原点に立ち返って検討し直す作業を開始している。 

 
２．��文�専攻 
［現状説明］ 

入学定員５名、収容定員 10 名。最近５年間の入学志願者、合格者、入学者の数は、下表の通

りである。（ ）内は女子 

 2005 年度 2006 年度 2007 年度 2008 年度 2009 年度 

選抜種別 一般 留学生 一般 留学生 一般 留学生 一般 留学生 一般 留学生 

志望者 2 2 1 2 0 2（2） 0 5（3） 0 1（1） 

合格者 2 2 1 2 0 2（2） 0 4（3） 0 1（1） 

入学者 2 2 1 1 0 2（2） 0 4（3） 0 1（1） 
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�点検・��（��と��点）］ 

2001 年度以降志願者が急激に減った。それまでは毎年５～８名の志願者があったが、2001

年度以降多くて５名止まりである。その内訳も前頁の表に見られる通り、留学生が増えたこと

と、日本人の志願者が減ったことである。 

����策（��の��・��に�けた�策）］ 

日本人学生の志願者および入学者を増やすために、先ずしなければならいことは宣伝・情宣・

広報等の作成とその配布である。と同時に全学年毎に設定されているオリエンテーション時に

その意義を丁寧に伝えて学生の意識を喚起させることである。 

社会人に対しても各教員の積極的なアピール文書を作成して、ホームページ等の媒体を通じ

て広く広報する必要がある。 

 
�．英文学専� 
�現状��］ 

収容定数は１学年５名、２学年で 10 名である。2005 年度からの入学者数および定員に対す

る入学者の比率は下表の通りである。 

 
年度 2005 2006 2007 2008 

入学者数（名） 1 1 0 0 

定員に対する比率（％） 20 20 0 0 

 

�点検・��（��と��点）］ 

2006 年度までは、学内推薦制度を利用しての入学者があった、ここ２年間はそれもない状態

である。 

����策（��の��・��に�けた�策）］ 

学内での進学者を増やすために、４年時のゼミにおける宣伝活動をより頻繁に行う。また、

英語教員となる大学院生を輩出していくように、学部とのカリキュラムの連携と協力を行う。 

 
必��著しい欠員ないし定員��が��的に生じている大学院研究科における対応策とそ

の�効�  
１．社会学専� 
�現状の��］ 

著しい欠員の状態が進行し、2008 年には入学者ゼロの状況となった。社会人入試、外国人入

試、内部専願入試等の努力を行ってきたが、効果がまったくない状況である。 

�点検・��（��と��点）］ 

入学者数減少に歯止めがかからない状況であり、対応策が見つからない現状に立ち至ってい

る。 

����策（��の��・��に�けた�策）］ 

研究科の存続そのものから原点に返って検討し直す作業を開始している。 

 
２．�国文�専� 
�現状��］ 
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中国文化専攻もこれまで一度も定員を満たしたことがないのが実情である。 

�点検���（�所と問題点）� 

優秀な教員を有していながら、本大学からの受験志願者の少ないことが先ず問題である。そ

の解決のための方策は、中国関係は５名の教員がいるのでそれほど大きな問題はないが、本専

攻担当者として日本、東南アジア、インド、西南アジア関係の教員がいるのであり、したがっ

て学科の学生でそれらの地域に関心のある学生に志願してもらうためには、彼らの要望に沿え

るようなカリキュラムを用意する必要があると考えている。 

���方策（将来の�����に向けた方策）� 
上記の問題を解決するためにも、他大学あるいは研究所との提携が必要と考える。地の利を

生かして、例えば京大の東南アジア研究所の研究会、また京大の人文科学研究所の研究会、あ

るいは国立民族学博物館付設の総合研究院大学の研究会や演習に参加してもらい、それを単位

として認める等々の制度的方策を考える時である。 

 
�．英文学専攻 
��状説明� 

この在籍者減少の傾向は、2007 年度より顕著となり、入学者が０名という事態を迎えて著し

い欠員の状態を生じさせている。また、毎年他大学の大学院に進学する１名～２名の学生を本

学の大学院につなぎとめて進学させられていないのが、ここ数年の実情である。 

�点検���（�所と問題点）� 

将来教職員になりたいととして大学院を希望する学生が 2006 年度はいたが、ここ２年間はそ

のような学生もいないのは問題である。また、他大学に進学していく学生を本学の大学院につ

なぎとめられていないのは、その対策が十分に行われていない証左である。 

���方策（将来の�����に向けた方策）� 

本学の大学院進学の利点を強調し、従来４年次に一度しか行わなかった大学院のオリエンテ

ーションを複数回行って、本大学院の魅力を明確に示し、４年次での演習の時間にも案内パン

フレットを配布して説明してもらうようにする。また、英語教員を志望する学生に対してプリ

ントを配布して本研究科の利点を説明して英語教員となる大学院生を輩出していくように、学

部とのカリキュラムの連携と協力を行うよう検討を進めている。 
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５．学生生活 

 

�到達目標� 

４年間の学生生活のなかで、学生は正課授業以外にも、キャンパス内外においてあらゆる活

動を経験する。学内においては、課外活動、ボランティアスタッフ、ティーチングアシスタン

ト、学内各種行事への参加など。学外ではアルバイトやボランティア活動、ゼミやクラスを通

じての地域貢献活動など。大学はそれら学生の諸活動に対し、経済的支援や心身の健康管理、

社会人としてのマナー教育など側面からこれを応援することとなる。 

これら活動を通して学生は、あらゆる壁を乗り越えて、自己発見を繰り返し、本学学生とし

てのアイデンティティを確立しつつ、社会性を獲得し、誇りをもって社会へ羽ばたいていく。

まさに、正課外活動は、正課授業とともに車の両輪として、大学生活４年間の到達目標である

本学の建学の精神「独立自彊・社会有為の人材」への成長を培う重要な場であると言える。 

具体的には以下の業務においてそれぞれの目標を設定して学生生活への支援を行う。 

（１）学生が安心して学業に専念できるようにするため、奨学金等について、実態に沿う効率

的な制度を充実し提供する。 

（２）学生が快適なキャンパスライフを送れるよう、安全かつ栄養面を考慮した食事を提供し、

食堂・購買の整備を通して健康面の支援をする。 

（３）学生が安全かつ快適に通学できるよう、スクールバス運営を実施する。 

（４）課外活動の活性化を図り、より多くの学生がキャンパスにおいて活躍できるように支援

する。 

（５）ハラスメントのないキャンパスライフを実現すべく、防止策を徹底し、啓蒙活動を実施

する。 

（６）学生一人ひとりが勉学に励み、有意義で充実した学生生活を送る。 

（７）学生が自らの課題について、自己決定し、自分の力で実行できるようになる。 

（８）自分自身の適性や能力を見つめ、社会で有益に自分の力を発揮できるための準備をする。 

 

（１）大学の学生生活への�慮 

（学生への経済的支援） 

���奨学金その�学生への経済的支援を図るための��の有効性、適�性 （大学��

データ 表 44） 

�．学部学生 

（１）奨学金およ�学���制度 

�現���� 

① 貸与制奨学金 

現在、貸与制の奨学金としては、「日本学生支援機構奨学金」と「追手門学院大学奨学金」を

提供している。 

「日本学生支援機構奨学金」は近年、貸与人数枠がひろがったために、次頁の表に示した通

り 2008 年度は学部生は延べ 1,840 名の貸与者となった。在学生総数に対する奨学生数の比率は

約 30％と、在学生の 1/3 近くが「日本学生支援機構奨学金」の貸与を受けており、これは 2000

年度の貸与者数が在学生総数の約４％であったことと比較すると格段の増加である。 
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また、本学独自の貸与制奨学金である「追手門学院大学奨学金」は毎年コンスタントに年間

約 50 名の貸与を維持している。しかし、日本学生支援機構奨学生が在学生総数の 1/3 を占める

に至り、「日本学生支援機構奨学金」と同様の条件で貸与される本奨学金の存在意義は薄れつつ

ある。 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

第１種奨学金貸与者 85 29 36 173 260 458 412 444 456 457 418 

第2種奨学金貸与者 49 176 234 363 521 620 704 849 982 1217 1437 

合         計 134 205 270 536 781 1078 1116 1293 1438 1674 1855 

在学生数に対する比率（％） 2.21 3.23 4.09 8.07 11.92 16.85 18.49 21.20 23.25 26.58 28.84 

（＊院生を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 給付制奨学金 

本学独自の給付制奨学金としては、2004 年度に「追手門学院大学教育後援会給付奨学金」、

2005 年度に「追手門学院大学入学試験成績優秀者奨学金」、2006 年度に「追手門学院大学学業

成績優秀者奨学金］、2007 年度に「追手門学院大学教育後援会スポーツ活動実績優秀者給付奨

励金」の給付をそれぞれ開始し、給付制奨学金は近年飛躍的に充実した。なお、「追手門学院大

学教育後援会スポーツ活動実績優秀者給付奨励金」は 2008 年度より原資を大学とする「追手門

学院大学スポーツ活動実績優秀者給付奨励金」に変更した。 

③ 学費分納・延納および減免制度 

本学では「追手門学院大学授業料等納付規程」において、学費を春学期・秋学期それぞれの

納付期限までに納めることが定められているが、経済的事情により期限までに納付が困難であ

る場合は、３回に分けて分納することを認める分納制度と納付期限を延長する延納制度を設け

ている。 

2008 年度におけるそれぞれの制度の利用は、分納が 176 件、延納が 226 件であった。 

また、兄弟姉妹、夫婦または親子が重複して大学および大学院に在籍している場合、「追手門

学院大学授業料等納付規程」において、二人目以降の者に対して施設設備充実資金の 75％を減

額する制度を定めている。さらに、本学に在籍する学生の学費負担者が災害による被害を被っ

た場合に学費を減免する制度を「追手門学院大学学費減免取扱要項」に定めている。2008 年度
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において、これらの制度を利用した者は、家族減免が 73 件、災害減免が２件であった。 

［�検・��（��と問題�）］ 

貸与制奨学金は貸与終了後に返還しなければならないが、日本学生支援機構では返還金の未

回収が大きな課題となっている。「追手門学院大学奨学金」においては、2007 年度 11 月までの

貸付総額 367,218,000 円に対し、6,423,000 円の未回収となっている。 

また、日本学生支援機構奨学生の停止・廃止者数は年々増加し、2003 年度停止・廃止者数が

48 名であったものが 2007 年度停止・廃止者数は 89 名となっている。奨学生としての自覚が薄

く、勉学を継続するための強い意志を持たない学生が増加し、ひいては返還についても強い責

任感を持たない者が増加しているのではないだろうか。 

また、2008 年度、「追手門学院大学教育後援会給付奨学金」は教育後援会の方針により、原

資提供額が大幅に削減され、給付対象者が年間 30 名から 20 名に変更された。「追手門学院大学

教育後援会スポーツ活動実績優秀者給付奨励金」については原資提供が取り止めとなり、急遽

大学が補填するという事態が発生した。このように奨学金の提供母体の方針転換によって、奨

学金の安定した給付ができないことは奨学金を希望する学生にとっては大きな問題であると言

える。 

［改善方�（��の改善・改�に向けた方�）］ 

「日本学生支援機構奨学金」の停止・廃止者は年々増加しており、2008 年度秋学期から、奨

学生の内の成績不良者とその保護者を対象に奨学金相談日を設け、87 名の成績不良奨学生の保

護者に案内し、24 名の出席を見た。特に１回生に対しては春学期成績をもとに指導するなどで

きるだけ早期に、成績不良者には現状を把握させ、改善の方法を指導し、かつ、奨学金貸与の

仕組みや返還についても説明し理解させることとした。この試みは今後継続していく。 

また、高校在学中の予約採用者については、特に奨学生として自覚に欠ける者も多いことか

ら、今後とも面談指導の強化、学費負担者との連携強化を進めていく。 

返還延滞防止についても、同様に根気強く説明会等で啓蒙することとする。 

「追手門学院大学奨学金」については、日本学生支援機構奨学金の充足率の向上などから、

発展的解消を検討し、「追手門学院大学教育後援会給付奨学金」の原資縮小等の理由から新たな

給付型奨学金への移行を検討したい。 

また、全学的な表彰制度との整合性を図りながら奨学金制度全般についても見直しを図る。 

（２）その他の経済的支援 

［現状説明］ 

その他の経済的支援としては、アルバイト情報および住居情報の紹介がある。 

「2006 年度学生生活実態調査」における本学２・３・４回生のアルバイト従事者数は 2,378

名となっており、回答者中約８割の学生がアルバイトと学業の両立を図りながら大学生活を継

続しようとしていることがわかる。 

本学では、（株）ナジック・アイ・サポートが運営する「学生アルバイト情報ネットワーク」

を本学 HP に掲載し、「追手門学院大学アルバイト紹介システム」として学生にアルバイト情報

を提供している。 

2008 年度におけるこのサイトへの本学在学生の登録件数は 294 件、求人件数は 2,061 件であ

った。 

また、Web システムの利用が難しい、近隣の商店や医院等からの求人については、学生課内

の掲示板において小規模ながらアルバイト情報の紹介を継続している。 
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住居情報については、主として新入生を対象とした冊子「ひとり暮らしのために」を作成し、

情報を提供している。希望者は、大学を訪問し学生課において情報を確認する方法と、大学提

携不動産業者に直接問い合わせる方法のいずれかを選ぶことができる。大学では、毎年１月か

ら３月まで、提携不動産業者からの物件や近隣の学生用物件、学生専用物件などの情報を提供

している。2008 年１月から３月までに本学において紹介した件数は 24 件、提携業者からの報

告による契約数は 70 件であった。 

「2006 年度学生生活実態調査」における、本学の自宅外通学者数は全体の約２割で、その内

の約８割の学生が茨木市内に在住している。1,000 名弱の学生が何らかの方法で住居を選択し、

茨木市内や近隣各市に在住していると考えられる。 

���・��（��と問��）� 

2008 年度において、「追手門学院大学アルバイト紹介システム」への登録件数は 294 件で、

本学在学生総数のうち５％の登録しかなかったということになる。在学生の 80％はアルバイト

従事者であると考えられることから、本学が HP で提供する情報の利用が非常に少ないことが分

かる。 

これは、HP に掲載する「追手門学院大学アルバイト紹介システム」の認知度が低いこと、メ

ールアドレスでの登録が必要であること、また、提供される情報が制限職種や就労条件など大

学の基準をクリアしたものに限られること等に起因すると考えられる。 

しかし、近年の学生アルバイトは、学資捻出ためというよりは、娯楽や交際費のためにする

ケースが多く、アルバイト情報提供については、大学が現状以上に支援する必要性は低いと考

えられる。 

住居紹介については、近年、遠隔地出身学生や自宅外通学者はやや減少気味であり、おおむ

ね現状での情報提供でよいと考えられる。 

���方�（将来の��・��に向けた方�）� 

アルバイトに関する支援については、安易なアルバイト就労により学業に支障をきたす例な

どを考慮して、今後はむしろ、新入生オリエンテーション等を通じて、学生の意識向上に向け

て指導・助言するような方向で取り組みたい。 

また、住居情報提供については、一般の物件だけでなく、学生の心身の健康管理や安全管理

の側面から、内容の充実した学生専用物件、大学として推薦できる物件について情報の充実を

図りたい。 

 

�．大学院生 

�現状の��� 

奨学金については、日本学生支援機構奨学金を経済的支援の必要な学生に対し、選考のうえ

貸与している。 

本学独自の奨学金制度（追手門学院大学奨学金）もあるが、日本学生支援機構奨学金で充足

できている現状にある。 

���・��（��と問��）� 

日本学生支援機構奨学金の選考については、経済状況もさることながら、研究者としての将

来性がより重視される。また、2004 年度から第１種奨学金の貸与者を対象に、「特に優れた業

績」を上げた奨学生に対して「返還を免除する」制度が設けられた。本学でも「追手門学院大

学大学院奨学金返還免除候補者学内選考規程」を作成し、候補者を選考している。選考は各専
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攻内で行った後、年毎のローテーションにより決められた専攻の候補者を優先する決定方式を

とっている。この選考方法や、選考の対象となる研究実績・将来性などの評価方法に課題が残

っている。 

���方策（将来の��・��に�けた方策）� 

返還免除制度における課題について、今後、研究科において検討を行いたい。 

 

（生活相談等） 

���学生の心身の健康保持・増進および安全・衛生�の�慮の適切性 

�．学部学生 

��状説明� 

保健室において、学校保健安全法、労働安全衛生法および高齢者の医療の確保に関する法律

等に基づき、学生および教職員に対して心身の健康の保持増進を図ることを目的に健康診断、

健康相談、応急処置、健康教育（栄養指導等）等の健康管理に関する専門的業務を行っている。 

１．定期健康診断および事後処置・事後指導 

学部生・大学院生全員を対象に定期健康診断を実施し、受検者全員に対し保健師・看護師に

よる面談と問診票チェックによる健康ワンポイントアドバイスを実施している。また、異常者

全員に面談を行い、個々の状況に合わせて校医診察、保健室での再検査（血圧・検尿等）、精密

検査（レントゲン直接撮影・血沈・心電図検査）、病院受診指導、健康相談、健康教育、経過観

察、主治医連絡等の指導を校医に相談しながら実施している。 

また、学内における不慮の事故、急病などの救急処置および看護や病気または事故による休

学・退学・長期欠席者の援助を実施している。 

２．体育会員等各学生団体所属学生の健康管理 

各団体所属の学生に対する指導はできるだけ自主性を尊重し、各団体の保健管理担当者との

連携をとりながら行っている。 

１）体育会員健康診断 

体育会員（運動部員）には定期健康診断以外に心電図検査と各合宿および試合等前の検診（問

診・血圧・検尿）を義務づけている。検診の異常者に関しては、校医と相談の上再検査、精密

検査、校医診察、他病院受診、経過観察等の指導を行い、クラブ活動の参加の可否や参加形体

を決定している。また、合宿・コンパ時の急性アルコール中毒等予防の目的から新入部員対象

にアルコールパッチテストを実施し、本人およびクラブの責任者に指導を行っている。 

２）救急法・テーピング・AED 講習会の開催 

救急法やテーピングの知識と技術を正しく学ぶことにより、課外活動時の事故防止および事

故発生時の迅速かつ適切な応急処置が、学生自らの手で行えることを目的として実施している。

講習会は一般学生および教職員も参加し、学校全体の安全対策にもつながっている。 

３）フレッシュマンキャンプ・リーダースキャンプ・夏期合宿等の合宿前指導 

各合宿の前には、団体責任者に対し団体員の健康管理（一般的な諸注意に加えて疾患管理者

の健康管理の仕方等）や熱中症予防など事故防止のための合宿のあり方、救急箱の点検、事故

発生時の緊急連絡網の徹底と障害保険について詳細な説明会を行っている。 

４）学祭等各団体の行事前の指導 

学祭、オリエンテーションなどを利用した、禁煙・エイズ・性感染症・栄養・体脂肪測定・

パッチテスト等、健康教室を合同企画で開催している。 
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特に学祭では、実行員の学生と連携を取りながら、実行委員の健康管理や模擬店出店責任者

への食品衛生指導、事故発生時の救護対策および体制についての指導を重点的に実施している。 

３．外国人留学生健康管理 

外国人留学生が抱える特有の問題点（高有病率、経済的・時間的問題、自己管理意識の薄さ、

病気発見に対する恐怖感等による受診の遅れ）に対応するため、肝機能、貧血検査、中性脂肪

検査などを実施し、疾病の早期発見・早期治療、日頃の日常生活指導に役立てている。生活指

導時には食生活・運動量など細部にわたるアンケート調査と徹底した個別指導を行っている。 

また、国際交流教育センターとの連携を重視し、言葉や生活習慣・価値観の違いを念頭に入

れ、校医と相談の上外国人留学生が安心して受診できる医療機関の紹介や健康指導・健康相談

を行っている。 

４．海外セ��ー・�学��・国際�同��等参加者指導 

担当者と連携をとり、参加者の疾病管理者のチェックおよび指導や健康相談、引率者への連

絡調整、渡航上の諸注意（パンフレットの配布・説明会の開催）、海外での日常生活指導、救急

箱の貸出し等行っている。 

５．学�における不慮の事故、急病などの救急処置および看護 

通学中・授業中・課外活動中の事故や疾病について応急処置を行うと同時に、日常の健康相

談（単に疾病だけでなく、身体的な悩みや精神衛生的な相談を含めて）、健康の自主管理として

の血圧測定等を行い、必要に応じて校医診察やほかの医療機関の紹介、健康指導・健康教育（日

常生活指導・栄養指導等）を行っている。 

�．病気または事故による休学・退学・�期欠席者（病欠�け・�試願いによる）の援助 

病気や交通事故等で学業を中断するおそれのある学生に対し、早期に本人および家族連絡・

主治医連絡を行い、関係部署および担当教官との調整をはかり、学業がスムーズに続けられる

よう不安の軽減に努め、日常生活上の援助や自己管理指導を行っている。 

�．疾病管理学生の学校生活における援助（身体に障害のある学生への配慮） 

主治医の診断書をもとに、障害に応じた諸検査（血圧測定、検温、検尿、聴診、問診等）お

よび疾病管理、看護処置（服薬の確認、人工肛門、人工膀胱の管理など）、日常の応急処置（発

作・転倒時など救護、疼痛時の冷湿布等処置、患者観察、吸入処置、点眼、投薬等）、学校生活

上の援助（着がえの預かり、洋服交換時の介助、車椅子や松葉杖の預かり貸出等）健康相談、

食事指導を含めた生活指導、精神的な援助（カウンセリング等）、緊急時の速やかな病院搬送と

主治医および家族連絡等、QOL に合わせた必要な援助を行っている。保健室来室者間の仲間づ

くり（障害者間および健常者と障害者の助け合い）への援助も行っている。 

また、他部署職員（教務課学部係員や担当教官）との連絡や話し合いにより、障害や疾患に

対する理解を深めてもらい（特に精神科疾患や拒食症、自律神経失調症、神経症において）、通

院、入院、自宅療養などによる欠席、遅刻、早退、休学のための授業やオリエンテーション、

試験時等の配慮をお願いし、学業が続けやすいように配慮している。３年前より進行性疾患で

介助が必要な学生の入学が続いており、介助者（家族）への支援や障害者の保健室利用者数が

増加したことから、2007 年より保健室の近くに障害者用の部屋が確保された。 

４年生については、卒業前に障害や病気の程度による就職先の選択や病院への通院の方法、

生活管理等将来にわたっての自己管理についての指導を主治医および校医と連絡を取りながら

実施している。 

また、障害者理解を深めるため、日本学生支援機構等が主催する障害者支援コーディネータ
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ー研修等の研修会に学生課および教務課職員が積極的な参加を行い、対応のあり方や他大学の

情報などの入手に勤めている。 

�．学生の正課中および課外活動中における障害補償 

正課中の事故における障害補償として、初診料の補助を行っている。年間５件前後の補助を

行っている。 

また、学生教育研究災害保険（学内での正課中事故および学内外での課外活動中の不慮の事

故に備えて全学生が加入している保険）に加入金大学負担で全員加入している。年間事故報告

数は約 40 件。 

体育会員については、体育会員が任意で加入している運動部員団体障害保険（24 時間対応）

への契約・保険請求等の助言・指導を行っている。 

�．安全管理（安全点検・環境衛生等） 

学内における汚水や水道水の水質検査や教室等校舎内外の施設・設備の安全点検に関しての

業務は財務課管財係が担当し、学校や校外の生活における行動規制を中心とする安全管理や食

堂等の食品衛生関連管理は学生課が担当している。一方保健室は、事故が発生した場合の救急

体制（緊急時の連絡網と適切な応急処置体制、救急箱や担架等の設置）の確立と BLS 教育とい

う意味で大きな役割を果たしている。 

10．受動喫煙防止対策・喫煙防止教育について 

2001 年より禁煙講演会を開催し、受動喫煙防止対策・喫煙防止教育に取り組んでいる。建物

内禁煙・たばこ自動販売機の撤去・喫煙所の縮小・マップや掲示物の作成等による禁煙環境の

整備、リーフレット作成・学内広報誌への掲載・学生各団体と勉強会や禁煙イベントの開催・

一般学生への啓蒙活動等による禁煙教育、大学禁煙化プロジェクト参加・校医の指導のもとに

ニコチンパッチの無料配布・メールによるサポート・禁煙週間等による禁煙者の支援を中心に

行っている。数年前より学友会組織の学生が、毎週金曜日の昼休みに吸い殻拾いと啓蒙を中心

としたマナーアップ活動を行ってきたが、2008 年度より学生および教職員が一緒になって活動

を行っている。 

2004 年からは大学全体のアンケート調査を実施している。 

11．心理的緊急ケアシステムにおけるメン�ル・ケア・ス�ッフ（MCS）との連携 

「心理的緊急ケアシステム流れ図」（添付資料の 2008年度学生相談室年報第 19号 pp.51参照）

にしたがい、精神的・心理的なケアを必要とする学生のサポート業務を行っている。短時間で

あっても保健室においてほぼ毎日ミーティングを行っている。 

12．感染症対策 

近年の麻疹や百日咳等の流行に対応するため、2008 年度より保護者宛の感染症についての履

歴調査と採血技師料を大学が負担した有料での麻疹抗体検査を実施ししている。調査結果や抗

体検査結果は、保健室システムに取り込み、感染症罹患学生発生時の指導対象者の抽出、情報

提供等リスク管理のために運用している。 

保護者向けには電話相談を実施、学生向けには保健室での相談を実施、関連部署との連携を

図ることで正しい情報の収集と指導によるリスクの回避に努めている。 

2009 年度の新型インフルエンザ流行に対しては、新型インフルエンザ対策マニュアルに基づ

き、新型インフルエンザ対策委員会を中心に、休校措置、学生への対策や予防対策・届け出の

周知徹底（ホームページ・Web 掲示板・メール・電話連絡など）、衛生材料・備品の確保（マス

ク・消毒液・空気清浄機など）、感染症罹患による出席停止取扱規程の整備、消毒薬の設置やマ



５．学生生活 
 

402 

スク・啓発チラシの配布、スクールバス対策、学生教職員の健康監視、臨時救護室の設置、行

政との連携などのきめ細かい学内安全対策を実施している。特に、集団感染防止対策として感

染者の細かい情報（濃厚接触者に関する）を入手し、検温・マスク・有症状時の行動自粛、所

属クラブの停止といった徹底的な指導を実施している。 

13．その�健康教育等について 

保健室では、大阪府茨木府民健康プラザの協力を得て、健康啓発セミナーの開催（エイズお

よび STD 予防について・禁煙教室等）や健康に関するパンフレットの作成配布・アンケート調

査の実施等の健康増進活動を行っている。 

�点検・�価（�所と��点）� 

�．学部学生 

学生数約 6,500 人という規模・年間の業務内容・保健室の日常業務から見て常勤１人・契約

職員１人の体制はけっして十分な人数とは思われないが、校医・関連部署の協力や連携をとり

ながら、できる限りの学生への心身の健康保持、増進のための配慮がなされているものと考え

られる。また、年間保健室利用者数約 15,000 人（ただし実際の一日の保健室利用者数は 50 人

をはるかに越えており、簡単な健康相談や応急処置、定期検診、事務手続き等はこの数には含

まれていない）という数から非常に学生が利用しやすい保健室であるということが伺がえる（教

職員の利用は約 3,000 人）。2009 年度に関しては、新型インフルエンザ流行に伴い関連する来

室者数はさらに増加している。精神的不安定状態の学生で緊急対応を必要とする学生が増加傾

向については、緊急ケアシステムとの連携業務が軌道に乗りうまく機能してきている。 

定期健康診断をはじめ体育会員健康診断など各検診については 95％以上の高受検率であり、

再検査および精密検査についてもほぼ 100％実施できている。来室学生の事後処理は校医・主

治医・関連部署との連携が比較的スムーズに実施できており、きめ細かな指導が実施できてい

る。一つ一つの検診や処置・相談を通して健康指導や健康教育を心がけているが、クラブ活動

を続けながら経過観察や疾患管理を行う学生の運動量やメンタル面での管理についてはなかな

か難しい状況にあるが、専属コーチが赴任したクラブについては、事故防止対策や食事指導が

できるようになってきた。 

外国人留学生健康管理については、日常的な保健室利用率が大変高く、留学生にとって利用

しやすい保健室となっている。血液検査の実施により、留学生の疾病の早期発見・早期治療・

日常生活指導に役立つだけでなく、検査や事後処理の指導などを通して生活習慣・価値観の相

違や生活環境・言葉の違いからくるストレス・不安・体調の乱れなどを和らげる役割を果たし

ていると考えられ、国際交流課との連携により、言葉の弊害なく学生の呼び出しや連絡および

学生が安心できる指導ができている。 

１年間の保健室における内部疾患・身体障害等による障害者の支援者数は、約 400 人。その

うち、使用者約 80 名について私立大学経常費特別補助金約 2,000 万円が支給されている。身体

障害を持つ学生支援に対する専門部署はないが、保健室・学生課が中心となりきめ細かな援助

が心がけられている。保健室の障害者の利用率は非常に高く、障害者本人だけではなく、家族

や介助者、担当教員の相談も多くコーディネーター的役割も担っている。 

各種講習会の開催・各行事や合宿前の指導・救急箱の点検等の地道な啓蒙活動が、事故防止

および事故発生時の迅速かつ適切な処置や通報・報告に役立っている。また、各種講習会の開

催は各団体が主催し保健室が協賛・指導にあたっているため、各団体員の自主性が重視しされ

ており、各団体員の事故防止や健康管理に対する自己管理意識を高める結果につながっている。
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また、新入生オリエンテーションや各講習会を利用して多くの学生に配布している健康に関す

るパンフレット類は、視覚に訴える教材として効果的に利用できている。そして、健康啓発セ

ミナー（エイズおよび STD 予防について・禁煙教室等）は、単なる講演に留まらず、ビデオの

上映、質問コーナーやパネルの展示、ワークショップの開催、リーフレットの配布、関連検査

の実施、コンピューター診断等盛りだくさんの内容で実施しており、毎回約 100 人～300 人の

参加を得ている。これらの講習会は、学生自身が自己の生活を見直し行動変容につながる良い

機会となっている。 

昨今、新興感染症や薬物依存など学生を取り巻く問題は予想以上に複雑で多くの問題がある。

学生部等の単独部署で問題解決にあたるのではなく、大学のリスク管理の問題のひとつとして

全学的な対応が必要である。また、実際に実施している健康指導や健康教育だけで十分学生の

ニーズに対応していると満足せず社会の動きや情報に敏感であること、学生の現状を正しく把

握し、健康支援活動が一方的な指導に終わることなく学生自身が必要と気づき行動できること

が重要である。また、基本的生活習慣が確立していない学生が増加しているなかで、大学を卒

業し社会にでた時点で『自分の体は自分で守る』という自己管理の精神と、周囲の人たちの健

康にも気遣うことができる心を養うという健康教育・健康指導が必要である。しかし、限られ

た時間内・人員数での対応では疾病管理やセルフケアが中心となりやすく、生涯において積極

的に健康を維持増進していくための健康教育活動にはなかなか至っていないのが現状である。

学生を取り巻く各関連部署や地域の保健医療関係施設との協調と統合の問題や資源の有効活用

といった課題も多く残っている。 

 

�．大学院生 

定期健康診断については、休学者を除いてほぼ 100％の受検率である。来室学生の事後処理

は校医・主治医・関連部署との連携が比較的スムーズに実施できており、きめ細かな指導が実

施できている。一つ一つの検診や処置・相談を通して健康指導や健康教育を心がけている。 

大学院生は年齢も高く外国人留学生も多い。日常的な保健室利用率が大変高い状況にある。

外国人留学生に対する血液検査の実施は、留学生の疾病の早期発見・早期治療・日常生活指導

に役立ち、検査や事後処理の指導などを通して生活習慣・価値観の相違や生活環境・言葉の違

いからくるストレス・不安・体調の乱れなどを和らげる役割を果たしていると考えられる。 

学部学生と同様に健康に関するパンフレットは、入学式当日に配布する資料に盛り込み、配

布している。それによって、視覚に訴える指導が効果的にできている。 

�改善方策（�来の改善・改�に向けた方策）� 

�．学部学生 

健康診断の受検率は他校と比べても群を抜いて高受検率である。健康診断の受検率を向上さ

せることは、異常の早期発見・早期治療に留まらず、学生が自分自身の健康について見つめ直

す最もよい機会となる。今後も徹底した受検指導を行っていきたい。 

身体障害者の支援については、進行性疾患などによる重度の障害を持つ学生の増加、障害者

の教育を受ける権利意識の問題、身体的・精神的な配慮を必要とするにもかかわらず把握しに

くいケースや援助がいき届かないケース存在の問題などを改善するためには、組織的な支援体

制やよりきめ細やかな支援内容を実施していく必要がある。専門の担当部署の設置や専門カウ

ンセラーの配置等も念頭に置いた今後の対策が必要である。 

大学保健室が抱える大きな問題に精神的不安定学生の増加が挙げられる。抑うつ・不安・緊
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張・興奮などの心理的混乱が激しいために、誰かが付き添って心理的安定を図ったり、自殺の

サインに対応したり、精神科医に投薬や入院の処置を要請するなど、ただちに何らかの専門的

対応をしなければならないような事例で、保健室では平常業務のなかでは対応しきれないよう

な心理的緊急事例も増加している。大学は学生の精神的健康と人格的成熟を支援する責任を持

っており、保健室も保健室としての役割を認識し役目を果たしつつ、プライバシー保護に支障

をきたさぬように最大限に留意し、心理的緊急ケアシステム（心理的な緊急事例発生時に組織

的に危機介入するシステム）の一員としてメンタルヘルスケアスタッフおよび各関係部署と十

分な連携をとりながら緊急事例に対応していく努力が必要である。 

安全点検・衛生管理は各内容により各部署で担当されており、安全委員会のように学校全体

としての取り組みや組織づくりが今後の検討課題である。新校舎建設・キャンパス整備に伴う

安全面での問題については、学生および教職員への搬送経路の確認と周知および連絡網の徹底、

AED・担架の常設、一般学生や教職員を含めた救急処置の知識や技術の普及を検討している。一

方、近年授業中の暴力事故といった問題も出てきており、事故の要因と結びつく学生の心身状

態の把握や分析、日常の行動観察等心身の安全管理も検討していく必要がある。 

学生一人ひとりが自己管理の精神を養い、自分自身の健康実現のための健康づくり（健康の

保持増進・生活改善）にどう取り組んで活かせるかが課題である。学生の多種多様なニーズを

知るためには、職員の基本的資質や感性を磨くための努力を行うと同時に、学生との日常の関

わりや各オリエンテーション・講習会・検診等の現場での啓蒙活動を通して学生が学生のニー

ズを表出しやすい環境づくりを作り出していくことが必要であり、学生自身の気づきを促す健

康教育・健康指導を模索していく必要がある。学生の心身の健康を保持増進していくためには、

学生自身の個人の努力に加え保健室や学生を取り巻く担当者の支援が不可欠である。学生部の

職員数の充実も視野に入れ、学生を集団としてアプローチするだけではなく、個々人を尊重し

た個別のアプローチも実践していきたいと考える。 

 

�．大学院生 

１．健康診断受検率をこのまま維持すべく、今後も徹底した受検指導を行っていきたい。 

２．身体障害者の支援については、組織的な支援体制やよりきめ細やかな支援内容を実施して

いくために、専門の担当部署の設置や専門カウンセラーの配置等も念頭に置いた今後の対策が

必要である。 

３．精神的不安定学生の増加に伴い、大学は、学生の精神的健康と人格的成熟を支援する責任

を持っており、心理的緊急ケアシステム（心理的な緊急事例発生時に組織的に危機介入するシ

ステム）の一員としてメンタルヘルスケアスタッフおよび各関係部署と十分な連携をとりなが

ら緊急事例に対応すべく努力している。 

４．安全点検・衛生管理は各内容により各部署で担当されており、安全委員会のように学校全

体としての取り組みや組織づくりが今後の検討課題である。 

５．学生が自分自身の健康実現のための健康づくり（健康の保持増進・生活改善）にどう取り

組んで活かせるかが課題である。また保健室をはじめとする大学側が学生の多種多様なニーズ

を知るための努力はかかせない。また、大学院生に対しては、今後も個々人を尊重した個別の

アプローチをしていきたいと考えている。 

 

必���ラスメン���のための�置の��性 
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2006 年に「追手門学院大学キャンパス・ハラスメント防止のためのガイドライン」を制定し、

その定義や、相談と救済に対処するための相談体制について、また、事実関係を調査する調査

委員会や、調査結果への対処などについて定めている。学生に対しては、ガイドラインに基づ

き選ばれた各学部１名の教員と若干の職員からなる相談員が、相談に応じる。 

2006 年度に実施した「学生生活実態調査」によれば、セクハラを受けたことがあるかとの問

いに対し、あるとの回答が 5.4％あった。しかし、セクハラを受けた際の相談相手として、同

級生とした回答が男性：43.1％、女性：58.8％、学校関係（教師・職員・学生相談室・学生課）

とした回答は合計で 13.2％であり、問題の性格上、公になりにくいことが想像される。 

学生への啓蒙活動としては、新入生オリエンテーション時に、人権啓発委員会委員長である

教員からキャンパス・ハラスメントをテーマに講話を実施している。在学生対象には、外部講

師を迎え、年１回、キャンパス・ハラスメント防止のための講演会を実施している。また、何

がハラスメントであるのかよく知ってもらい、知らず知らずのうちに加害者にならないために、

また被害に遭ったときに適切な対応がとれるように、分かり易いパンフレットを作成し、配付

している。 

なお、2008 年度においては下記の通り、教職員対象の研修会が実施された。 

・2008 年７月２日  新採用職員対象セクハラ研修「ハラスメントのないキャンパスを」 

・2008 年 12 月４日 教職員対象人権研修「キャンパスにおけるハラスメント」 

・2009 年２月 18 日 課長・事務長対象「管理職がパワハラ加害者にならないために」 

��検・��（長所と問題�）� 

本学は組織や規程においては十分に整備し、また、学生相談室においても、専任相談員が相

談にあたるなど体制は整っている。 

しかし、ハラスメントはデリケートな問題であるため、各所で内在していても表面化しにく

い。また、被害者の主観によって、同じ行為でもハラスメントになったり、ならなかったりす

るため、在学生対象の講演会においても、受講生は一般論として認識しているだけで、自分の

問題として捉えられないように見受けられる。 

ハラスメントに限らず、いじめ行為においても、加害者には加害者意識がない場合が多く、

問題解決は容易ではないと思われる。繰り返し啓蒙活動を実施し、各自の意識向上を図ること

が重要であると思われる。 

�����（��の��・��に向けた��）� 

2008 年度から、学生課と学生相談室および保健室の３者情報連絡会を定期的に持ち、情報の

共有化を図るようになった。個人情報には最新の注意を図りながら、最低限の情報共有化によ

り、問題の早期解決や発生防止につなげたい。今後は、この連絡会を通して、効果が期待でき

る啓蒙活動や、風通しのよいキャンパスづくりについて具体的に検討に入りたい。 

 

任意：生活相談��部�の活動の有効性 （大学基�デー� 表 45） 

任意：生活相談、��相談を行う専門の��ンセラーや�ド�イ�ーなどの配��� 

������ 

１．学生相談活動の目的 

学生相談の目的は、学生一人ひとりが有意義で充実した学生生活を送ることができるように

援助することである。学生が抱える様々な問題、例えば履修科目やクラブの選択、転部・転科
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の相談、友人関係や家庭内のトラブル、将来の進路や生き方、心や身体についての不安など、

どんな相談でも持ち込むことができる。したがって相談内容の幅は広く、修学相談や生活相談

のほか、精神面の健康相談もますます必要とされている。特に近年では心理的問題の重篤なケ

ースが増加しており、長期にわたる治療的援助が求められている。このように、種々様々な問

題を抱える学生への援助を目的として相談室の諸活動が展開されている。 

また、このような援助活動では、学生が現在直面している危機的状況への対処を援助するだ

けでなく、将来において生じうる危機にも効率的に対処できるような技能や能力を養成するこ

とも重要な課題となる。学生相談は対症療法的な活動だけでなく、学生一人ひとりが将来の人

生に積極的に立ち向かうために必要な「内的資源」を開発するという教育的機能を重視した教

育的・開発的役割をさらに充実させ、心身の健康管理と学生の自己成長を目指した活動を展開

していくことが望まれる。 

２．現在の�� 

2006 年度より、本学の教育構想の重点施策として「学生たちに自分を見つめ社会の現実を理

解し自ら人生設計をするように動機付ける」ためのキャリアデザイン論の拡大・充実がなされ

ることになった。このことから学生相談室は、キャリア教育を補完する個別支援としてキャリ

アカウンセリングの充実を図ることになった。2006 年度以前のスタッフもキャリア形成支援に

関与してきたが、キャリア支援には、ケースによって心理的なケアや配慮を要する場合がある

ことから、心理相談を含めて、さらに専門的な知識と技能を有するキャリア・カウンセラーを

配置し、その充実を図ることになった。 

開室日は、月曜日から土曜の週６日、開室時間は午前 10 時から（受付は９時 20 分から）午

後５時まで（土曜日は午後１時まで）である。いつ来室しても、常勤・非常勤を含む専門家の

対処を得ることができる。 

2008 年４月の人員体制は、学生相談室室長、専任教員相談員・専任職員相談員各１名、定時

職員１名、非常勤カウンセラー５名（内２名は週１回 ７時間、３名は週１回 ４時間を担当）、

精神科医１名（週１回４時間を担当）の体制になっている。 

相談員はそれぞれ、臨床心理士、シニア産業カウンセラー、大学カウンセラー、精神科医師

の資格を持つ専門家である。 

３．学生相談室の施設と設備 

１号館改築に伴い、2007 年４月から２号館１階に移転した。床面積は 161.95 ㎡で、以前よ

り 15.48 ㎡広くなった。ラウンジスペースは、８畳の和室を含めて 52.14 ㎡、面接室２室は各

13 ㎡、もう一室は 25.28 ㎡、事務スペースは 45.03 ㎡、待合いスペースは 13.5 ㎡になっいる。

これまでの地階から地上階の 1 階になったことで、明るくラウンジも利用しやすくなっている。

面接室も１階であるが、大学の立地上 2 階にあるような構造になっており窓の外を気にしなく

てよい。面接室、ラウンジと事務スペースの間の壁およびスモーク貼りガラスは防音工事が施

されている。BGM としての有線放送設備も従来通り整備された。 

４．学生相談室の活動と機能 

学生相談室は、①相談機能、②教育機能、③研究機能の３つの機能を柱にして活動している。 

（１）相談機能 

自発来談が中心を占めているが、家族・友人・教職員・医師からの連絡紹介による来談も少

なくない。相談内容は、修学相談、心理相談、生活相談、その他の領域にわたっている。相談

の方法としては、本人へのカウンセリングのほか、ケースワーク、学内諸機関との連携、学外
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専門機関への紹介、教職員・保護者へのコンサルテーション、ガイダンスを行っている。 

学生たちの様々な課題を解決するには、学生相談室だけでなく、学内外関係部署・教職員と

協働することが重要であることは言うまでもない。さらに最近では保護者からの相談も増えて

おり、それに適切に対応していくことも大学の担うべき役割の一つである。2005 年４月～６月

に保護者にアンケートをとった結果から、「親元を離れて、未経験の自炊生活、とにかく食事に

ついてとても気になります」など健康に関すること、「卒業後きちんと就職し、本当に自立でき

るのか不安です」など卒業後の進路・就職に関すること、その他「何から何まで心配です」な

ど、保護者が様々な不安や心配を抱いている実態が見えてきた。大学として保護者の相談に応

じることや大学生の「育て上げ」を支援するコンサルテーションを提供することも学生相談室

の重要な役割として認識しておく必要がある。 

（�）教育機能 

① 講演会 

学生・教職員の精神的健康の自主管理や、そのための援助体制の確立などを目的に、学外か

ら講師を招いて学生相談室主催の講演会を年１回開催していたが 2004 年度より予算が削減さ

れた。2005 年からは、学内者を講師に開催していたが、2008 年 12 月には神戸女学院大学の小

林哲郎教授を講師に「大学生の現状と学生対応の学内連携」というテーマで教職員対象の講演

会を開催することになった。 

また、1991 年度より入学式後の教育後援会において、「大学生の心理」などのテーマで青年

心理や学生の心の危機、親の心構えなどについて学生相談室長による小講演を実施している。 

さらに、2005 年度より教育後援会主催・学生相談室企画の講演会を、学生相談室長や本学専

任教員の協力を得て開催している｡過去に実施した講演の講師とテーマ､参加者数を下表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 心理テスト 

学生相談業務は個別相談を中心に、学生が自身への理解をすすめ、その結果問題解決に至っ

たり、学生自身が苦しい状況を自分で乗り越えていったりする力を支える機能を有している。

その作業においては、学生の心理や素質を把握するために心理テストを用いることもある。こ

れは、学生と面接者の間で、学生自身についての共通理解をもちやすくすることにもなり、学

生自身が自分のさまざまな面に気づく利点も大きい。 

東大式エゴグラムテスト、ストレスコーピング、統合型 S-HTP テスト、風景構成法、コラー

ジュなどを希望者に実施している。また 2003 年度から仕事や職業に関する興味や関心を明らか

にする「VPI 職業興味検査」を行っている。この検査は、検査後の個別のフィードバックから、

学生の人間的成長やキャリア形成支援に関する個別相談に移行することも多いため、キャリア

開発課とも緊密に連携しつつ、さらに充実を図っていく必要性がある。ここ数年は教育後援会

より予算の協力を得て、多くの学生が実施できるようにキャリア開発課との共同企画としてい

開催日 講　　　師 演　　　題 参加者数

　大学生の「人と共に生きる力」を育てるために

　　－親としての配慮と支援

　大学生の法に関する規範意識を高める

　　－これからの企業が求める人材とは－

　学生期の子どもを育てるということ

　　－子別れの季節をどう生きるか

　不透明な時代の親子関係のあり方について

06.6.10

07.6.23

63

57

08.5.24

　三川俊樹　（追手門学院大学）

　水野浩児　（追手門学院大学）

　高石恭子　（甲南大学） 63

09.5.9 　青木健次　（京都大学） 65
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る。 

このような心理テストは、授業とは異なり、成績評価にまったく影響しない場で実施するこ

とにこそ大きな意味があり、ありのままの自分を見つめる絶好の機会となる。また、心理テス

トの結果をフィードバックし、カウンセリングにつなげるというケースもある。 

③ 体験学習 

大学という学生の時期は、子どもである自分から大人である自分との間の時期であり、特に

就職・進学といった進路も視野に入れた、自分探しの時期でもある。学生が自分自身のことに

ついて向き合い考えるきっかけを作るためには、一定の時間をとって作業することが有益に働

くこともある。 

学生相談室の業務としては個別相談が基本ではあるが、特別な相談にまでは至らなくても、

先ほど述べたような自己啓発になるようなきっかけ作りを目指し、集団でも実施できる体験学

習を企画してきた。身体のリラクゼーションを図り、ストレスの低減を目指すという目的で、

ヨーガや自律訓練法等の体験学習会を毎年実施していたが、学内で対応できる人材がなく、そ

の上予算が削減され、企画を中断せざるを得ない状況である。学内・学生の必要性に応じた企

画を行っていくことが重要である。 

④ TEA・TIME 

話題提供者（教職員や非常勤相談員）を囲んでの懇話会。参加者同士に出会いの場を提供す

る目的で、開催している。 

⑤ 『学生相談室年報』および『学生相談室だより』等の発行 

『学生相談室年報』は、学生相談室における１年間の活動報告と研究発表の場として、1991

年３月に創刊号を発行し、2008 年８月には第 18 号を発行した。 

『学生相談室だより』は、学生相談室の広報誌として、心の健康へのアドバイスや非常勤相

談員の自己紹介、学生相談のすすめなどの内容を盛り込んで年３回発行し、全学生・教職員に

配付している。 

2006 年３月には「大学生の心の理解と『育て上げ』への配慮－保護者のためのガイドブック

－」を発行した。2007 年度からは、新入生の保護者に継続して発行・配付している。 

この他、学生の精神的健康を維持するために、わかりやすい啓発的なパンフレットとして

2005 年度の「うつ」「摂食障害」「神経症性障害」に続いて、2006 年度は「アルコール依存」「不

眠症」をテーマに作成した。2007 年度は、「いのちⅠ」～「いのちⅢ」を最も痛ましい事故が

起こらないようにという祈りを込めて、2008 年度は「心に傷を負ってしまったときに」を精神

科医が中心となり、学生相談室のスタッフ全員でアイディアを出し合って計９点作成した。 

また 2008 年度には、室長、専任教員相談員、専任職員相談員が中心となり、「学生への対応

に必要な心理的配慮―教職員のためのガイドブック―」を大幅改訂し、発行した。改訂におい

ては、現在の実際的な学内状況を把握するために、教職員に学生対応についてのアンケートを

とり、そこで多く挙げられた問題を盛り込むよう考慮した。 

（３）研究機� 

近畿学生相談研究会（KSCA）の例会（春・秋２回開催）と特別例会に、教務・学生・就職各

課および図書館のスタッフと共に、毎年数名が参加している。また助言者として参加すること

もある。このほか、日本学生相談学会、全国学生相談研修会にも参加している。 

近畿学生相談研究会（KSCA）と日本学生相談学会には、追手門学院大学は機関加盟している。 

これらの研究会は情報も豊富で内容も多岐にわたっており、学生相談業務の向上にとっては
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不可欠なものである。したがって、学生相談員だけでなく、窓口で日々学生と接する職員が、

より適切に学生と対応できるようになることを目的として、学生相談室以外の職員にも参加出

きるように、職員研修の一環に位置づけられていたのがさらに「指名研修」あつかいとなって

いる。 

また、毎年夏期休暇中および冬期に事例研究を中心とした相談室内部の研究会を開き、相互

研修と事例カンファレンスの場としている。 

�４�学生相談室緊急ケア��者の�割 

2001 年４月に、「緊急ケアシステム」が発足した。近年の傾向として、何らかの対処をただ

ちに必要とするいわゆる緊急事例がある。しかし相談室の体制は予約によるカウンセリングを

原則とし、時間をかけて学生の自己成長を援助しようとしている。しかも予約満杯の状況があ

り、その場で緊急に対応するのには困難を伴うことがある。また、緊急事例の多くは身体症状

を訴えて保健室に来室するが、保健室の応急処置機能は外科や内科が中心で、精神科領域の緊

急対応の機能は十分とは言えない。 

この点を重視して、学生相談に専任教員相談員を増員配置し、相談室と保健室の両方に関わ

りながら緊急事例に対応しようという全学的システムが「緊急ケアシステム」である。このシ

ステムの発足によって、ただちに学生の心身の安定をはかり、自殺を予防し、あるいは精神科

医療にリファーするなど、緊急対応の体制が格段に充実することとなった。同時にこのシステ

ムによって、従来任意的な協力が多かった相談室・保健室との連携関係を明確にすることがで

きた。 

2007 年４月からは、「学院メンタルケア」の取り組みが始まった。相談室の専任教員相談員

は、大学で学生相談に関わるだけなく、追手門学院系列校の幼稚園、小学校、中学校、高等学

校へ月１回の割合で出向き、各校園の教師や保護者の相談にのっている。心の問題について、

教師や保護者が現在困っていることについて話を聞き、対処法をアドバイスしたり、必要であ

れば関連機関の紹介を行ったりしている。 

５．学生相談室の利用状況 

�１�相談者数および相談延回数 

学生相談室の利用状況を相談者数と相談延回数で見ると次頁の表の通りである。相談者数・

相談延回数は、ここ数年横這い状況にある。現状を考察すると、基本的に現在の社会状況のな

かで、心の問題を抱えた若者が増加している可能性がある。さらに、18 歳人口の減少は、大学

に多様な学生が入学できる状況を作り出している。小・中・高校時代に不登校を経験した学生

が、これまでの課題を抱えて入学していることや、小・中・高校にスクールカウンセラーの配

置がなされたことで、カウンセリングに抵抗がなくなっている。 

最近は、相談内容の深刻化・複雑化したケースが多く、問題解決のための継続相談の場合が

多い。 
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小
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05 60 22 6 2 13 - 103 6 77 42 38 272 112 547 2 75 - 41 118 139 907

06 123 24 2 - 16 - 165 2 130 14 43 227 58 474 2 89 1 33 125 111 875

07 115 45 2 5 31 1 199 3 129 15 68 178 68 461 4 97 1 8 110 42 812

08 110 16 5 1 16 - 148 6 193 16 48 275 84 622 2 115 3 10 130 65 965

そ

の

他

総

計

修 学 相 談 心 理 相 談 生 活 相 談

相談者数と相談延回数の推移 

 

�２�相談内容 

相談内容別の推移については下表の通りである。相談者数・延回数共に、心理相談が最も多

くなっており、ここ数年の修学相談は増加状況になっている。新入生が入学後最初にぶつかる

履修計画の立案・作成に関わる相談については、各学部や教務課で対応するように工夫され、

相談室には進路との関わりを課題に訪れている。 

相談内容別�数 

�３�月別相談状況 

月別相談状況は次頁の表の通りである。実数は例年４月・５月が多く、延数は４月・５月・

６月・７月が多くなっている。１月・２月・３月もほかの月より多少減少しているが一定数来

談者があるのが最近の状況である。その理由は、休学や不登校状況にあったり、家族関係の問

題などを訴えていたケースで、４月からの復学や修学のために心の準備をする学生が増えたこ

とによる。 
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月別相談�数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�点�・評価�長�と問題点�� 

�．組織体制 

学生相談室の活動は、専任教員相談員・専任職員相談員、非常勤のカウンセラーおよび精神

科医を中心に進められている。また、ゼミその他の科目担当教員や、学生課・保健室・教務課・

キャリア開発課など関係部署との連携も、年をおってより強化されてきている。しかし、学内

のあらゆる部署との連携関係が重要でありながら、一方では、プライバシー保護をはじめとす

る学生相談活動の特殊な事情のために、相談室はどの部署からも独立した位置づけをもつ必要

がある。つまり学生相談室は、その独立性と他部署との連携性という二面性を常に抱えている。 

この点で、2000年４月に学生部長の兼任であった相談室長を別途選任し、2000年６月に相談

室を学生課から分離したことは、理想に向けての一歩前進であった。現在、この二面性への理

解を求めようと、全教職員を対象とした講演会などの活動を展開している。 

本学では現行の組織体制によって、学生の問題解決への援助活動はほぼ要請に応じられてお

り、その成果には一定の評価を与えることができると考えられる。しかしさらなる充実を求め

るならば、以下のように、いくつかの組織上の問題点が浮上してくる。 

���学内関係部署および保健室との組織�連携の強化 

学生の抱える多様な課題に適切に対応するために、学内関係部署との連携は不可欠である。

また、特に緊急ケースでは身体症状を訴えて保健室に助けを求めてくることが多く、保健室と

相談室との連携も重要である。これらの相互協力関係は前述のように年々緊密になっており、

特に2001年４月の「緊急ケアシステム」が発足してからはかなり連携関係の組織化が進められ

たと言える。さらに今後は、相談室、学内関係部署および保健室との相互間の連携を整備する

必要がある。 

�２�相談体制の一�の充実 

現在、ケースカンファレンスを中心とする研究会が年２回開かれており、夏期・冬期休暇中

なので、勤務日の違う非常勤相談員も全員が顔を合わせることができる。これによってカウン

セリング技量の相互研鑽を目指すと共に、意見や情報を交換して、相談室機能の向上に資して

いる。しかしここでは次の２点が課題となっており、解決策が模索されている。 

一つは、年２回の機会ではケースカンファレンスとしては少なすぎるということである。カ

64 72 59 53 2 32 45 40 45 48 27 29 516

64 45 34 19 1 9 23 11 15 12 9 9 251

99 128 123 100 4 52 75 77 74 82 49 44 907

54 55 70 55 10 36 44 43 35 39 24 34 499

54 36 42 25 4 15 15 15 6 8 1 7 228

98 109 131 94 12 54 84 72 59 70 38 54 875

50 41 52 48 6 22 46 42 45 33 24 25 434

50 22 25 25 0 6 20 11 15 10 2 8 194

81 74 111 104 6 41 91 87 75 56 44 42 812

53 56 49 47 12 36 60 39 39 43 20 26 480

53 26 23 22 1 13 26 9 8 11 3 9 204

99 113 98 94 19 71 141 79 77 81 44 49 965
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当該月来談数
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実　　数

延　　数
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実　　数

延　　数
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ウンセラーも精神科医もすでに相当の経験者ばかりではあるが、自分の担当するケースについ

てスーパーヴィジョンを受けるということは、初心者に必要なだけではなくて、この領域にお

ける自己向上の常道である。相互にスーパーヴァイザーになりあって、さらなる研修を積む機

会がもっと多くてしかるべきである。大部分の相談時間を非常勤に委ねている現状では、この

回数を増やすことには何かと困難を伴うが、継続的に工夫していく必要がある。 

その二は、ケースの特徴に適合したカウンセラーを選択する余地が少ないということである。

学生の問題は種々様々であり、カウンセラーの側の技法にも各種各派の違いがある。したがっ

て、ケースに適合したカウンセラーを選択することが必要になるが、常勤にせよ非常勤にせよ、

相談員の配置は曜日や時間に拘束されているので、選択の幅は小さい。時に中断になるケース

も見られるが、その原因の一つに、ケースとカウンセラーとの不適合があるのではないかと考

えられる。この問題は、各種の技法をもった多数のカウンセラーを配置することによって解決

可能であるが、多額の人件費を要することでもある。 

２．施設・設備 

現在の学生相談室は２号館１階にあり、２ヵ所ある出入り口の１ヵ所はラウンジ利用者を主

とし、もう一方の出入り口は相談にきた学生がラウンジ側から入りにくい場合を主としたもの

になっている。さらに相談室は２号館玄関を入って左側に位置するが、入り口近くに衝立を設

置したことで相談室への出入りがしやすい構造になった。 

内部には面接室３室、ラウンジスペース、事務スペースのほか、キッチンと本棚が設置され

ている。当初、１号館が完成するまでの仮施設の予定であったが、移転をしないことになった。

面接室に洗面台を設置すべきという改善点は残っているが、ほぼ学生の需要に応えることがで

き、学生相談活動の充実発展にその役割を果たしてきたと思われる。かつての地階から地上階

に移転し、どの部屋も明るくなったこともあり、面接室・ラウンジスペース共、常に学生の利

用があるという状況である。 

今回の移転で解決されなかったことは、通常にラウンジを利用するのではなくて、さらに深

い心理的なリラックスを求めて面談室での休養を希望する学生が増えていることから、これら

の学生が静養できるリラクゼーションスペースが必要と考えられ、それが確保できていないと

いう点である。 

［改善方策（将来の改善・改�に向けた方策）］ 

これまで述べてきたように、現在の組織体制や施設・設備はかなり充実したもので、ほぼ学

生のニーズに応え得ていると思われる。2001年度はじめからの「緊急ケアシステム」の設置に

よって、学生の心の問題に対する本学の対応能力は、質量共に一段と増強されたと言える。し

かし、さらに理想を追求するならば、将来に向けて工夫・改善するべき課題があることにも気

づかざるを得ない。それは特に前掲［点検・評価（長所と問題点）］で述べたところである。

以下にそれを再掲して対応策を検討するが、いずれも困難な要因を伴った課題なので、時間を

かけて検討を重ねていきたい。 

（１）研�会・ケースカンファレンス・スーパーヴィジョンの体制強化 

相談室のスタッフは相当に熟練したカウンセラーばかりなので、ケースへの対応は担当者に

任せているのが現状である。しかしケースによっては複数の専門家が情報を共有して相談し合

うケースカンファレンスが必要であるが、現在のところ、相談室内外での個人的相談に委ねら

れている。これをより組織的な相談室活動として位置づけ、相談体制の強化を図ることができ

れば理想的である。また熟達したカウンセラーにも、時にスーパーヴィジョンが必要であると
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考えるべきである。 

本相談室で毎年夏期・冬期休暇中に実施している研究会は、何人かのカウンセラーが担当す

るケースについて発表する事例研究会である。この研究会がケースカンファレンスの機能をも

つと共に、グループ・スーパーヴィジョンの役割も果たし、相互研鑽の有益な場になっている。

しかし、個々のケースについて十分なカンファレンスをするためには、かなりの頻度で開催し

なければならない。大規模な相談機関では週に１度ないし月に１度の間隔で定期的に開催して

いるところもあるが、非常勤カウンセラーに大きく依存している本学の体制では非常に困難な

ことである。 

そこで現在検討中の改善策は、以下の３点である。 

① 現行の研究会の回数を増やす工夫をする。当面は年２回開催しているところであるが、

それ以上になると非常勤カウンセラーの勤務条件への配慮や、人件費の増加が問題になる。 

② 研究会の運営の仕方として、ケースカンファレンスの機能を強化する工夫をする。その

ためには、現在は関係者だけの集まりであってもケースに関する守秘義務を相互に保って

いるが、ケースカンファレンスでは具体的情報を共有しなければならないので、研究会参

加者の部外秘あつかいとすることについて、相談室関係者のコンセンサスを得なければな

らない。 

また、来談した学生について相談室内で情報を共有することで、適切な対応ができるとい

うことがあり、関係者がチームとして守秘義務を遵守する必要がある。 

③ 現在のところ、実際にはごく小人数で任意にケースについての相談をしているが、これ

を相談室のケースカンファレンスとして日常業務のなかに位置づける。これは現行の追認

に近いので最も容易であるが、非常勤カウンセラーにとっては、曜日や時間によって相談

相手が限定されるという問題がある。 

�２�ケースに適合したカウンセラー選択の自由幅の�大 

学生の相談や状態像は実に多種多様であり、カウンセラーの得意とする技法にも各種各派の

違いがある。学生の問題に適切に対処するためには、それぞれのケースに最も適合した担当者

が選ばれなければならないが、常勤・非常勤を問わずカウンセラーや精神科医の配置は曜日と

時間に拘束されており、学生にもさまざまな都合がある。この条件のもとでは、そのケースに

適合したカウンセラーを選択する自由の幅は小さいというのが現実である。 

この現実は多くの大学の相談室と共通の問題であろうと思われるが、カウンセラーの数の確

保、技法の多様性の確保、相談時間や面接室のキャパシティの確保など、大きな予算を伴う困

難な問題である。どのような相談にも幅広く応じ得る人材を確保しなければならないのは当然

のことではあるが、やはり抜本的な方策は、相談体制そのものの課題として、時間をかけて検

討していかなければならない。 

当面は、インテーク面接の工夫や専任教員の相談担当時間の増加などによって、多少なりと

も改善をしている。前述のように2001年度から「緊急ケアシステム」がスタートしたので、相

談室の予約によるカウンセリングは、比較的緊急性のないケースが多くなっている。その場合

には丁寧なインテーク面接をすることによって、少々予約が先のことになっても、ケースと担

当者との適合性を優先させて選択する余裕が生じてきている。なお、インテーク面接のあり方

自体についても種々の考え方があり、検討するべき課題であると考えている。 

�３�「緊急ケアシステム」の��的�確化 

前述のように「緊急ケアシステム」は全学的システムで、学生相談室と保健室の双方に係わ
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りをもっている。相談室としては、相談室規程で保健室との連携関係を規定しているので当面

の問題はないが、組織体制の整備の必要があると考えて、検討中である。 

（４）リラクゼーションスペースの設置 

前述のように、相談室のラウンジスペース、和室も設置されて、かなり有効に活用されてい

る。このスペースは緊急事例の休息の場をかねているが、一般の学生が心理的に疲れた心を休

める休息の場と、より深いリラクゼーションを必要とするケースのための癒しの場とは、空間

的に区別されることが理想的である。リラクゼーションのための特殊空間を作る装置も開発さ

れ、幾つかの大学の相談室で使用されているので、いずれは本学でも導入したいと考えている。

しかし現在のスペースにその装置を設置するには無理な面もあり、予算も伴うことなので、今

後の検討課題である。 

サブプライム問題に発する世界的な金融危機、経済恐慌のなかで、すでに就職先の内定を取

り下げる企業が多く出てきている。また新規採用を控える企業が増えてくることも予想される。

今後進路に関する不安からの相談が急増することが予想され、キャリア開発課との緊密な連携

を前提に、先を見通し迅速に適切な対処をするために、充分な人的対応の強化が必要と考えら

れる。 

現代社会の諸状況は学生生活にも多くの苦悩を生み出し、また子どもたちの精神発達上の現

代的諸問題が、やがて大学生の自己確立の過程における大きな困難として表出してくる。この

精神状況のなかで、学生相談への要請は、さらに高まるものと考える。学生の抱える諸問題の

解決を援助し、その精神的健康を維持・増進し、さらなる自己成長を支援する学生相談室の活

動は、今日の大学における学生サービスの基底をなすものである。この認識を基本姿勢として、

学生相談活動のより一層の充実・改善を行っていくことが課題である。 

 

（就職�導） 

必��学生の進路�択に関わる�導の適切� 

必��就職�当部�の活動の有効� 

���学生への就職�イ�ンスの実�状況とその適切� 

���就職�計データの整備と活用の状況（大学基�データ表�） 

�現状��� 

（１）大学の取り組み 

本学のキャリア形成支援プログラムは、就職活動に必要なスキルは直前になって習得できる

ものではなく、１年次から培われなくてはならないという視点に立った、計画的・継続的なキ

ャリア形成支援プログラム（次頁図「追大型キャリア形成支援の展開（計画的・継続的なキャ

リア発達モデル）」参照）であり、さらに学生一人ひとりのキャリア発達に応じた個別相談（キ

ャリアカウンセリング）を重視している。2004 年度からスタートさせた追手門学院大学のキャ

リア形成支援プログラムは、４年目の完成年度にあたる 2007 年には、少人数制のキャリア実

践塾やキャリア体験データベースなどを組み込んだ「追大型自主自立キャリア支援モデルの展

開」として、文部科学省の現代 GP に採択された。 
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追大型キャリア形成支援の展開（計画的・継続的なキャリア発達モデル） 

入学前／１年次 ２年次  ３年次  ４年次  

 

 
 

    
 

  

        

        

 

キャリア開発部の人員構成は、専任７名（内、部長１名、部長代理１名、課長１名）、嘱託職

員２名、派遣職員７名の計 16 名で、学生への個別相談が重要性を増しており、キャリアカウン

セラー／コンサルタント、産業カウンセラー（計５名）や企業での就業経験豊富な職員（２名）

も配置している。 

また、サテライトオフィスとして、2007 年３月にサテライトオフィス茨木（阪急茨木市駅前）、

2008 年３月にサテライトオフィス大手前（本学院大手前中・高等学校本館６階）の２つを設置

し、それぞれ２名の常勤職員とキャリア開発部との兼任で室長、課長の２名を配置している。 

なお、キャリア開発部における基本方針の策定や運営に関する重要事項を審議する機関とし

て「キャリア開発部委員会」を設置している。委員会はキャリア開発部長、各学部より選出さ

れた教員８名（任期２年間）、キャリア開発部長代理、キャリア開発課長の１１名で構成して

いる。 

キャリア開発部およびキャリア開発部委員会に関連する規程としては、①キャリア開発部運

営規程、②キャリア開発部委員会規程、③キャリア開発部職業紹介規程、④キャリア開発部個

人情報適正管理規程の４規程を設けている。キャリア開発部運営規程は、関連する規程を統括

する本則規程である。キャリア開発部委員会規程は、委員会の設置、審議事項、委員の構成お

よび運用等について定めている。キャリア開発部職業紹介規程は、求人・求職にかかわる取り

扱いや職業安定法の遵守等について定めている。キャリア開発部個人情報適正管理規程は、学

生の個人情報の取り扱いや取扱責任者、教育訓練等について定めている。 

�キャリア教育� 

キャリア開発部では、今年４月、キャリア教育支援室を新設し、資格取得支援講座や就職支

援講座およびインターンシップ、また新たに教員を目指す学生の支援（教職支援）、学校・地

域ボランティア支援を加え、キャリア教育支援の拡充を図っている。 

本学のキャリア教育は、学生のキャリア発達に沿ったキャリア形成支援プログラムである

「追大キャリア形成支援プログラム」（次々頁の資料１「追大キャリア形成支援プログラム

（2009 年度版）」参照）を基本に推進され、入学前教育から始まり、導入教育（新入生演習）、

キャリア教育（キャリアデザイン論・キャリア形成論・インターンシップ・社会人の基礎）、

就職支援、卒業後の就業支援に至るまで、系統的（計画的・継続的）なカリキュラム・プログ

ラムと、個別のキャリア形成支援としての相談（キャリアカウンセリング）を重視しており、

その相乗効果を期待することができる。 

追大キャリア形成支援プログラムの年次別の内容は次の通りである。 

１年次生は、キャリアデザイン・ガイダンスにおいて、①キャリア開発部の取り組みの周知、

②充実した学生生活を送るための動機づけ、③卒業後の進路をイメージさせ、そのなかで職業

選びは最も重要な中核になることなどを理解させる。また、入学まもない新入生に対して、大

学での学習や大学生活が有意義に送れるよう支援するため、秋学期実施の授業科目「キャリア

早期教育による 

動機づけ 

自己理解と 

社会理解 

自己実現に必要な      

スキルの習得 

進路決定と進路を 

見据えたスキルの習得 
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デザイン論」と連携して、学外から社会人講師を招き、「生き方」や「働く意味」などをテー

マにした４回の講演会を実施して、学生が卒業後の進路を考えるきっかけづくりを行っている。 

２年次生は、「自己理解と職業理解」を習得目標にして、職業につながる自己の特性を主体

的に考えさせる。まず、春学期に授業科目「キャリア形成論１」と連携して自己理解を深める

ことを目的とした４回の講演会を、秋学期には授業科目「キャリア形成論２」と連携して職業

理解を深めることを目的にそれぞれ 10 回の講演会を開催している。 

また、インターンシップの意義を理解させ、その普及を図るために模擬的なインターンシッ

プ（プレ・インターンシップ）を実施している。 

３年次生は、「就職活動に必要なスキルの習得」を習得目標として、インターシップをキャ

リア教育の中核と位置づけ、履修を奨励している。2008 年度は 109 社に 174 名を派遣するまで

になった。 

４年次生は「進路決定と進路を見据えたスキルの習得」を習得目標とし、進路決定者には社

会人基礎力を養うことを目的とした講演会を秋学期に４回実施している。 

資格取得支援講座や就職試験対策講座としては、①社会人として求められる、いわゆる「読

み・書き・そろばん」にあたる日商 PC 検定３級対策講座、TOEIC®スコアアップ講座、簿記検定

３・２級対策講座、②目指す職業への必要なスキルを向上させる講座として販売士検定２級対

策講座（営業職）、秘書技能検定２級対策講座（事務職）、総合旅行業務取扱管理者対策講座、

IT パスポート対策講座（情報業界）、MCAS 試験対策講座、ファイナンシャルプランニング技能

士３級対策講座、③公務員試験対策講座（一般教養試験対策および専門試験対策）・基礎学力

養成講座や就職試験対策講座（筆記対策編・エントリーシート編、面接編）、④教員を目指す

学生を支援する講座として中高教員採用試験対策講座、小学校教員資格認定試験対策講座を開

講している。 
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�就職支援� 

就職支援は従前のキャリア開発課が行う体制を敷いている。今年度からテキスト、講師を一

新し、３年生の６月から就職ガイダンスを実施している。そこで、就職活動の基本的な知識を

習得させている。また、就職戦線が本格化する２月中旬には学生が企業研究や採用選考を有利

に展開できるよう優良企業の人事担当者を学内に招いて企業説明会を開催している。例年、多

数の学生がこの参画企業から就職内定を獲得している。学内企業説明会の開催時期は３年次生

の秋学期試験が終了して企業の採用活動が本格化する２月と、４年次生になってからの２回実

施しており、年間約 400 社の企業が参画している。 

その他、業界・職種研究セミナー、女子学生対象就職ガイダンス、就職ナビ登録説明会、就

職内定者体験談報告会などを実施している。刊行物は、就職活動マニュアル、業界研究マニュ

アル、就職手帳、就職内定者のアンケート調査をもとに就職試験の情報や先輩からのアドバイ

スを掲載した「就職試験報告集」を配布している。 

この他に、保護者を対象にした就職講演会を年２回開催している。就職問題は保護者にとっ

て大きな関心事の一つであり、大学としても保護者と協力してこそ就職実績を挙げることがで

きると考えている。 

システム面では、2008 年度に全学共通システムとして「GAKUEN」が導入されたのに伴い、就

職支援に関するシステムも全面移行した。学生用端末は 10 台のパソコンを設置し、大学独自

のサーバーから約１万社の企業情報や採用情報などの検索を行うことができるほか、インター

ネットで企業ホームページへのアクセスや東京商工リサーチ社の約 50 万社の企業情報を検索

することもできる。就職・資格参考図書は、就職活動マニュアル、業界・職種研究用の書籍、

経済雑誌、ビデオなどの書籍を揃えており、閲覧や貸出も行っている。 

（２）学生の状況�2008 年度就職・��の��� 

１．求人状況 

当年度の求人件数は 3,614 件で、前年度と比較すると 4.4％の減となり、2002 年度から一貫

して上昇し続けてきた求人件数が減少に転じた。１年間を通じて見ると、８月までの件数累計

は対前年度比を上回っていたものの９月に入ると一転減少した。このことは米国のリーマンブ

ラザーズの破綻に端を発した金融不安が、国内雇用にも影響してきたものと思われる。 

昨年度に引き続き、企業側では、例え採用数に満たなくとも求める人材のレベルを下げない

というところが多く、「質を優先する厳選採用」の傾向を強めている。 

求人件数状況を業種別に見ると、製造業、卸売業、情報通信業、小売業の順で、昨年度と比

較すると１位、２位が逆転している。また、上場企業（店頭登録を含む）からの求人件数は 647

件で、求人件数に占める割合は 17.9％となっており、求人総数が減少してはいるものの上場企

業占有率は前年の 15.5％から 2.4％増加している。上場企業の多くが経済環境の比較的良好で

あった春先に求人活動をはじめていたのが理由であると思われる。 

求人先の業種別の内訳は次頁の表の通りである。 
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業種別（構成比率順）内訳 

業 種 件 数（件） 構成比率（％） 主たる業種（小分類） 

製造業 694 19.2 印刷、食料品、機械器具 

卸売業 641 17.8 
機械器具、繊維、建築材料、 

飲食料品 

情報通信業 523 14.5 情報サービス、放送 

小売業 430 11.9 自動車、百貨店・スーパー 

サービス業 397 11.0 専門サービス、物品賃貸 

建設業 157 4.3 建設業 

飲食店・宿泊業 157 4.3 飲食店、宿泊業 

金融・保険業 138 3.8 信用金庫、証券、貸金 

その他 477 13.2 医療・福祉、運輸、不動産業 

計 3,614 100.0  

 

�．就職内定�� 

① 就職内定率 

就 職 内 定 率 

年 度 男 子 女 子 全 体 

2008 97.5％ 96.7％ 97.3％ 

2007 97.8％ 97.5％ 97.7％ 

差 異 ▼0.3％ ▼0.8％ ▼0.4％ 

2008 年度の就職内定率（就職活動者を分母にした就職内定者の割合）は、97.3％で、前年度

と比較すると 0.4％の減である。 

学科別で見ると、マーケティング学科、経済学科、ヒューマンエコノミー学科、英語文化学

科、経営学科、心理学科、社会学科、アジア文化学科の順である。全体で見ると対前年度比 0.4％

の減であるが、ヒューマンエコノミー学科と心理学科については前年度比 0.9％増と健闘して

いる。一方の社会学科では対前年度比 3.2％のマイナスと減少幅が最大。 
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一方、就職率（卒業者を分母にした就職内定者の割合）は、72.2％で、目標としていた就職

率７割を達成するとともに、全国平均（68.4％、文科省「学校基本調査速報」）を前年度に続

き上回ることができた。 

男女別に見ると、男子が 72.8％で前年度より 0.1％の減少、女子が 70.7％で前年度より 1.6％

の減少となった。 

学科別では、マーケティング学科の 77.5％を筆頭に、経済学科 77.3％、ヒューマンエコノ

ミー学科 76.8％、経営学科 73.2％の順であった。 

上場企業への就職者比率は、25.0％で、前年度と比較すると 1.6％の減少となった。学科別

に見るとヒューマンエコノミー学科が 31.2％と最も高く、続いてアジア文化学科、経営学科、

社会学科、経済学科、心理学科、マーケティング学科、英語文化学科の順である。 

就職内定の獲得は５月上旬から６月下旬がピークであるが、４月までに内定を獲得した学生

が 200 名おり、ますます早期化傾向が強まっている。しかし一方で、就職内定者の約７割が８

月上旬（盆休み前）までに内定を獲得しているのに対し、残る３割は３月までの各月に分散・

長期化しており、学生間におけるいわゆる就職活動の二極化現象が起きている。 

② 産業分類別内訳 

 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 

全  体 小売業 卸売業 製造業 金融・保険業 サービス業 

構成比率（％） 19.8 16.7 13.9 10.0 9.2 

男  子 小売業 卸売業 製造業 金融・保険業 情報通信業 

構成比率（％） 20.4 17.5 16.0 7.3 6.8 

女  子 小売業 金融・保険業 卸売業 サービス業 製造業、情報通信業 

構成比率（％） 18.5 16.6 14.7 14.3 8.7 

経済学科 小売業 卸売業 製造業 金融・保険業 情報通信業 

構成比率（％） 22.7 18.5 13.8 9.6 9.6 

ヒューマンエコノミー学科 卸売業 製造業 金融・保険業 小売業 運輸業 

構成比率（％） 18.3 15.5 14.7 13.8 8.3 

経営学科 小売業 卸売業 製造業 情報通信業 金融・保険業 

構成比率（％） 19.2 17.4 16.8 8.7 8.1 

マーケティング学科 製造業 小売業 卸売業 金融・保険業 サービス業 

構成比率（％） 19.6 18.8 17.4 10.9 9.4 

心理学科 小売業 サービス業 金融・保険業 製造業 卸売業 

構成比率（％） 15.7 15.7 14.7 10.8 10.8 

社会学科 卸売業 金融・保険業 サービス業 小売業 

情報通信業、飲食

店・宿泊業、公務 

構成比率（％） 11.9 11.9 11.9 10.4 8.8 

アジア文化学科 小売業 卸売業 製造業 サービス業 不動産業 

構成比率（％） 31.7 19.5 12.2 8.5 4.8 

英語文化学科 小売業 卸売業 サービス業 製造業 金融・保険業 

構成比率（％） 24.7 16.5 13.4 9.3 6.2 

全体では、小売業、卸売業、製造業、金融・保険業、サービス業の順で、前年度と比較する
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と、１位、２位の小売業と卸売業が入れかわり、４位、５位のサービス業、金融・保険業が入

れかわった。 

男女別に見ると、男子、女子共に小売業の比率が高い。 

学科別に見ると、経済学科は小売業の比率が高く、ヒューマンエコノミー学科は卸売業の比

率が高い。経営学科は小売業の比率が高く、マーケティング学科は製造業の比率が高い。心理

学科は小売業、サービス業の比率が同率で高い。社会学科は卸売業、金融・保険業、サービス

業の比率がいずれも同率で高い。アジア文化学科は小売業の比率が極めて高い。英語文化学科

についても小売業の比率が高い。 

公務員は 31 名（3.4％）で、前年度より３名減少した。内訳は警察官 14 名、行政（県庁・

市役所）３名、消防官６名、防衛省６名、中学校教員１名、保育士１名となっている。 

③ 職種別内訳 

内  訳 全  体 男  子 女  子 

構成比率 
営業・販売 

65.2％ 
602 

73.7％ 
485 

44.1％ 
117 

構成比率 
事務職 

14.5％ 
134 

3.9％ 
26 

40.8％ 
108 

構成比率 
情報処理技術者 

5.6％ 
52 

6.1％ 
40 

4.5％ 
12 

構成比率 
サービスの職業 

4.7％ 
43 

4.2％ 
28 

5.7％ 
15 

構成比率 
保安の職業 

3.1％ 
29 

4.4％ 
29 

0.0％ 
0 

構成比率 
運輸・通信の職業 

2.0％ 
18 

2.7％ 
18 

0.0％ 
0 

構成比率 
福祉専門職員 

1.0％ 
9 

0.8％ 
5 

1.5％ 
4 

構成比率 
教員 

0.2％ 
2 

0.2％ 
1 

0.4％ 
1 

構成比率 
その他 

3.7％ 
34 

4.0％ 
26 

3.0％ 
8 

計 923 658 265 

営業・販売職の占める割合は 65.2％で、前年度と比べると 3.4％減少している。男女別に見

ると男子が 73.7％、女子が 44.1％で、男子は 6.1％減少、女子は 2.1％増加している。 

一方、事務職は 14.5％で、前年度と比較すると 1.0％減少しているが、女子は 40.8％と全体

の職種のなかで最も比率が高い。 
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�．就職以外の進路 

 

内  訳 

2008 年度 2007 年度 

構成比差異 

人 数 構成比 人 数 構成比 

就 職 者 

（就職内定率％） 

923 

（97.3） 
72.2 

926 

（97.7） 
72.7 

▼0.5 

（▼0.4） 

進学（大学院・大学等） 33 2.6 27 2.1 0.5 

就

職

・ 

進

学

以

外

の

進

路 

アルバイト 59 4.6 37 2.9 1.7 

各種学校 37 2.9 28 2.2 0.7 

研究生・聴講生 3 0.2 5 0.4 ▼0.2 

留学 3 0.2 2 0.2 － 

求職者・その他 208 16.3 193 15.2 1.1 

不明 13 1.0 55 4.3 ▼3.3 

小 計 323 25.3 320 25.2 0.1 

卒業者数（合計） 1,279 100.0 1,273 100.0  

 （注）① 構成比率は、卒業者数を 100 とした場合の割合（％）。 

    ② 就職内定率は、就職活動者に対する就職内定者の割合（％）。 

    ③ 求職者・その他は、求職者または進路未定者。 

    ④ 不明は、郵便または電話により再三連絡しても応答のない者。 

 

進学は大学院 27 名（内、本学進学者は 13 名）、大学・短期大学６名の計 33 名で、前年度と

比較すると６名増加した。学科別では心理学科が 14 名で最多となっている。 

アルバイトは 59 名、4.6％で、前年度と比較すると 1.7％増加している。求職者・その他は

208 名、16.3％で、前年度比 1.1％増加している。不明者は、電話等により徹底した進路調査

を行った結果、1.0％までに引き下げることができた。 
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４．就職・進路支援行事等実施状況 

就職支援等行事名 実施状況 

＜１年生対象＞ 

キャリアスタート 

（キャリアガイダンス） 

第１回「キャリアデザインに取り組む」  158 名 

第２回「自分自身を理解する」      118 名 

第３回「キャリア情報を収集する」    138 名 

第４回「資格を取る、能力を高める」   115 名 

                  計 529 名 

＊ １年生の秋学期に授業の「キャリアデザイン論」と連携し

てキャリア形成の必要性や卒業後の進路を考えるきっか

けとなる内容の講演会を実施した。 

＜２年生対象＞ 

キャリアガイダンス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□春学期キャリアガイダンス 

第１回「正社員とフリーター」        955 名 

第２回「職業社会が求める人材」       791 名 

第３回「自分を知る」            723 名 

第４回「就職戦線の現状」          675 名 

＊ 第１回～第４回のガイダンスは、授業の「キャリア形成論

１」と連携して合同の講演会を実施した。 

□秋学期キャリアガイダンス 

第１回 「職業理解①―商社（食品）業界―」 643 名 

第２回 「職業理解②―情報業界―」     503 名 

第３回 「職業理解③―アパレル業界―」   480 名 

第４回 「職業理解④―小売業界―」     399 名 

第５回 「職業理解⑤―金融業界―」     396 名 

第６回 「職業理解⑥―A：公務員 

B：印刷・マスコミ―」396 名 

第７回 「職業理解⑦―A：印刷・出版 

B：旅行業界―」   354 名 

第８回 「職業理解⑧―A：旅行業界 

B：福祉業界―」   309 名 

第９回 「職業理解⑨―A：福祉業界 

B：インターンシップのすすめ―」 347 名 

第 10 回 「A：インターンシップのすすめ―   

B：職業理解⑩―公務員―」    461 名 

計 7,432 名 

＊ 第１回～第 10 回のガイダンスは、授業の「キャリア形成

論２」と連携して合同の講演会を実施した。 
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＜２年生以上対象＞ 

キャリアガイダンス 

第１回「ビジネスマナーのすべて」      43 名 

第２回「会社で役立つお金や法律の話」    31 名 

第３回「新聞の読み方・使い方」       23 名 

第４回「講演会とパネルディスカッション」  25 名 

                   計  122 名 

＜３年生対象＞ 

就職ガイダンス 

第１回「就職戦線の現状とキャリア開発課の 

利用法」              702 名 

第２回「自分の魅力を見つけよう」      551 名 

第３回「履歴書・エントリーシートの書き方」 

                     1,121 名 

第４回「就職試験対策」           728 名 

第５回「業界・企業研究の方法」       657 名 

第６回「面接試験の傾向と対策」       548 名 

第７回「就職マナー講座」          368 名 

第８回「就職活動をゆうゆうと乗り切る方法」 

                      272 名 

第９回「就職戦線の見通し」         256 名 

計  5,203 名 

＊ １回あたりの平均参加者数は 578 名である。 

＜３年生対象＞ 

業界・職種研究セミナー 

学生の業界・職種研究を支援する目的で、アパレル、情報、

医薬、住宅、旅行、流通・小売、金融、証券、福祉、食品の

各業界で活躍している方を講師に招き、講演会を実施し、延

べ 1,040 名の学生が参加した。 

＜３年生対象＞ 

女子学生対象ガイダンス 

第１回「女子学生を取り巻く雇用環境」   91 名 

第２回「女子学生就職体験談報告会」    75 名 

第３回「身だしなみ・メーキャップ」    95 名 

                   計 261 名 

＜３年生対象＞ 

就職活動フォローガイダンス 

第１回「就職情報サイトについて（リクルート社）」 

      265 名 

第２回「就職情報サイトについて（リクルート社）」 

      173 名 

第３回「就職情報サイトについて（毎日ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ）」 

                    138 名 

計 576 名 
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＜３・４年生対象＞ 

学内企業セミナー 

（会社説明会・採用説明会） 

 

 

 

 

 

 

＊ 因みに、前年度は企業数 499 社、学生延べ 3,291 名が参加

した。 

時 期 企業数 学生数 

３年春期（合同）７日間 247 2,897 

４年夏期    ３日間 94 302 

４年秋期    ２日間 68 183 

４年臨時    １日間 17 151 

計 426 3,533 

＜４年生対象＞ 

学校推薦・斡旋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業名 推薦者数 内定者数 

太平ビルサービス㈱ ３ ３ 

㈱三井住友銀行 18 ７ 

㈱巴商会 ６ １ 

㈱りそな銀行 ４ １ 

㈱大林組 ３ ０ 

三菱 UFJ 住宅保証㈱ ３ ０ 

計 37 12 

就職・進路相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊因みに、前年度は 3,571 件であった。 

内訳 男子 女子 計 

１年 １ ３ ４ 

２年 66 35 101 

３年 891 594 1,485 

４年 1,349 761 2,110 

院 生 ３ ３ ６ 

既卒者 33 ５ 38 

計 2,343 1,401 3,744 

就職登録時面談 ３年生の就職登録（登録カードの提出）時に面談を行い、 

課の活用法、行事日程の説明および相談を行った。 

1,156 件（男子 747 名、女子 409 名） 

＜２年生対象＞ 

プレ・インターンシップ 

 

 

 

受講学生数 17 名（男子 12 名、女子５名） 

インターンシップの意義を理解させ、その普及を図るための

模擬的な体験をさせるプログラムである。事前研修、地元企

業研修、地元自治体のイベント体験および「私のしごと館」

の見学等をさせている。 

＜３年生対象＞ 

インターンシップ 

 

174 名（男子 93 名、女子 81 名） 

実習先企業―摂津水都信用金庫ほか 109 事業所。 

授業は、春学期の事前研修として仕事やビジネスマナー等に

ついて学び、夏期休暇期間中に現地実習、秋学期に事後学習

として実習報告書の作成や発表会などを行った。 

保護者のための就職講演会 １～３年生の保護者を対象に教育後援会と共催して本学院大

阪城スクエアならびにホテル日航大阪で開催した。 

外部から講師を招き第１回目は、「変わりゆく雇用事情－卒業

前に知っておきたい現状と課題」、第２回目は「厳しさを増

す就職活動」と題した講演会を実施。第２回追加講演も入れ

延べ 571 名の保護者が参加した。 
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就職・資格支援講座 ■ガイダンス・説明会 

■就職試験対策講座（３年生対象）  282 名 

■資格取得支援講座 

 公務員試験対策および基礎力養成講座 57 名 

 中高教員採用試験対策講座  ７名 

 小学校教員資格認定試験対策講座  ５名 

 簿記講座３級    57 名 

 TOEIC®スコアアップ講座   50 名 

 日商 PC 検定（データ活用）３級対策講座  

     107 名 

 簿記講座２級    12 名 

初級システムアドミニストレーター講座 45 名 

販売士検定対策講座２級   47 名 

秘書技能検定２級対策講座  106 名 

総合旅行業務取扱管理者対策講座  17 名 

ファイナンシャルプランニング技能士３級講座 51 名 

    計 561 名 

■就職模擬試験および学内テスト 

就職総合テスト    416 名 

TOEIC® IP 学内テスト   155 名 

各種資格検定補助 ・簿記検定（３級）   ５名 

・英語検定（準２級）   ２名 

・TOEIC®     15 名 

・漢字検定（２級）   ９名 

・漢字検定（準１級）   １名 

・中国語検定（３級）   ２名 

・中国語検定（４級）   ２名 

    計 36 名 

企業訪問および来校企業 

 

 

 

 

 

内 訳 2008 年度 2007年度 差 異 

企業訪問 111 150 ▼39 

来校企業 514 570 ▼56 

計 625 720 ▼95 

刊行物 ・就職活動マニュアル 

・就職手帳 

・就職試験報告書集 

・キャリア開発課リーフレット 

  （新入生のためのキャリア開発課紹介） 

・キャリアデザインスタートアップ 

・資格・公務員・就職試験対策の案内 

その他の支援行事 

 

 

 

 

【１年生対象】 

 ・新入生演習（キャリア開発部内実習） 

【２年生対象】 

・インターンシップガイダンス 

【３年生対象】 
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その他の支援行事 

 

・就職ナビ登録説明会 

・就職内定者体験談報告会 

・学校推薦説明会 

・クラブ活動学生就職懇談会 

・就職適性テストフォローガイダンス 

・就活グループセミナー 

【４年生対象】 

・就職未内定者相談会 

・大商（大阪商工会議所）トライアル説明会 

 

 

��検・��（長所と���）］ 

（�）就職率７�達成 

就職率（就職決定者÷卒業者数）は 2000 年度以降長らく全国平均を下回る結果となってい

たが、2007 年度は 72.7％（全国平均 69.9％）、2008 年度は 72.2％（全国平均 68.4％）と全国

平均を上回るとともに、昨年度に引き続き就職率 70％超を達成することができた。これは、就

職率を引き上げる方策として、①全国平均を下回っている女子学生の就職支援プログラムの充

実、②就職登録から内定に至るまで 1 人の職員が特定の学科を担当する「学科担当制」の導入、

③学生同士、先輩が後輩の面倒を見る学生メンター制度の導入、④就職ガイダンスなどのマス

の指導からグループワークなどを取り入れた、少人数制のフォローガイダンスなどを実施した

効果だと考えている。 

（�）キャリア形成支援の充実 

キャリア形成支援の骨格となる「追大キャリア形成支援プログラム」に基づき、学生が４年

間を通して計画的かつ体系的なキャリア形成ができるように、年次ごとの習得目標を設定する

とともに、これに対応したキャリア教育授業、インターンシップ、就職・進路支援行事、資格

講座を年次ごとに配当して、有機的で総合的な連携が図れるような体制を構築している。 

特に、このプログラムにより教学との連携を具体化することができたので、今後も引き続き、

キャリア開発部を核として、各学部、諸機関との連携を重視し、入学時から卒業時までの一貫

したキャリアサポートシステムを充実していきたいと考えている。 

しかし、大学院生については、現状では個別的な対応に留まっているので、有効な支援方策

を今後検討していきたい。 

（�）就職指導を行う相談員のスキルアップ 

厳しい雇用環境とあいまって職業観・就業意識の希薄な学生や指導困難な学生が増加してお

り、学生個々に応じた相談業務の重要性は増している。これにあたる相談担当者も豊富な知識

と経験、カウンセリング技術など専門的な能力が今まで以上に要求されていることから、キャ

リアコンサルタント、産業カウンセラーなどの有資格者の育成に取り組んできており、現在、

キャリア開発部およびサテライトオフィスをあわせると、７名の有資格者相談員を有している。 

（４）就職�計�ータの��と活用�化 

2008 年度に全学共通システム「GAKUEN」導入したことにより、教務課で把握している学生情

報がリアルタイムに把握できるようになった。これにより、卒業見込の学生が即座に判断でき、

的確な就職指導ができるようになった。また、現代 GP に採択された「追大型自主自立キャリ
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ア支援モデルの展開」のなかで「キャリア体験データベース」の構築を掲げているので、今後

はこのデータベースの活用化を図り、就職支援に役立てていきたい。 

（５）資格講座や就職試験対策講座の充実 

2006 年度より教職を目指す学生を支援し、教職の内定者を増やすことを目的として、「小学

校教員資格認定試験対策講座」および「中高教員採用試験対策講座」を開設した。この効果も

あって、2007 年度に新卒としては初めて小学校教員として２名（いずれも大阪府）が、中学校

教員として１名（滋賀県）が採用された。また 2008 年度には中学校教員１名（大阪府）が採

用されている。 

しかし、受講生がなかなか集まらず定員割れが続いており、今後は実績を挙げていくことに

より、魅力ある講座にして受講生を集めていきたい。 

（�）キャリア形成を目指した実�塾等の展開 

2008 年度から理事長による１年生を対象としたキャリアゼミを開講し、学生がどのような夢

や希望を持って入学してきたのか、４年間の大学生活をどのように過ごしたいと考えているの

か、どのような社会人になりたいと思っているのか、などを話し合い、大学を卒業した後、ど

のように働き、どのような人生を送るのかといったことを具体的にイメージし、目標とやる気

をもって大学生活を有意義に送ることができるようにサポートしている。 

2009 年度からはグループワーク等をふんだんに取り入れ、学生参加型でキャリア形成支援の

さらなる充実を図るため、次の塾やセミナーを開講した。 

□「追手門学院大学/日経新聞塾」 

日経新聞との協働で、１年生を対象に授業、公開講演会、日経新聞幹部による懇談会を実

施している。受講した学生は学内広報スタッフとして幅広く活躍できることを目指す。 

□「追手門学院大学/近畿日本ツーリスト塾」 

近畿日本ツーリスト・イベント事業支店との協働で、２年生を対象に授業を行い、学内の

オープンキャンパスなどを企画、運用して、これに企業の持つノウハウを取り入れる。 

□「自分発見セミナー」 

新入生向けのスタートセミナーとして、外部から講師を招き、２日間の集中セミナーを１

年生春学期の早い時期に行い、体験学習を公開することによって、導入教育や基礎ゼミの

一体系に位置づける。 

（�）保護者との連携強化 

就職問題は保護者にとって大きな関心事の一つであり、大学と保護者が協力してこそ就職実

績をあげることが可能になる。2008 年度は教育後援会と共催して「保護者のための就職講演会」

を２回実施し、延べ 571 名の保護者に参加していただいた。外部から講師を招いての講演と大

学におけるキャリア形成支援の取り組みについての説明が主な内容である。第１回目は大手前

の学園施設に新しく開設した大阪城スクエアにて実施した。「変わりゆく雇用事情～卒業前に

知っておきたい現状と課題～」と題した講演会と大学におけるキャリア形成支援の取り組みお

よびサテライトオフィス大手前の見学会を実施した。第２回目は「厳しさを増す就職活動～

2009 年度就職戦線の見通しと対策～」と題した講演を行った。第２回目は募集定員を上回る申

し込みがあったため、急遽別日程で追加講演を実施した。今後とも、「保護者のための就職講

演会」は年２回実施して、保護者との連携強化を図っていきたい。 

（�）就職活動における��化現象 

最近の就職活動を見ると、企業から複数社の内定を獲得する学生と、同じように頑張ってい
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ても、なかなか内定が獲得できない学生に分かれてしまう、いわゆる就職活動における学生の

二極化現象が際立ってきている。そこで、就職支援の基礎となる低学年次のキャリア教育がま

すます重要になってきており、キャリア形成支援をさらに充実させる必要がある。 

�改善��（将来の改善・改�に向けた��）］ 

（�）キャリア開発部の����成 

今年４月、キャリア開発部にキャリア教育支援室を新設した。現代 GP「追大型自主自立キャ

リア支援モデルの展開」によって充実させたキャリア教育のカリキュラム・プログラムを継続

的に発展させるとともに、各種の講座による資格取得の支援や、教職志望の学生のキャリア形

成を支援して教員採用を推進するほか、企業等のインターンシップや学校インターンシップ、

学校教育に関与するボランティア活動を支援することなどを含めて、キャリア教育を全面的に

支援する。 

また従来行ってきた就職・進路支援はキャリア開発課で引き続き行う。それぞれ業務を特化

することで、より良い成果が期待できる。 

（�）�・日�日等休日における就職相談窓口の開設 

米国のサブプライムローン問題に端を発した金融危機の影響で、企業業績の低迷、採用抑制

から、学生、卒業生は就職活動に苦戦している。このため、就職相談の機会を増やすなど、支

援の拡大が喫緊の課題となっている。このため、サテライトオフィス大手前ならびにサテライ

トオフィス茨木において休日就職相談窓口を設ける。 

（�）卒業生および保護者のキャリア形成支援 

在学時からのキャリア形成支援を継続的、発展的に展開するため、卒業生とそのサポーター

である保護者のためのキャリアカウンセリング／コンサルティングを充実させる。また、転職

市場の動向についての説明会、後悔しない転職を考えるためのセミナーを実施する。 

 

（課外活動） 

必��学生の課外活動に�して大学として��的に行っている指�、支援の有�� 

�現�説明］ 

本学では課外活動は、正課授業とともに、学生が４年間を通じて人間形成を培うための重要

な教育的意義を持つものと認識している。課外活動は学生の自主的活動であり、専攻領域を異

にする先輩後輩との交流は人間力育成に大きな役割を持ち、大学はこれを大いに奨励するもの

である。 

本学においては、全学生が学友会に属し、学友会は体育会、文化会、無所属会、報道会、特

別委員会により構成される。体育会は現在 29 の体育系公認活動団体を有し、文化会は 24 の文

化系公認活動団体を有する。無所属会は非公認団体であるサークルに所属する者やクラブやサ

ークルに所属しない一般学生で構成される。報道会には新聞局と放送局が所属し、それぞれの

メディアを通じ、キャンパスでの情報を学生に提供する。また、特別委員会は学生意識委員会

と将軍山祭実行委員会で構成される。学生意識委員会は全学アンケートを実施するなどして、

大学の施設や福利厚生面の充実・改善を目指して活動をする。将軍山祭実行委員会は毎年秋に

開催される大学祭「将軍山祭」を企画・運営する。 

2009 年度においては、体育 681 名、文化会 631 名、その他 305 名で、在学生総数 6,458 名中

1,617 名の学生が学友会諸活動に参加している。ここ数年は多少の変動はあるものの、全学生

の 1/4 の学生が公認活動団体に所属している。 
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大学はこれらの学友会活動に対し、各種の経済的支援、人的支援を行う。 

本学では学院創立 120周年記念事業の一環として、キャンパスの整備を順次進めており、2005

年にグラウンドを整備した。グラウンドは、ラグビーやサッカー等に利用できる第１グラウン

ド、主に野球に利用する第２グラウンド、洋弓場、テニスコート、ゴルフ練習場、体育練習場

を完備した。 

また、全学生を対象に「学生教育研究災害傷害保険」に加入しており、正課授業および課外

活動中の不慮の災害事故に対し補償している。また、体育会では「運動部員団体傷害保険」に

全員加入させ、学生が安心して課外活動に打ち込むことができるようにしている。 

経済的支援としては、大学から年間約 5,000,000 円、教育後援会から 3,000,000 円の援助金

を支出し、大会出場の経費や学外施設使用料、成績優秀団体への報奨金等の補助を行っている。 

人的支援としては、公認活動団体には教職員による１名以上の顧問を就け、クラブ員への指

導、助言を実施している。2006 年度には顧問会規約を制定し、顧問会議を定期的に開催し、顧

問間の意志疎通を図り、学友会活動が健全な人間形成と建学の精神を練磨する場となるように

努めている。 

また、2008 年度に、公認課外活動団体だけでなく、学内で大学行事等に協力・参加する学生

を対象に「コア学生リーダー育成キャンプ」を実施した。このキャンプに参加した学生が、一

般学生のリーダーとなって学内で活躍し、学内活性化に貢献してもらおうという目論見である。

このキャンプのなかでは、追手門学院大学の一員としてのアイデンティティを高めるためのプ

ログラムも用意した。 

��検・��（長�と問題�）� 

本学には、学生と大学が教育や管理・運営について協議する「大学問題連絡協議会」がある。

大学からは各学部長や部長等が、学友会からは各本部の委員長等が出席し、年３回協議の機会

を持つ。近年では、大学側への要求は、施設の充実等が中心となって大学運営に関わる案件は

ほとんどないが、学生と大学側との貴重な意見交換の場となっている。 

また、2005 年度から AO 入試（指定分野方式）を設け、特定スポーツ活動について秀でた者

を募集する制度を開始した。これは、指定分野のみならず課外活動全体の活性化に貢献してい

る。 

体育会、文化会、報道会には少なくとも１名以上の教職員が顧問として団体の指導・助言に

あたっているものの、クラブでの怪我や事故は後を絶たず、学業との両立が困難になる学生も

少なからず存在している。活動団体への指導・助言については課題が残っている。 

���方�（��の��・��に向けた方�）� 

2008 年度大学祭期間中に、「課外活動支援者への感謝状贈呈式」を初めて開催した。これは、

長年にわたり公認活動団体のためにご尽力いただいているコーチや監督、師範に対し、感謝の

意を表明したものである。技術の向上や専門的指導のために、コーチや監督をおくクラブがあ

るが、今後は指導者に対し大学からの委嘱も検討し、人的支援の強化を図りたいと考えている。 

また、顧問会議を、実効性のあるものにし、活動団体の人的支援の向上、危機管理の強化を

図る検討の場としていきたい。 

2008 年度から、体育会、文化会の公認活動団体に対し個別面談を実施し、クラブの現状や指

導体制、要望等について聞き取り調査を実施し、大学や教育後援会からの支援の参考にしてい

る。 

また、2009 年度から、課外活動活性化の大学方針によって、サッカー部・アメリカンフット
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ボール部・チアリーディング部に専任コーチが就任し、専門種目の技術指導はもとより、部員

のクラブと学業の両立やメンタル面でのサポート等成果が期待される。 
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６．研究環境 

 

（１）大学にお�る研究活動と研究環境 

���目標］ 

・教員研究室 
現状の専任教員研究室の１人あたりの面積は、研究棟 18.38㎡、５号館 28.35㎡、中央棟 29.83

㎡、平均では 22.12 ㎡を有している。しかしながら、各室の面積にばらつきがあるため、今後

の目標として１人あたり面積を５号館面積の 28.35 ㎡を確保し、研究室において少人数のゼミ

授業を行えるようにする。 

 
（研究活動） 
�����等研究��の�表状� （大学基��ータ 表 24・表 25） 
（教育研究�����の研究上の��） 
����置研究�を設置している�合、��研究�と大学・大学�との�� 
（経�的な研究条件の�備） 
���個人研究�、研究��の�の��性 （大学基��ータ 表 29・表 30・表 31・表 32） 
���教員の研究��を確保さ�る方�の��性 
���研究活動に�要な研��会確保のための方�の��性 
���共同研究�の���の状�と�の�用の��性 （大学基��ータ 表 31） 
�現状��］ 

上記６項目については各学部の項目を参照されたい。 
 
（経�的な研究条件の�備） 
���教員個室等の教員研究室の�備状� （大学基��ータ 表 35） 
�現状��］ 

専任教員の研究室は、研究棟の２階から６階、５号館２階・３階・７階・８階、中央棟９階・

10 階・11 階に設置している。専任教員用研究室は 140 室あり、１人あたりの面積は、研究棟

18.38 ㎡、５号館 28.35 ㎡、中央棟 29.83 ㎡で平均 22.12 ㎡である。この他、研究棟には、共

同研究室２室 55.13 ㎡、第二外国語資料室 18.38 ㎡、資格課程資料室 18.38 ㎡、社会学科資料

室 36.75 ㎡、アジア学科資料室 36.75 ㎡、英語コミュニケーション学科資料室 36.75 ㎡、経済

経営資料室 73.52 ㎡、中央棟には、心理学部室 40.06 ㎡、経営学部室 40.06 ㎡を設置している。 

すべての個人研究室には、机・椅子・書架・電話等基本的な備品のほかに、パソコンを設置

しており、総合情報教育センターと学内 LAN で結んでいる。 

���・��（��と���）］ 
専任教員には専用の個人研究室を設置しており、大学設置基準第 36 条２項の研究室の要件は

満たされている。 

研究室は、学部・学科増に伴う教員数の増加により、研究棟・５号館・中央棟に分散してい

るが、隣接しているので研究活動等については差し支えない。 

研究室には、全室にパソコンを設置し、総合情報教育センターと学内 LAN で結ばれている。

また、空調については個別冷暖房方式を採用しており、利便性については配慮している。 
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問題点として、研究棟は、開学直後に整備されたため、ほかの建物の研究室より若干狭く、

情報機器を利用する関係上、電気容量等の問題を抱えている。また、給排水設備の老朽化が進

んでおり、総合的な改修が必要である。 

�改���（�来の改�・改革に向�た��）］ 
2009 年夏に竣工予定の１号館に、現在中央棟に入居している事務部局や役員室が入る予定で

あるため、事務部局や役員室がある中央棟の３階・４階・５階・６階・７階・８階に 48 室の研

究室を設置し、研究棟の研究室から移転する。また、研究棟の研究室については、２室を１人

の教員が使用できるように計画し、教員１人あたりの面積の拡張を計り、給排水設備、電気設

備の整備を計画している。 

 
（��的な研究環境��のための�置） 
必��科学研究費補助金および研究助���など�の研究助�金の��と�の採択の状

況（大学基���� 表 33・表 34） 
�現状��］ 

2004 年度から 2008 年度までの科学研究費補助金の新規応募および採択状況と受給（新規分

＋継続分）状況は、下表の通りである。受給状況には他機関からの転入を含んでいる。 

 
科学研究費補助金の採択状況（新規および継続分には、ほかの研究機関からの転入を含む） 

新規および継続分 うち新規分 
年 度 

採択件数 補助金額 応募件数 採択件数 補助金額 採択率

2004 年 度 11 件  9,600 千円 19 件 ５件  5,300 千円 26.3％

2005 年 度 11 件 10,500 千円 18 件 ５件  5,900 千円 27.8％

2006 年 度 13 件 23,260 千円 34 件 ６件 17,560 千円 17.6％

2007 年 度 13 件 17,020 千円 34 件 ４件  3,100 千円 11.8％

2008 年 度 13 件 13,600 千円 24 件 ２件  2,000 千円 8.3％

�点�・��（�所と問題点）］ 
近年、応募した研究課題のほとんどが「基盤研究（C）」か「若手研究（B）」となっている。

2006 年度の新規分の補助金額が昨年の３倍近いのは、「基盤研究（B）」が２件採択されたため

だが、この２件は 2008 年度で終了したので、2009 年度は継続の補助金額が大幅減の見込みと

なっている。 

また、ここ数年、採択率が急激な下降傾向にあり、応募件数の増加よりも採択率向上の仕組

みを構築することが急務だと思われる。 

�改���（�来の改�・改革に向�た��）］ 
近年叫ばれている「大学改革」推進のため、多くの教員が何らかのプロジェクトや委員会に

所属し、従来までの研究・教育といった業務に加え、新たな業務を抱えている現状がある。課

題が採択された研究者に対し、こういったプロジェクトや委員会の所属数を減じるなどのイン

センティブを与える制度があれば、応募のみならず採択率の向上に寄与するものと思われる。 
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（�）学部における研究活動と研究環境 
a．経済学部・経済学研究科 
��達目�］ 

経済学部においては、経済学科では、「経済学の理論、政策、歴史の各領域に係る幅広い学識

の涵養を図り、経済分析力と問題解決能力を有する人材を育成することを目的」とし、ヒュー

マンエコノミー学科では、「経済学とそれに関連する生活経済、環境経済、比較経済社会の各領

域に係る幅広い学識の涵養を図り、経済分析力と構想力を有する人材を育成することを目的」

としている。また、大学院経済学研究科においては、「経済学について幅広くかつ深い学識の涵

養を行い、経済学における高い研究能力と卓越した専門能力を有する人材を養成するとともに、

経済学における研究者又は高度専門職業人として、国際的に通用する専門知識及び能力を備え

た人材を養成」し、さらに「経済学の分野において創造的・独創的な研究を推進し、先駆的な

情報を発信するとともに、経済学の高度な専門的知識の深奥を極め、かつ関連する専門領域を

横断した学際性を備えた人材を養成」することを目的としている。このような人材を育成する

ための教育を支える基盤となるのが、教員それぞれの研究活動である。教員は、それぞれの研

究の成果を教育活動に反映させ、直接的あるいは間接的に、人材育成に貢献するという意識を

常に持たなければならない。このような教育活動とそれを支える研究活動を継続するためには、

それにふさわしい研究環境が必要不可欠であり、時間・資金・設備等の条件を整備しなければ

ならない。 

 
（研究活動） 
必��論文等研究成果の発表状況（大学基礎データ 表 24・表 25） 
�現状��］ 

経済学研究科の教員は経済学部の教員が兼務しているので、まとめて記述する。経済学部教

員 31 名（学長を除く）が過去５年間に執筆した著書および論文は、『大学基礎データ（表 24）』

に示されている通り、全体で 171 点であり、単純に平均すると１人あたり 5.5 点ということに

なって、学部としては一応の水準に達していると思われる。しかし、個々の教員を見るとばら

つきが大きく、毎年着実に研究成果を発表している教員がいる一方で、発表が極端に少ない教

員も存在する。 

�点検・評価（長�と問題点）］ 
研究成果の発表は、教育活動の基盤であるので、質の高い研究成果が数多く発表されること

が望ましいことは言うまでもない。優れた研究成果を多く発表している教員は高く評価される

べきであり、成果の少ない教員には反省を促したい。ただし、研究活動に力を注ぐ余り、教育

活動をおろそかにすることは、厳に慎まなければならない。現在大学が置かれている状況を考

えると、教育活動に関わる業績をどのように評価するかを検討しなければならないであろう。 

���方策（��の��・��に�けた方策）］ 
研究活動を支援する制度として、出版助成や国内および海外での研修などが整備されている。

また、特に昇任人事の際には、着実な研究成果の発表はもちろん、博士学位の取得や単著の出

版を促している。 

 
（教育研究��単位間の研究�の連�） 
必���置研究�を設置している��、��研究�と大学・大学院との関係 
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�現状��］ 
本学には、オーストラリア研究所、教育研究所、ベンチャービジネス研究所が設置されてい

る。それぞれの研究所に専任の教員はおらず、各学部の教員が研究所所員を兼務している。各

研究所とも、研究活動や講演会の開催といった活動は行っているが、本学部と研究面で直接的

に連携していることはない。 

�点検・��（�所と問題点）］ 
経済学部の教員のうち、各研究所の所員となっているのは、オーストラリア研究所が５名、

教育研究所が１名、ベンチャービジネス研究所が１名となっている。 

�改善�策（�来の改善・改�に�けた�策）］ 
経済学部では従来より、「オーストラリア経済論」を開講していたが、2009 年度から「オー

ストラリア産業論１・２」を開講することとなった。これは、経済学部とオーストラリア研究

所との連携によるものであり、今後も連携を図っていく。 

 
（経�的な研究条件の��） 
���個人研究費、研究旅費の額の適切�（大学基礎データ 表 29・表 30・表 31・表 32） 
�現状��］ 

経済学部の個人研究費は年額 511 千円を限度として支給されており、おおむね適切な額であ

ると言えよう。その使途については、かなり弾力的な運用が認められている。なお、旅費交通

費に支出可能な額は、個人研究費のうち３分の２以内とされており、これも妥当なものである。

また、個人研究費を２ヵ年にわたって計画的に支出することができるよう、次年度への繰越も

認められている。 

個人研究費は専任教員に一律に支給されるが、これ以外に、「特色ある個人研究費制度」が設

けられている。この研究費は年額 50 万円を限度として、全学で年間２件まで交付される。ただ

し、原則として、申請課題について、個人研究を行う年度の科学研究費補助金に応募している

ことが条件となっている。2008 年度は、該当するものはなかった。 

経済学研究科の教員には、上記の個人研究費以外に研究費が支給される。経済学研究科に配

分される研究費総額は、（１）在籍学生１人あたり７万円、（２）教員１人あたり５万円、（３）

受講者がいる教員１人あたり５万円で積算する。2009 年度の実績は、160 万円であった。この

総額を、後期課程の演習に学生が在籍しているか否か、前期課程の演習に学生が在籍している

か否か、講義科目に受講生がいるかどうかによって、各教員に配分している。したがって、教

員によって配分額は異なっている。なお、使途については特に限定はない。 

�点検・��（�所と問題点）］ 
大学の財政状況など、現状を考えれば、おおむね妥当な額が支給されていると言えよう。 

�改善�策（�来の改善・改�に�けた�策）］ 
現在のところ、特に具体的な改善策を検討すべきほどの問題点はない。 

 
���教員個室�の教員研究室の��状況（大学基礎データ 表 35） 
�現状��］ 

経済学研究科の教員は経済学部の教員が兼務しているので、まとめて記述する。『大学基礎デ

ータ（表 35）』に示されているように、すべての専任教員が平均 20.8 ㎡の個人研究室を利用で

きるようになっている。また、各研究室には、机・椅子・書架・パーソナル・コンピュータな
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ど基本的な備品が配備されている。なお、パーソナル・コンピュータはインターネットに接続

されており、E メール・ワープロ・表計算などの基本的なソフトが利用できるようになってい

る。 

個人研究室以外に経済経営資料室が配置されており、専門雑誌や他大学の紀要その他の資料

を閲覧することができる。また、各個人研究室のパーソナル・コンピュータと接続されたプリ

ンタが設置され、利用することができる。 

���・��（長所と問題�）］ 
現在、経済学部の教員の個人研究室は、研究棟・５号館・中央棟に分かれている。研究棟は

建設されてから 40 年ほど経過しており、老朽化が進んでいる。 

�改���（��の改�・改�に�けた��）］ 
中央棟が建設されたことにより、2009 年度中に、16 名の教員が中央棟の研究室（約 30 ㎡）

に移動し、８名の教員が改修後の研究棟に２室（１室は約 18 ㎡）の研究室を持つことになった。 

 
���教員の研究�間を��さ�る��の��� 
�現状��］ 

専任教員の責任担当コマ数は、教授・准教授・講師の区別なく、原則として、学部で 5.5 コ

マである。大学院を担当する教員も例外ではなく、大学院の科目に受講生がいる場合はその分

が増えることになる。他大学への兼任講師としての出講は、３コマ以内に限定されている。大

学においては、教育と研究以外に校務を担うことが求められ、各教員は複数の委員会に所属し

ている。委員の割り当てについては、特定の教員に負担が偏らないよう配慮されている。さら

に、入試の出題や監督の業務があり、最近では高校訪問や出張授業、オープンキャンパスなど、

学生募集のための業務も増加しているが、これについてもできる限り負担の公平を図るよう配

慮されている。 

���・��（長所と問題�）］ 
さまざまな業務について、できる限り負担が公平になるよう業務が割り当てられているが、

業務量そのものが増加しているので、各教員の負担は以前に比べると重くなっている。大学が

置かれている状況を考えれば、特に募集に関わる業務が増えるのはやむを得ないことであろう。 

�改���（��の改�・改�に�けた��）］ 
業務の負担が特定の教員に偏らないよう、学部長が各教員への業務の割り当てを行っている。

また、入試の出題についても、業務に支障がでないよう、担当者と連絡をとっている。 

 
���研究�動に�要な研修�会��のための��の��� 
�現状��］ 

経済学研究科の教員は経済学部の教員が兼務しているので、まとめて記述する。 

大学の研修制度として、国内研修と海外研修がある。国内研修の研修期間は１年または６ヵ

月で、研修の終了はいずれも当該年度末とされている。原則として、研修期間が１年の場合は

在職年数が６年以上の専任教員、研修期間が６ヵ月の場合は在職年数が３年以上の専任教員が

この制度を利用することができる。研修終了後 50 日以内に、研修成果報告書を提出しなければ

ならない。 

海外研修の研修期間は、長期・中期・短期の３つに分かれている。長期海外研修の研修期間

は６ヵ月以上１年以内であり、原則として、在職年数が６年以上で満 50 歳以下の専任教員がこ
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の制度を利用することができる。中期海外研修の研修期間は２ヵ月以上６ヵ月未満であり、原

則として、在職年数が３年以上で満 55 歳以下の専任教員がこの制度を利用することができる。

短期海外研修の研修期間は３週間以上２ヵ月未満であり、原則として、在職年数が３年以上の

専任教員がこの制度を利用することができる。長期と中期の海外研修を利用した場合は、帰国

後２年以内に研究成果を学内研究紀要等に発表しなければならない。 

�点検・��（長�と問題点）］ 
研修機会は、十分に確保されていると言えよう。 

�改善方策（��の改善・改�に�けた方策）］ 
現在のところ、特に具体的な改善策を検討すべきほどの問題点はない。 

 
���共同研究費の制度化の��とその�用の適切�（大学基礎データ 表 31） 
�現���］ 

経済学研究科の教員は経済学部の教員が兼務しているので、まとめて記述する。 

大学の共同研究費制度として、本学専任教員が複数の学部・学科にまたがる学際的研究テー

マについて、５人以上で共同して研究する場合に交付される研究費がある。交付期間は１年で、

交付申請者は本学の専任教員に限定されるが、５分の１を超えない範囲で学外者を共同研究者

に加えることができる。共同研究費の交付額は１研究に対して 350 万円を限度とし、年間２件

を上限に交付される。旅費・交通費への支出は、交付総額の 50％以内に限られている。共同研

究費を受給した年度末までに、研究成果報告書を提出しなければならない。2008 年度は、全学

的に利用がなかった。 

�点検・��（長�と問題点）］ 
共同研究費の制度化は、適切である。 

�改善方策（��の改善・改�に�けた方策）］ 
現在のところ、特に具体的な改善策を検討すべきほどの問題点はない。 

 
（��的な研究環境�出のための��） 
���科学研究費補助金および研究助成��などへの研究助成金の申請とその採択の�

�（大学基礎データ 表 33・表 34） 
�現���］ 

経済学研究科の教員は経済学部の教員が兼務しているので、まとめて記述する。 

科学研究費補助金については、『大学基礎データ（表 33）』に示されているように、2006 年度

は申請件数７件・採択件数１件、2007 年度は申請件数３件・採択件数０件、2008 年度は申請件

数７件・採択件数０件となっている。その他の学外研究費については、2008 年度は該当がなか

った。科学研究費補助金への申請件数を増やすため、本学の「特色ある個人研究費制度」への

申請は、科学研究費補助金への申請を条件としている。このように全学的な方針として、科学

研究費補助金を含む学外からの研究費獲得に対する意識は高まってきているが、現在のところ、

実績に結びついてはいない。 

�点検・��（長�と問題点）］ 
申請件数自体少ないことが、問題点として指摘できよう。 

�改善方策（��の改善・改�に�けた方策）］ 
科学研究費補助金およびその他の研究助成金の申請そのものを増やすことは、教員の意識に
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よるところが大きい。毎年度、科学研究費補助金の申請者の一覧表を学内的に公表して申請を

促しているが、現在のところ、それ以上の方策は検討されていない。 

 
（研究上の成果の公表、発�・��等） 
任��研究論文・研究成果の公表を支援する��の��性 
�現���］ 

経済学研究科の教員は経済学部の教員が兼務しているので、まとめて記述する。 

経済学部の教員が研究成果を公表するのに利用できるものとして、学内紀要と刊行助成の制

度がある。 

学内紀要は、『追手門経済論集』、『追手門経済・経営研究』および英文紀要の『Otemon Economic 

Studies』がある。このうち『追手門経済論集』は、経済学部専任教員と経済学部学生および大

学院経済学研究科の学生で組織する「追手門学院大学経済学会」が年２回発行し、『追手門経済・

経営研究』と『Otemon Economic Studies』は大学が年１回発行している。 

刊行助成制度は、２種類に分かれている。一つは、学術的な書物を対象としたものであり、

次のような条件がつけられている。 

（１）博士の学位取得の促進につながる研究成果の刊行であること。 
（２）学術論文であること。 
（３）単著であることが望ましい。 
（４）市場性に乏しいこと。 
（５）翻訳は原則として除く。 

もう一つは、本学の複数の教員による書物で、授業等で共同利用することを目的とした教科

書や入門書などを対象としたものである。 

学会発表に対する支援としては、国内と海外の２種類がある。国内の学会発表については、

支援の対象となる学会とは、（１）日本学術会議登録の学会・協会であること、（２）３年以上

継続して年１回以上機関紙を発行していること、（３）正会員が 100 人以上であること、のすべ

てを満たしている学会であり、全国大会で発表する場合、上限２万円が支給される。海外にお

ける学会発表については、支援の対象となる学会とは、（１）３年以上継続して年１回以上機関

紙を発行していること、（２）正会員が 200 人以上であること、（３）学会の開催地が日本国以

外であること、のすべてを満たしている学会であり、研究成果を発表する場合、地域によって

差があるが、上限 30 万円（実費）が支給される。 

�点検・��（��と問題点）］ 
経済学部教員（退職者を含む）が、学内紀要に発表した論文その他は、2004 年度から 2008

年度までの５年間で、『追手門経済論集』に 67 点、『追手門経済・経営研究』に 16 点、『Otemon 

Economic Studies』に９点であった。また、2004 年度から 2008 年度の間に経済学部の教員２

名が、刊行助成制度を利用して書物を出版した。刊行助成制度については、以前は対象が学術

的な書物に限られていたが、現在では教科書・入門書にまでひろげられており、学術書につい

ては上限 150 万円、教科書・入門書については上限 100 万円と、十分な額が支給されている。 

�改善方策（��の改善・改�に�けた方策）］ 
現在のところ、特に具体的な改善策を検討すべきほどの問題点はない。 
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�．経営学部・経営学研究科 

���目�� 

経営学部および経営学研究科では、学部教育で得た幅広い専門知識を実践の場で積極的に活

用できる人材の育成を目指して教育にあたっている。研究活動は、そうした教育を支えるとと

もに、学術の進歩、文化の創造を通じて社会に貢献するものでなければならない。そのために、

研究成果発表の拡充、学部紀要内容の充実、経営学部経営学会の活性化（研究会の拡充など）、

ベンチャービジネス研究所との連携強化などを図る。 

 
（研究活動） 

必��論文�研究成果の発表�� 

������ 

経営学部においては、研究成果の学内での発表場所として「追手門経営論集」を年２回発行

している。加えて、経済学部と共同で「追手門経済・経営研究」を年に１回刊行している。学

外での著書出版、論文発表や、学会での報告など研究成果については、上記の「追手門経営論

集」に設けた学会消息欄に載せている。また経営学研究科では、経済・経営院生論集を年に１

回刊行している。 

���・評価（長所と���）� 

平均的には、研究は活発に行われていると評価できるが、個々の教員の間にはばらつきが見

られる。また、各教員について時系列的に見れば、成果の出ている時期とそうでない時期に分

かれるようである。 

����策（��の��・��に�けた�策）� 

大学教育には、それを支えるものとして研究活動が不可欠である。引き続いて研究を促進す

るような諸施策を講じる必要がある。経営学部・経営学研究科としては、人事決定の際に研究

業績を厳正に評価することや、研究時間の確保を図ることなどに一段と注力する。 

また、学部内で学部経営学会を活用して研究会を開催することも重要である。経営学部には、

経営学、会計学、法学、経営情報、経営心理など専門の異なる教員が 36 名所属しており（内

25 名が経営学研究科教員を兼務）、研究会を開けば学際的なものになるが、学外の学会とはま

た違った刺激が得られるはずである。 

上述した、各教員において、時系列的に見た時の業績のばらつきは、ある程度までやむを得

ない。例えば、研究には沈潜する時期と外部に発表する時期との別があること、また、大学業

務で大幅に時間をとられる時期があることなどが考えられるからである。そうだとすれば、研

究業績は最近の５年間だけのものを見るのではなく、もう少し長期にわたって見てもよい。 

 
（教育研究����間の連携） 

必���置研究所を設置している場�、��研究所と大学・大学院との関係 

������ 

経営学部・経営学研究科は、本学に属する研究所のなかではベンチャービジネス研究所と最

も深い関係を持っている。ベンチャービジネス研究所は、経営学部が中心となり 2006 年４月に

設置した研究所で、所長は経営学部教授が務めている。学部の起業、ベンチャー分野の教員を

中心に、研究活動において密接な連携をとっている。 

オーストラリア研究所や、教育研究所にも、経営学部から教員を研究所員として送り込んで
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おり、それぞれ学部の教育、研究と密に連携がとれるようにしている。 

�点�・��（�所と��点）］ 

べンチャービジネス研究所は、研究会・後援会の開催、機関紙の発行などとともに、学部教

員との連携も図っており、発足後３年を経て軌道に乗ってきたが、連携については、参加教員

をひろげること、連携の成果を上げることが要請される。 

�����（��の��・��に�けた��）］ 

べンチャービジネス研究所との連携は、上記に加えて、産業界の有識者や本学大学院の院生

にも、さらに参加をひろげていく。オーストラリア研究所との連携は、国際経営学の観点から

（特にアジアのグローバル化と関連付けて）学部教員との共同研究を進める。 

 
（経�的な研究�件の�備） 

必��個人研究費、研究旅費の額の適��（大学基��ー� 表 2�・表 30・表 31・表 32） 

��状��］ 

専任教員が行う教育・研究活動を助成するため、経営学部において年間、１人あたり一律に

511,000 円の個人研究費が交付されている。個人研究費は、研究用消耗図書、備品、用品、消

耗品等の購入、研究出張旅費、学会費・学会経費、その他直接個人研究活動の用に供する経費

に対して支出することができる。経営学研究科においては、年間１人あたり平均約 180,000 円

が教育研究費として支給されている。なお支給額は、博士後期課程担当有無、実際開講してい

る授業コマ数などにより異なっている。 

なお、高額な備品の購入に限り、研究費の一部を次年度に繰り越しすることが許されている。

また、年額２万円分のコピーカードが各教員に配布されている。その他、教員の研究を支援す

る制度としては、全学で年間２名の制限があるが「特色ある個人研究費制度」により 50 万円ま

での研究費補助、科学研究費補助金に応募することが前提であるが、１研究につき 350 万円を

限度とする「共同研究費制度」（全学で年間２件まで）がある。さらに、国内での学会発表およ

び、海外での学会発表に対しては、年間１度のみであるが、それぞれ２万円、30 万円を限度と

した支援制度がある。 

�点�・��（�所と��点）］ 

研究費の額、種類は、大学の財政状況から見て妥当だと思われる。研究費の使途についても、

おおむね適当である。 

�����（��の��・��に�けた��）］ 
「特色ある個人研究費制度」については、もう少し件数枠をひろげる必要があるのではない

かと考える。 

 
必��教員個室等の教員研究室の�備状況（大学基��ー� 表 35） 

��状��］ 

経営学部専任教員全員に平均 26.4 ㎡の個人研究室が配置され、机・椅子・書架などの基本的

な備品のほかに、学内 LAN に接続されたパソコンも配置され、十分に教員のニーズに応えるも

のとなっている。個人研究室のほかに、打ち合わせ等のために経営学部室が配置され、小会議

用のテーブル、椅子、書棚、ホワイトボード等が配置されている。経営学部室は、学部内のさ

まざまな会議に多く利用されている。また、経済学部と共同で経済経営資料室が設置されてお

り、専門雑誌や他大学の紀要が揃えられている。 
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�点�・��（長所と問題点）］ 

研究室は、研究棟、５号館、中央棟に分散しており、教員間のコミュニケーションに多少支

障をきたしている。 

���方策（�来の��・��に向けた方策）］ 
教員研究室は整備されており、個別的な必要には個人研究費等で対応することが可能で、現

時点では、特に問題はない。ただ、コミュニケーションをよくする観点から見て、５号館には

教員が集まることのできる場所がない。従来設置されていたファカルティルームのような場所

が望まれる。 

 
必��教員の研究時間を確保さ�る方�の適切� 
�現状�明］ 

大学教員に求められている研究・教育・大学業務・社会貢献の４つの機能は大学運営にとっ

ていずれも重要なものだが、大学間の競争が厳しくなった今日では、研究時間が削られ、特に

教育と大学業務の比重が著しく増大する状況が進行している。しかも、大学業務の負担は特定

の教員に集中する傾向がある。そこで、各種委員会の統廃合を進めるとともに、会議の効率化

を図り、役職のローテーションを徹底するように心がけている。 

�点�・��（長所と問題点）］ 

各種委員会の統廃合、会議の効率化は余り進捗していない。また、文書類（提出書類、回覧

書類など）がかなり増加し、繁文縟礼の傾向がある。 

���方策（�来の��・��に向けた方策）］ 
教育に以前にも増して注力することが重要なのは言うまでもないが、研究も教育の質的向上

を図るためには不可欠である。「研究無くして大学無し」と言っても過言ではない。研究時間を

確保するためには、諸業務の効率化をはかる必要がある。例えば、責任所在の明確化、権限移

譲の促進などにより「会議」を減らし、ともすれば増加一方の文書類を整理することなどが不

可欠である。具体的方策としては、Web の活用が重要である。また、教育面では、全学的な課

題ではあるが、ティーチング・アシスタントの制度化が急がれる。 

 
必��研究活動に必要な研修機会確保のための方策の適切� 
�現状�明］ 

前項で述べたように、今日の大学教員は日常的には十分な研究時間を確保することが次第に

困難な状況にあるが、それを補うものとして本学では、研修制度を整備し、研究活動に必要な

まとまった研究時間を確保する措置をとっている。国内研修（１年または６ヵ月）、長期海外研

修（６ヵ月～１年）、中期海外研修（２ヵ月～６ヵ月）、短期海外研修（３週間～２ヵ月）で毎

年各学部１名となっている。その他、海外の大学との協定校への教員交換制度（夏休み期間中

で３週間以上）があり、派遣教員は１名と規定されている。これらの期間中は、教育・大学業

務から解放され、もっぱら研究に専念する時間を確保する機会が与えられている。 

�点�・��（長所と問題点）］ 

本学の規模からすると、研修機会確保のための措置は一応の水準にあるものと考えられる。

���方策（�来の��・��に向けた方策）］ 

制度としては適切なものであるが、経営学部は他学部と比較すると教員数が多く、特に長期

の海外あるいは国内研修の順がなかなか回ってこない傾向がある。一定年数経過後は、原則と
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して長期研修が（かならず）可能となるようなサバティカル制度についても検討する必要があ

る。 

 
必��共同研究費の制度化の��とその�用の適切性（大学基礎データ 表 31） 

�����］ 

本学の共同研究費は、複数の学部・学科にまたがる学際的研究テーマのもとに、５人以上で

共同して研究する場合に交付される。交付額の上限は350万円、交付期間は１年で、年間２件ま

で認められる。また、申請課題については、共同研究を行う年度の科学研究費補助金に応募し

ていることが原則条件になる。経営学部では、2008年度の利用はなかった。 

��検・��（長�と�題�）］�改善��（��の改善・改革に��た��）］ 
本学の共同研究費制度は適切妥当だと思われる。 

 
（��的な研究環境��のための��） 

必��科学研究費補助金�よ�研究助�財�な��の研究助�金の申請とその採択の��

（大学基礎データ 表 33・表 34） 

�����］ 

『大学基礎データ（表33）』の通り、科学研究費補助金の申請件数、採択件数は、2006年度申

請14件、採択２件、2007年度申請18件、採択２件、2008年度申請７件、採択０件となっている。

また、科学研究補助金が研究費総額に占める割合は、2006年度17.2％、2007年度13.4％、2008

年度13.4％である。その他の学外研究費は、2006、2007、2008年度には該当するものはなかっ

た。 

��検・��（長�と�題�）］ 

学外からの研究費獲得は、研究活性化や大学財政の上から見て重要であるが、最近２、３年

活動が停滞している。 

�改善��（��の改善・改革に��た��）］ 

研究環境の改善（特に研究時間の確保）、研究者の意識改革を進めて、まずは申請件数を増や

すことに取り組む。 
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c．心理学部・心理学研究科 
��達目標］ 

心理学の専門分野における研究・調査が実践的になされ、もって新たな文化の創造と学術の

進歩および地域社会への貢献を行うことができる研究環境を整備することが目標である。特に

各教員は自分自身の専門分野だけにこだわることなく、教育のためにも資することができる研

究の実行ができる環境を作り上げることにより教育目標の達成を目指し、これにより本学の社

会的評価の向上を目指す。具体的目標は以下の通りである。 

（１）共同研究プロジェクト活動の推進および研究成果報告の充実 

（２）学科内刊行の『心理学部紀要』『心理学論集』をはじめ各種紀要内容の充実 

（３）「他大学および他研究所の研究者による講演会、研修会」の充実および本学部教員との意

見情報の交換の活発化 

（４）文部科学省科学研究費補助金等の外部資金の獲得促進およびその支援体制の整備 

（５）共同研究費および個人研究費の適切な執行管理の担保 

 
（研究活動） 
必��論文等研究成果の発表状況（大学基��ータ 表 24・表 25） 
��状��］ 
心理学部の教員数は 26 名であり、そのうち心理学研究科担当教員は 19 名である。心理学部

全員の当該年度の研究活動状況は、2008 年度までは心理学部自己評価委員会発行の「心理学部

自己評価」に掲載されてきた。研究活動状況発表の場はほかにもあり、例えば研究者総覧や、

心理学部教員のうち資格課程を除く心理学を専門とする教員 20 名については、心理学科の機関

誌である「心理学論集」に毎年掲載されているため、2009 年度からの「心理学部自己評価」に

研究活動状況は掲載されなくなった。 

心理学部教員の論文等研究成果の発表状況は、比較的活発である。学内には、心理学部で発

行している「心理学部紀要」、心理学科で発行している機関誌「心理学論集」、地域支援心理研

究センター発行の「地域支援心理研究センター紀要」、地域支援心理研究センター附属心のクリ

ニック発行の「心のクリニック紀要」等、多くの論文発表の場がある。そのため、論文は各自

ほぼ１年に１本以上発表されている。その他に、学外の紀要や学術雑誌への投稿、著書の執筆

や分担執筆、海外への論文投稿や学会発表も行われている。ただ、発表数の多寡には個人差が

ある。また、海外で学会発表をする教員も毎年ほぼ同じである。 

���・評価（�所と問題�）］ 
個人差はあるが、各自ほぼ毎年１本以上の業績を発表していることについては、研究者とし

て最低限の義務を果たしていると言える。しかし、学内に論文発表の場が多いことも影響して

いるのか、発表された論文の多くが学内紀要であり、査読付き論文が少ないことは問題である。

一般的に、論文をよく投稿するのは若手教員であることが多く、本学部の場合若手教員が少な

いこともその要因かもしれないが、自分の研究の質を担保するためには、年齢に関わりなく積

極的に論文を投稿し審査を受ける機会が必要である。 

また海外での研究発表も毎年ほぼ同じ教員が行っており、これももっと多くの教員が参加し、

国際的な研究動向を知るべきである。国内外の学会発表旅費については大学からの支援がある

ため、各自の積極的な利用が望まれる。 

少数ではあるが、研究発表が１年に１本以上の基準を満たしていない教員もいる。専門領域
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によって、短時間では成果の出にくい場合も考えられるが、研究者の義務として、例え経過報

告であっても定期的に何らかの研究成果を公表すべきであろう。 

�����（�来の��・��に向けた��）］ 
心理学科の教員のうち資格課程を除く20名については、昇任審査の時に業績の質を評価する

試みを始めている。同じ論文でも、査読付き論文と査読なしの論文、また日本語の論文と英語

の論文とでは、評価を変えている。 

また、2009年度よりは、大学で教員評価が試行的に行われている。ここでは、教育、研究、

社会や大学への貢献などに分けて、自分の活動状況を自己評価し、評価委員からもその結果に

ついてのフィードバックがある。このように、客観的に自分の業績を見直す機会があることに

よって、業績の質にも注意が向けられることになる。 

これらの試みが定着していくことによって、しだいに業績の量だけでなく質にも関心が向け

られ、結果的に投稿論文の数や海外での発表等も増加していくと予想される。 

 
（教育研究����間の研究�の連携） 
必��附�研究所を設�している場合、��研究所と大学・大学院との関係 
�現状��］ 

追手門学院大学心理学部に関係する研究所として地域支援心理研究センターが附設されてい

る。心理学部の教員の内、１名がセンター所属の専任教員である。地域支援心理研究センター

は、2004年４月に、文部科学省私立大学高度化推進事業であるオープン・リサーチ・センター

に選定されており、2004年度から2008年度までは、心理学部の教員ほぼ全員が運営に関わって

きた。2009年度からは、５年間にわたる３テーマ（子育て支援、教育支援、高齢者支援）を選

定し、それらについて研究する意思のある教員を公募した結果、14名の教員が所員として活動

をすることになった。センターの目的は、心理学の研究をすることに加えて、地域・学校・家

庭に対する実践的な心理的支援・援助をすることおよび高度に訓練された専門職として大学院

生の養成をすることにより、心理学の社会的貢献をすることにある。 

この目的を達成するために、具体的には①所員は３つのテーマのいずれかの研究グループに

所属して共同研究または個人研究による研究調査をすること、②研究・調査のため必要な資料

の収集・分析検討を行い、ホームページおよび紀要に掲載して広く社会に結果を公表し社会に

資すること、③公開講演会および公開講座、公開シンポジウム、研修等の開催、④大学院生を

高度に訓練された専門家として社会の実践力とするための養成を行っている。さらに、心理相

談機関として、附属「心のクリニック」を開設して、心理臨床的相談および臨床発達的援助を

来談者に行うことにより、社会への直接的貢献を行うとともに、大学院生の実践的訓練機関と

しての機能をも果たしている。「心のクリニック」の所員は臨床心理学を主たる専門とする教員

10名で構成されており、それ以外に臨床心理士10名が非常勤相談員として勤務して相談任務お

よび大学院生の実践的教育に従事している。 

�点検・評価（�所と問題点）］ 
このように地域支援心理研究センターは本学の心理学部・大学院心理学研究科の専任教員と

の連携が強く、現時点では、その運営は適切に行われているものと評価しうる。 

�����（�来の��・��に向けた��）］ 
学部・大学院とセンターの関係には、特に大きな問題はないが、さらに充実したものにして

いく必要がある。特に今まで中心的であった「臨床心理学コース」に加えて、本学心理学研究
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科が2008年４月に発足させた「生涯発達・生涯教育心理学コース」および「社会・環境・犯罪

心理学コース」の学生の活動支援のためにも、発達相談および特別支援教育関係の支援などの

事業を積極的に展開することによって、大学・大学院との関係をより発展させることを現在検

討中である。 

 
（経�的な研究�件の�備） 
必��個人研究費、研究旅費の額の適切�（大学基��ー� 表 29・表 30・表 31・表 32） 
�現���］ 

学部教員の個人研究費は、１人あたり511,000円である。任用期限付教員（１名）の場合は、

その80％が支給されている。個人研究費は、年度初めに、必要な予算の項目を盛り込んだ１年

間の教育研究計画を提出することによって支給される。この教員個人研究費には、教員の自由

裁量により、図書購入費、機器備品費、研究用消耗品費、アルバイトなどへの謝金が含まれて

おり、執行は可能な限り弾力的に運用できる。個人研究費の３分の２までは研究旅費としての

使用が可能である。また、年額２万円分のコピーカードが各教員に配布されている。この個人

研究費以外にも研究助成制度があり、１年間を単位として特色のある個人研究には50万円、共

同研究には350万円が支給される。ただし共同研究および個人研究については全学部学科を通じ

て年間２件までとされている。さらに、将来的に学部・学科の教育改善に波及効果が期待でき

る取り組みへの支援である教育開発支援制度があり、学科内の数名のグループあるいは個人で

行う研究に対する助成制度もあり、採択されるとグループでの研究には最高額200万円まで、個

人の研究には50万円を限度として研究費が支給される。また１件200万円を限度として出版助成

制度があり、博士論文の公刊等に使用されている。 

研究旅費としては、国内での学会発表および、海外での学会発表に対しては、年間１度のみ

であるが、それぞれ２万円、30万円を限度とした支援制度がある。これ以外に長期および短期

国外留学、国内留学制度がある。 

大学院担当者には、１人あたり年間５万円の研究旅費が支給される。 

��検・��（長�と���）］�改善��（将来の改善・改�に��た��）］ 
他大学と比較しても、個人研究費の額は少なくなく適切である。さらに研究費の使途をあら

かじめ教育研究計画として提出しているため、それが、ある程度不適切な経費執行の歯止めに

なっている。教育研究計画は年度初めのおおよその計画であり、変更等も比較的柔軟に認めら

れている。 
個人研究費の執行については、毎年関係部署から「予算執行の手引き」が配布され、適切な

執行に役立っている。 
 
必��教員個室等の教員研究室の�備��（大学基��ー� 表 35） 
�現���］ 

心理学部専任教員の個人研究室面積は、平均23.7㎡である。室内には、机・椅子・書架など

の基本的な備品のほかに、学内LANに接続されたパソコンも配置されている。パソコンには、マ

イクロソフト社のオフィスをはじめとした種々のソフトがインストールされており、十分に教

員のニーズに応えるものとなっている。個人研究室のほかに、心理学部では実験室および臨床

心理学関係の演習室、計算機室が配置され、演習室では小会議用のテーブル、椅子などが配置

されている。標準配備されている備品以外にも、毎年度の学部予算で学部が求めた文献、視聴
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覚用のDVD、CDや備品も増設され、学部の演習室での使用が可能になっている。 

�点�・��（�所と問�点）］ 
心理学部教員の研究室が一ヵ所ではなく５号館７、８階、中央棟10、11階および研究棟４、

５階に分散していることにより、研究室での教員共同での研究活動あるいは連携には多少不便

である。しかし、心理学科実験準備室が２号館２階にあり、心理学科の教員はそこを中心に集

まることができる。また心理学部室も中央棟10階にあり、さまざまな会議に利用されている。

また、個別に必要な研究室内の備品については、個人研究費での対応には制限があり、かなら

ずしも十分に整備することができない。 

���方�（��の��・��に向けた方�）］ 
研究室において必要な機器備品の整備については、関係部署とも相談のうえ、ある程度教員

の裁量に委ねるようにすることも必要である。 

 
必��教員の研究時間を確保さ�る方�の��� 
�現状��］ 
専任教員は、出校日が週に３日以上、学部担当コマ数は年間 5.5 コマと定められており、そ

れ以上の担当については増担手当が支払われる。大学院を担当している教員には、学部に加え

て年間２～４コマ程度の担当コマがある。大学院を担当することについては、大学院手当が支

給されている。 

心理学研究科は、臨床心理士、臨床発達心理士、学校心理士等の資格取得を可能にしている

ため、必修科目が多くなり、全体的に開講科目数が多くなっている。その分大学院における教

員の負担も大きい。それでも、なんとか時間割上では、ほぼ全員が１週間に１日程度の研修日

に相当する日を設けている。ただ、その日を授業の準備に使ったり、また学内・学科の用務に

使用したりすることもある。学科の用務による出張は、高校への出張授業や入学案内をかねて

の高校訪問である。出張授業は、１人あたり年間３校程度、高校訪問は４校程度である。 

�点�・��（�所と問�点）］ 
学部と大学院を両方とも担当している教員は、授業の負担が多くなっている。本学には大学

院専任教員という制度がないため、今のところ仕方ないのが現状である。特に大学院臨床心理

学コースの教授は、臨床心理士認定協会からの意向もあって、多くの科目を担当している。ま

た臨床心理学コースでは複数教員で担当する科目が多く、全員が毎回参加するカンファレンス

のような科目からオムニバスで担当する査定演習のような科目もあり、准教授でも時間的拘束

は多い。 
���方�（��の��・��に向けた方�）］ 

研究時間の確保は大学教員という職業の根幹をなすものであり、教育研究以外の業務の負担

をできるだけ軽減し、研究時間を確保するためにすべての教員が負担を分担するという体制を

さらに推進していくほかない。しかし、教員の負担を軽減することによって、学生への教育に

影響が出るようなことは決してあってはならない。その点を考慮しながら、臨床心理学コース

では、１人の教員が通年で持っていた臨床心理学特論を、２人に分けて半期ずつ担当すること

にした。また臨床心理査定演習など、４人が通年で担当していた科目を２人で半期ずつ担当す

るなど、科目負担や時間的拘束を減らすように工夫した。 

 
必��研究活動に必要な研修機会確保のための方�の��� 
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�現状�明］ 
研修機会の確保として、まずは学会発表支援である。国内での学会発表、および海外での学

会発表に対しては、年間１度のみであるが、それぞれ２万円、30万円を限度とした支援制度が

ある。さらに、特別研修制度を整備し、研究活動に必要なまとまった研究時間を確保する措置

をとっている。特別研修制度には、海外および国内長期研修（６ヵ月以上１年）・海外および

国内中期研修（２ヵ月以上６ヵ月未満）、海外および国内短期研修（３週間以上２ヵ月未満）

の６種類があり、いずれの研修についても各学部から１年間に１名ずつ希望により利用するこ

とができる。ただし国内外での長期研修を希望する教員は、専任であり本学在職年数６年以上

の者、中期および短期研修には在職３年以上であるという条件がある。 

�点検・評価（長�と問題点）］�改善��（�来の改善・改�に�けた��）］ 
あわせて１年間に２名ないし６名の教員が特別研修制度を利用して、教育・校務の業務から

解放され、もっぱら研究に専念する時間を確保する機会が与えられている。制度そのものは適

切であるが、実際のところは学部および大学院の改組転換のための拘束があり、心理学部や心

理学研究科の教員は、長期研修が利用できにくい状況であった。 

しかし、研究時間をまとまって確保するための貴重な制度であるから、利用者をふやしてい

きたい。 

 
必��共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性（大学���ー� 表 31） 
�現状�明］ 

共同研究助成の制度は、本学専任教員が中心となって専門領域が異なる学際的研究テーマの

もとに、５人以上で共同して研究を行うことを目的として2001年に設置された。各プロジェク

トは１年単位で共同研究を展開しているが、現状では応募も少なく、心理学科でのここ数年間

の採択件数は年間１件程度であるが、現代的課題を多角的に取り上げた活動を展開している。

研究助成の採否および配分される予算額は、応募者から提出された申請書を学長によって評議

会内に設置された採択審査部会において原案を作成し、大学評議会において決定される。個人

研究の場合は１件あたり50万円が計上され、共同研究の場合は年額350万円までが交付される。

なお共同研究成果については年度末までに研究成果報告書として作成して提出すること、個人

研究については学会誌あるいは紀要等に公表することが義務付けられている。いずれも科学研

究費補助金に申請している研究であることが条件である。 

�点検・評価（長�と問題点）］ 
このように多様な領域について、研究の活性化のためにプロジェクトが活発に展開されてお

り、一定の成果を上げている状況は積極的に評価できる。 

しかし、その運用に関してはいくつかの問題点がある。 

第一には、審査の透明性である。これまでの例では、学際的研究や専門を異にする研究者の

共同研究という共同プロジェクト本来の趣旨に合致しないものもあったりした。第二に、予算

執行の適切性の監視である。予算の配分には学外者への委託費なども含まれており、その点に

ついて適切な監視が必要である。 

�改善��（�来の改善・改�に�けた��）］ 
共同研究は、目的を達成するために、本学の貴重な帰属収入のなかから相応の費用を捻出し

実施される事業である。したがって、上に指摘した問題点を改善するために、教員各自の自覚

を高めると同時に、制度の運用面に関して、検討が必要である。 
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（競争的な研究環境��のための��） 
必��科学研究費補助金および研究助���な��の研究助�金の申請とその採択の状況

（�学基���� 表 33・表 34） 
��状説明］ 

2006年度から2008年度までの文部科学省科学研究費補助金の新規応募および採択状況と受給

（新規分＋継続分）状況は、下表の通りである。 

 

学 部  科 学 研 究 費  

 2006   2007   2008   

 申請件数 A 採択 率 申請件数 A 採択 率 申請件数 A 採択 率 

心理学    ５ ０ 0.0   ７  １ 14.3    ３  ０ 0.0 

 

���・��（��と問題�）］ 
2006年度は科学研究費補助金に新たに採択された研究課題はなかったものの、2007年度には、

採択されている。しかし、応募は教員の自主性に委ねられており、特段の義務を課すことがな

いため、応募件数そのものが、余りにも少ないと言えよう。しかも心理学部の場合、毎年申請

する教員がほぼ同じであることも問題である。 

�����（��の��・��に�けた��）］ 
科学研究費補助金が、研究者の自由な発想に基づく研究を対象とした競争的研究資金である

ことから、応募を義務づけることは困難であろうが、教員自らが「研究費は自助努力により獲

得する」という意識をもち、積極的に学外の競争的資金を獲得する意欲を持つことが必要であ

る。そのため、本学では事務組織でも科学研究費を扱う部署を立ち上げ、毎年申請の説明会と

講演会を行い啓蒙に努めている。また特色のある個人研究費や共同研究費の申請には、科学研

究費補助金に申請していることが原則条件になっているため、学内的には徐々に応募率は高ま

りつつある。心理学部においては、さらに積極的な呼びかけが必要である。 
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d．社会学部・文学研究科社会学専攻 
文学研究科社会学専攻を担当している教員は、すべて社会学部教員の兼担であるため、以下

の研究環境に関しては、社会学部・文学研究科社会学専攻を併記して記述する。 
�到達目標］ 

社会学部は、「基礎的教養としての社会学、社会福祉学的知見を理解し、社会学的なものの

見方ができ、社会福祉マインドをもった、人間性豊かな自立した市民、職業人を育成すること」

を学部の理念・目的としている。また、大学院文学研究科社会学専攻は、「現代人の主体性喪

失の危機に取り組み、自らの体験を重視した研究スタイルを教育の基本方針とし、文化の多様

性を捉え、現代社会の全体像を多元的に研究することを通じて、社会学・人間学の専門的知識・

見識をもち、専門的指導能力を備えた人材を養成すること」を目的としている。 

このような人材を育成するための学部・大学院の教育活動を支える基盤となっているのは、

個々の教員の研究活動である。学部・大学院の理念・目的を実現するために、研究のための設

備・時間・資金等の研究環境を適切に整備することを到達目標としている。 

 
（研究活動） 
必��論文等研究成果の発表状況（大学基礎�ータ 表 24・表 25） 
�現状��］ 

直近５年の、社会学部所属専任教員（文学研究科社会学専攻兼担教員を含む、以下同様）の

論文等研究成果の発表状況（延べ件数）は、以下の通りである。著書（単）２、著書（共）32、

論文（単）63、論文（共）12、研究ノート０、書評１、翻訳７、その他 53 である。役職併任・

病気などの理由から、教員によって、また年度によって、論文等研究成果発表状況にばらつき

が見られるが、全体として見れば、そこそこの発表状況である。ただし、直近５年の発表件数

が０～３という教員が６名いる。そのうち３名は発表件数が特に少なく０～２である。 

��検・評�（�所と���）］ 
専任教員の自主性を尊重する従来からの方針により、研究成果の発表は主体的な取り組みに

委ねられてきた。役職併任・病気などといったやむを得ない事情も確かにあるが、また学部・

学科の運営の比重が大きすぎて研究活動に専念する時間的ゆとりがなくなってきているという

事情もあるが、着実に研究成果を発表している教員がいるなかで、研究成果の発表状況が著し

く少ない教員がいることは、改善すべきであると考えている。 

�改善方策（�来の改善・改�に��た方策）］ 
社会学部・文学研究科社会学専攻としては、役職併任や病気の場合はやむを得ないが、研究

に必要な時間的条件整備を行い、学部の研究紀要をはじめ研究成果の発表を促進する方策を早

急に検討したい。 

 
任��国内外の学会での活動状況 
�現状��］ 

直近５年の、社会学部所属教員の国内外学会（研究会等を除く）での発表状況（延べ件数）

は、単独 26 共同７である。専任教員は 18 名であるので、単純計算すると１人あたり５年間で

1.8 件とやや低調である。 

��検・評�（�所と���）］ 
専任教員の自主性を尊重する従来からの方針により、研究成果の発表は主体的な取り組みに
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委ねられてきた。役職併任・病気などといったやむを得ない事情も確かにあるが、また学部・

学科の運営の比重が大きすぎて研究活動に専念する時間的ゆとりがなくなってきているという

事情もあるが、着実に研究成果を発表している教員がいる中で、研究成果の発表状況が著しく

少ない教員がいることは、改善すべきであると考えている。 

�改善方策（��の改善・改�に��た方策）］ 
社会学部・文学研究科社会学専攻としては、役職併任や病気の場合はやむを得ないが、研究

に必要な時間的条件整備を行い、学部の研究紀要をはじめ研究成果の発表を促進する方策を早

急に検討したい。 

 
（研究にお�る国�連携） 
任��国�的な共同研究への参加状況 
�現状��］ 

2008 年度現在、個別で海外の研究へ参加している教員は２名である。 

��検・��（�所と問題�）］ 
教員の個別の努力による所が大きく、学部としての支援がほとんどないのは問題である。 

�改善方策（��の改善・改�に��た方策）］ 
まず海外の研究への参加経験のある教員に対して聴き取りをし、学部としてどのような支援

が可能なのかを検討する。 

 
（教育研究����間の研究上の連携） 
必����研究所を��している場合、��研究所と大学・大学院との関� 
�現状��］��検・��（�所と問題�）］�改善方策（��の改善・改�に��た方策）］ 

現在、社会学部からは教育研究所、オーストラリア研究所にそれぞれ１名の教員が所員とし

て参加しているが、教員個人の研究上の関心から参加しているものであり、社会学部・文学研

究科社会学専攻と両研究所との研究上の連携は特にない。 

 
（経�的な研究条件の整備） 
必��個人研究費、研究旅費の額の���（大学���ー� 表 29・表 30・表 31・表 32） 
�現状��］ 

学部所属専任教員が行う教育・研究活動を助成するため、年間、１人あたり一律に 511,000

円の個人研究費が交付されている。個人研究費は、研究用消耗図書、備品、用品、消耗品等の

購入、研究出張旅費、学会費・学会経費、その他直接個人研究活動の用に供する経費に対して

支出することができる。なお、高額な備品の購入に限り、研究費の一部を次年度に繰り越しす

ることが許されている。また、年額２万円分のコピーカードが各教員に配布されている。 

その他、教員の研究を支援する制度としては、全学で年間２名の制限があるが「特色ある個

人研究費制度」により 50 万円までの研究費補助、科学研究費補助金に応募することが前提であ

るが、１研究につき 350 万円を限度とする「共同研究費制度」（全学で年間２件まで）がある。

さらに、国内での学会発表および、海外での学会発表に対しては、年間１度のみであるが、そ

れぞれ２万円、30 万円を限度とした支援制度がある。 

また、大学院を兼担する教員の教育・研究活動を助成するため、大学院在籍学生１人あたり

70,000 円、教員１人あたり 50,000 円、受講者がいる教員１人あたり 50,000 円を積算ベースと
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して、合計額が各研究科専攻に配分されている。 

さらに、大学院生の研究活動を助成するために、大学院生の研究成果刊行助成（文学研究科

全体で年間 200,000 円）および大学院生の研究旅費助成（修士課程在籍者は 10,000 円）の制度

がある。 

�点�・��（�所と問題点）］ 
個人研究費、個人研究旅費等の額は、適切であると考えている。また、財務担当部署による

支出管理も適正に行われているので、特に問題はない。 

�改善方�（�来の改善・改�に�けた方�）］ 
現時点では、特に改善すべき点はないと考えている。 

 
���教員個室等の教員研究室の整備状況（大学基��ー� 表 35） 
�現状��］ 

社会学部専任教員には個人研究室が整備されており、「大学設置基準第 36 条２項」の研究室

の要件は満たしている。現在、社会学部専任教員の研究室は、研究棟・５号館・中央棟に分散

している。それぞれの面積は研究棟 18.38 ㎡、５号館 28.35 ㎡、中央棟 29.83 ㎡とばらつきが

あるが、平均 21.3 ㎡の個人研究室が全員に配置されており、個室率は 100％である。机・椅子・

書架・電話などの基本的な備品のほかに、学内 LAN に接続されたパソコンも配置され、教員の

ニーズに十分応えるものとなっている。 

�点�・��（�所と問題点）］ 
これらの建物は、1969 年以来、順次建てられた建物であるために研究室面積に多少のばらつ

きがあるのはやむを得ないと考えている。ただし、最も古い研究棟（1969 年竣工）の研究室が、

18.38 ㎡と手狭であることや、給排水設備の老朽化や電気容量等の問題を抱えていることは問

題である。５号館・中央棟の研究室には、特に問題はない。 

�改善方�（�来の改善・改�に�けた方�）］ 
研究棟の研究室の上記の問題を解消するために、2009 年度中に改修工事が行われ、給排水設

備、電気設備の整備をすると同時に、２室を１人の教員が使用できるようにする計画が進んで

いる。これによって研究棟の研究室の手狭さは解消されるものと考えている。 

 
���教員の研究時間を確保さ�る方�の適切� 
�現状��］ 

大学教員には、教育活動・研究活動・大学業務・社会貢献活動が求められている。専任教員

の責任担当コマ数は、教授・准教授・講師の区別なく、原則として、学部で 5.5 コマであるが、

社会学部では、役職による減コマおよび病気理由による減コマの教員を除けば、平均６コマ強

となっている。これは、0.5 コマ程度増加してでも少人数ゼミを専任教員で実施したいという、

学部所属教員の合意に基づくものであり、特定の教員が研究時間に支障が出るような過大なコ

マ数を担当しているというような状況はまったくない。他大学への兼任講師としての出講も３

コマ以内に制限されているので（学外兼職〔出講〕については教授会の審議事項である）、教

育活動が研究時間の確保の障害になっているということはない。社会貢献活動については、地

方自治体の審議会委員などの学外兼職〔各種業務〕を申請する制度があり、本務に支障がない

かをチェックしているので、社会貢献活動が研究時間の確保の障害になっていることはない。

こうした仕組みは、教員の教育活動だけでなく研究活動の時間を確保するために機能している。 
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大学業務に関しては、各教員は全学的な各種委員会で委員として活動しているが、各種委員

の割り当てについては、明文化されたルールはないが特定の教員に負担が偏らないよう配慮す

ることが学部内の慣行となっている。それにもかかわらず、入試の出題業務・オープンキャン

パス・出張授業などの学生募集のための業務など、いくつかの業務において、特定の教員に恒

常的に負担が偏っていることは否めない。 

��検・��（長�と問題�）］ 
特定の教員に恒常的に負担が偏っていることは事実であり、公平性に欠けるという問題があ

ることは承知しているが、研究時間が確保できないほどの状態であるとは考えていない。上記

の仕組みおよび学部内の慣行で、研究時間の確保は十分できていると考えている。 

�改善�策（��の改善・改�に�けた�策）］ 
入試の出題業務に関する特定教員への負担の問題については、現在、全学的に改善策を検討

しているところであり、その検討結果を待ちたい。 

 
必��研究活動に必要な研修機会確保のための�策の��性 
�現状�明］ 

本学では、研修制度を整備し、研究活動に必要なまとまった研究時間を確保する措置をとっ

ている。 

海外研修に関しては、在外研究員・特別在外研究員・私費在外研究員の種別に分かれ、本学

の資金による在外研究員制度は、（１）在職年数が６年以上で研修年度の４月１日現在で満 50

歳以下の専任教員を対象とする長期海外研修（６ヵ月～１年）、（２）在職年数が３年以上で

研修年度の４月１日現在で満 55 歳以下の専任教員を対象とする中期海外研修（２ヵ月～６ヵ

月）、（３）年齢制限のない、在職年数が３年以上の専任教員を対象とする短期海外研修（３

週間～２ヵ月）に分かれ、毎年各学部１名の枠が確保されている。特別在外研究員、私費在外

研究員には在職年数および年齢制限はないが、長期在外研究員・中期在外研究員であっても、

本学が教育研究の振興上必要があると認めた者については、在職年数および年齢の制限は設け

ていない。 

その他、海外の大学との協定校への教員交換制度（夏休み期間中で３週間以上）があり、派

遣教員は１名と規定されている。 

国内研修に関しては、年齢制限を設けておらず、研修期間が１年の場合は在職年数が６年以

上の専任教員、研修期間が６ヵ月の場合は在職年数が３年以上の専任教員が対象となっている。

ただし、本学が教育研究の振興上必要があると認めた者については、在職年数の制限は設けて

いない。 

これらの期間中は、教育・大学業務から解放され、もっぱら研究に専念する時間を確保する

機会が与えられている。 

��検・��（長�と問題�）］ 
本学の規模からすると、研修機会確保のための措置は一応の水準にあるものと考えられる。

問題があるとすれば、こうした研修機会を利用しようという意欲的な専任教員が少なく、利用

実績がほとんどないことである。 

�改善�策（��の改善・改�に�けた�策）］ 
研修制度そのものには問題がないので、制度の改善は必要ないと考えている。研修機会を利

用できるように、長期・中期の研修機会を利用する者がいる場合には、授業や学内業務に関し
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て大学および学部として支援する体制はできているので、支援体制にも問題はないと考えてい

る。 

 
���共同研究費の制度�の��とその運用の適切�（大学基礎データ 表 31） 
����明］ 

共同研究費については、「追手門学院大学研究助成制度規程」のなかで、前年度に科学研究

費補助金申請したものであることが条件であるが、「本学専任教員が中心となって、複数の学

部・学科等の異なる専門領域にまたがる学際的研究テーマのもとに、５人以上で共同して研究

するもの」を対象に交付されることが規定されている。交付期間は１年で、交付申請者は本学

の専任教員に限定されるが、５分の１を超えない範囲で学外者を共同研究者に加えることがで

きる。共同研究費の交付額は１研究に対して 350 万円を限度とし、年間２件を上限に交付され

る。旅費・交通費への支出は、交付総額の 50％以内に限られている。共同研究費を受給した年

度末までに、研究成果報告書を提出することが義務づけられている。 

共同研究費補助金申請から研究費の交付決定までの手続きも、「追手門学院大学研究助成制

度規程」のなかで明確に規定されており、研究費の支出に関しては財務課が所管することにな

っている。2008 年度は利用がなかった。 

�点�・��（�所と問題点）］ 
共同研究費の制度は完備しており、適切に運用されている。 

�改善方策（��の改善・改�に�けた方策）］ 
制度面・運用面で改善すべき点は、特にない。 

 
（��的な研究環境�出のための��） 
���科学研究費補助金および研究助成財�な�への研究助成金の申請とその採択の�

�（大学基礎データ 表 33・表 34） 
����明］ 

『大学基礎データ（表 33）』に記載されているように、社会学部所属専任教員の科学研究費

の申請件数、採択件数は、以下の通りである。2006 年度は申請件数３、採択件数２、2007 年度

は申請件数３、採択件数１、2008 年度は申請件数１、採択件数０である。なお、科学研究費補

助金等外部の研究助成を受けた研究では、２名が研究代表者となっている。また、大学内の研

究助成を受けている専任教員は、2006 年度１名、2007 年度２名、2008 年度２名である。 

科学研究費補助金以外の学外の研究費の申請・採択件数は、2008 年度は０である。 

�点�・��（�所と問題点）］ 
申請件数の少ないことが、問題点である。科学研究費補助金への申請件数を増やすため、本

学独自の研究助成制度を設け、そのなかで「共同研究」「特色ある個人研究」への研究助成申請

は、科学研究費補助金への申請を条件としているが、社会学部では功を奏していない。 
�改善方策（��の改善・改�に�けた方策）］ 

今後も学部として研究助成への申請を促すしか、改善方策はない。 
 
（研究上の成果の�表、��・受�等） 
任��研究�文・研究成果の�表を支援する��の適切� 
����明］ 
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社会学部所属専任教員（文学研究科社会学専攻兼担教員を含む）は、その研究成果を公表す

るために、年１回発行の『追手門学院大学社会学部紀要』と研究成果刊行助成の制度や学会発

表支援の制度を利用することができる。 
研究成果刊行助成は各学部 200 万円を限度額とする出版助成であり、以下のような条件が付

されている。 

（１）博士の学位取得の促進につながる研究成果の刊行であること。（２）学術論文であること。

（３）単著であることが望ましい。（４）市場性に乏しいこと。（５）翻訳は原則として除く。 

学会発表に対する支援としては、国内学会発表支援と海外学会発表支援の２種類がある。 

国内の学会発表については、支援の対象となる学会とは、（１）日本学術会議登録の学会・協

会であること、（２）３年以上継続して年１回以上機関紙を発行していること、（３）正会員が

100 人以上であること、のすべてを満たしている学会であり、全国大会で発表する場合、上限

２万円が支給される。 

海外における学会発表については、支援の対象となる学会とは、（１）３年以上継続して年１

回以上機関紙を発行していること、（２）正会員が 200 人以上であること、（３）学会の開催地

が日本国以外であること、のすべてを満たしている学会であり、研究成果を発表する場合、地

域によって差があるが、上限 30 万円（実費）が支給される。 

�点�・��（�所と��点）］ 
本学の規模からすると、研究論文・研究成果の公表を支援する措置は、一応の水準にあり、

適切であると考えている。 
�改善��（��の改善・改�に�けた��）］ 

現時点では、特に改善すべき点はないと考えている。 
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e．国際教養学部（�文学部�む）・文学研究科中国文化専攻・英文学専攻 
［����］ 

教員活動の基本となる研究活動について、現今の社会状況はなかなかそれへの専念を困難に

する要素が大きいが、それゆえにかえって、時間的にも物理的にも経済的にも研究に取り組む

十全な環境を大学として保障していくことが、強く求められている。教員の研究活動のうえに

学生に対する教育活動が豊かに展開されるのだとすれば、研究環境の維持、さらなる改善は、

それ自体が大学の教育力の源泉であり、ひいては安定した学生募集力に直結しているからであ

る。 

 
（研究活動） 
必��論文等研究成果の発表状況（大学基��ータ 表 24・表 25） 
［現状説明］ 

学部教員の論文等の研究成果の発表の場として、学部としては『国際教養学部紀要』、またア

ジア学科には『アジア学科年報』、英語コミュニケーション学科には『英語文化学会論集』があ

り、いずれも年１回の刊行を継続している。大学院については、学部に所属する教員がそのま

ま大学院における教育・研究活動にも携わっている現状から、文学研究科もしくは中国文化専

攻・英文学専攻独自の機関誌は刊行していない。 

また、それぞれの所属学会等の機関誌等へ投稿・掲載するなどのほか、特にアジア学科では、

アジア学会による編著の刊行も行っている。 

［�検・評価（�所と���）］ 
上記３種の学部内研究論集を恒常的に刊行してきており、教員の論文発表の状況はおおむね

順調である。 

［改善��（��の改善・改�に�けた��）］ 
研究成果の評価が量的なものに偏らず、質的な評価に耐えられる研究成果を心がけなければ

ならない。 

 
�����学部・研究科として特�すべき研究��での研究活動状況 
［現状説明］ 
学部に所属する教員がそのまま大学院における教育・研究活動にも携わる現状については、

前項［現状説明］で述べた通りである。 
学部のうちアジア学科は特に、その地域研究の側面において広範な地域をカバーするスタッ

フを擁している。そのスタッフの多様性を生かした共同研究の実績がある。 

［�検・評価（�所と���）］ 
しかし、近年、学内諸業務の繁忙等の理由により、共同研究を組織することができないでい

る。学部学科としては研究活動のある種の停滞であると考えられる。 

［改善��（��の改善・改�に�けた��）］ 
学科特性を生かした共同研究を組織することができるような研究環境をいかにすれば確保で

きるか、個々の教員の努力を超えた大学としての対応を検討する必要がある。 

 
（教育研究組織��間の研究上の�携） 
必����研究所を��している場�、��研究所と大学・大学院との関� 
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�現���］ 
オーストラリア研究所・教育研究所・ベンチャービジネス研究所が附置されているが、専任

の教員は配置されていない。本学部・研究科の教員が、その専門分野等との関連において、そ

れぞれに研究所員を務めている。 

�点検・��（長所と問�点）］ 
現在、オーストラリア研究所と教育研究所については、それぞれ本学部・研究科、本学部の

教員が所長を務め、活動の中心を担っている。その活動は、学部や大学院を外に紹介する役割

と、内部的に検証する役割という一面を果たしている。 

�改�方�（�来の改�・改�に��た方�）］ 
研究所としての活動がいかに学部や大学院の研究特に教育に反映されるか、研究所の管理・

運営に関する協議会が、その点を考慮した議論の場となることを検討するべきかも知れない。 

 
（��的な研究条件の整備） 
必��個人研究費、研究旅費の額の���（大学基��ータ 表 29・表 30・表 31・表 32） 
�現���］ 

全学的に年間１人あたり 511,000 円が充てられている。研究旅費はその半額まで使用可能で

ある。 

�点検・��（長所と問�点）］�改�方�（�来の改�・改�に��た方�）］ 
執行手続きの簡素化や、単年度執行のあり方など見直す必要があるかもしれない。 

 
必��教員個室等の教員研究室の整備��（大学基��ータ 表 35） 
�現���］ 

全学的に同じゆえ、個別に記さない。 

�点検・��（長所と問�点）］ 
広さの確保は一応満たされていると言えよう。 

中央棟についてはガラス張りであることや窓の開閉がないことなどの使い勝手の悪さの指摘

がある。また、改修後の研究棟については、中央棟同様、以前はあった室内の水道設備がない

ことに対して、その研究環境の劣化を指摘する声がある。 

�改�方�（�来の改�・改�に��た方�）］ 
５号館に存在する研究室を学内のスタンダードとする、さらなる研究室整備が望まれる。 

 
必��教員の研究時間を確保させる方途の��� 
�現���］ 

教員の授業担当の標準的ノルマは 5.5 コマとして授業計画が編成されている。それを、週３

日以上の登校日に割り振っている。そのほかに教員は全学的な、また学部・学科や研究科内の

それぞれの委員会の委員を果たすことになっている。また、それ以外にも、学生募集に関する

高校訪問や模擬授業、年６回に拡大されたオープンキャンパス等の業務、その他随時臨時的な

諸業務を果たすことが求められている。そのなかで、教員の研究時間を確保させる方途がなに

か、積極的に模索されているとは言いがたい。 

�点検・��（長所と問�点）］ 
5.5 コマおよび週３日以上の登校日という基本的な条件は従来とかわりがなく、それ自体と
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してはそれなりの適切性を持っている。しかし、現実的には、全学的な非常勤コマの縮減方向

のなかで増担が一部恒常化している部分もある。さらに、授業担当とその準備や評価に関連す

る業務以外の負担が、近年、増加する一途で、教員の研究時間確保に関する教員自身の満足度

は極めて低下していることは否めない。 

�改�方�（��の改�・改�に向けた方�）］ 
大学のアピール力が、今後、大学の教育力に集約されていくとしたら、そのためにも教員の

研究時間を確保し一層の研究成果を教育に還元していくことが、大学の存続に大きく関わって

いる。教員が教育と研究に専念することのできる環境の整備を、同時に民主的な学内運営のあ

り方の確保の問題と連関させつつ、職員との業務分担の見直しのなかで果たしていくべきであ

る。 

 
���研究活�に�要な研修��確保のための方�の適切性 
�現状��］ 

大学として、海外研修（長期、中期と短期）、国内研修の制度が設けられている。 

��検・評価（長�と問題�）］ 
制度はそれなりに設けられているが、学部・研究科２専攻の実績としては、過去５年間にお

いて、長期・中期・短期のいずれの海外研修も行われていない。国内研修も、過去５年間にお

いて１件のみである。 

個人の研修計画との関連もあることではあろうが、学部改組や学内諸業務の繁忙など大学の

事情による不活発の側面は否めない。 

�改�方�（��の改�・改�に向けた方�）］ 
制度が実質的に運用される体制が大学には求められている。 

 
���共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性（大学���ー� 表 31） 
�現状��］ 

共同研究費の制度としては、本学専任教員が複数の学部・学科にまたがる学際的研究テーマ

に関して、５人以上で共同研究する場合に交付される研究費がある。交付期間は１年、申請者

は本学の専任教員に限定されるが、５分の１を超えない範囲で学外者を共同研究者に加えるこ

とができる。共同研究費の交付額は１研究に対して 350 万円を限度とし、年間２件を上限に交

付される。旅費・交通費への支出は、交付総額の 50％以内に制限されている。共同研究費の受

給年度末までに、研究成果報告書を刊行することになっている。2008 年度は、全学的に利用が

なかった。 

��検・評価（長�と問題�）］ 
制度としてはおおむね適切かと考えられるが、年間上限で 700 万円しか予算化されないこと

が、この規模の大学として適当かどうかの議論はありうる。また、運用面では、現実的に利用

がない状況が起ることの問題性を認識しなければならない。 

�改�方�（��の改�・改�に向けた方�）］ 
学際的研究テーマの共同研究は大いに促進されるべきであるとすれば、またそのことの教育

力への還元の重要性を考慮すれば、予算規模および申請条件の緩和（学外者や研究期間、支出

費目の見直し）など再検討して、採択件数がゼロなどということのないように運営するべきで

ある。 
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（競争的な研究環境��のための��） 
���科学研究費補助金および研究助成財団などへの研究助成金の申請とその採択の状

�（大学基礎データ 表 33・表 34） 
［現状説明］ 

科学研究費補助金については、『大学基礎データ（表 33）』に示されているように、2006 年度

は申請件数５件・採択件数１件、2007 年度は申請件数３件・採択件数０件、2008 年度は申請件

数６件・採択件数２件となっている。その他の学外研究費については、2008 年度は該当がなか

った。全学的な方針として、科学研究費補助金への申請件数を増やすため、本学独自の「特色

ある個人研究費制度」への応募申請は、科学研究費補助金への申請を条件としている。 

［点検・��（��と��点）］ 
科学研究費補助金および研究助成財団などへの研究助成金の申請は、教員の研究計画の内発

性に基づいて行われるべきものであるが、申請それ自体が研究計画の精緻化を伴うという利点

はある。しかし、言うまでもないが、競争的な研究資金は申請者全員に配当されるものではな

いので、その書類作成等の労力と時間をフォローする仕組みを準備しておかなければ、申請の

増加にもつながりにくい。 

［��方�（��の��・��に�けた方�）］ 
［現状説明］にも述べたように、科学研究費補助金への申請を促すために、本学独自の「特

色ある個人研究費制度」への応募申請にあたって科学研究費補助金への申請を前提にしている

のだから、本学独自の「特色ある個人研究費制度」の拡大を検討すべきである。 
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７．社会貢献 

 

（１）大学の社会貢献 

���目�� 

本学の施設など物的資源とともに「知」の資源を社会に提供するべく、研究活動の活性化と

研究成果の社会還元を追及する。また、学生だけでなく地域の人々に対しても魅力的かつ特色

ある文系総合大学を目指し、高大連携・企業連携の推進、社会人リカレント教育の充実、生涯

学習機会の提供、出版・講演活動を通じた社会還元・地域社会への貢献を積極的に進めていく。 

また、講座や講演会のみならずほかの施設・グランド等を開放し、地域の文化・スポーツ活

動の拠点となることを目指す。 

公開講座や講演会を開催し、地域の方々の参加は定着している。今後は講座や講演会のみな

らず他の施設・グランド等を開放し、地域の文化・スポーツ活動の拠点となることを目指す。 

 

（社会への貢献） 

���社会との文化��等を目的とした教育�ステ�の充実度 

���公開講座の開設��とこれへの市民の参加�� （大学���ータ � 10） 

���教育研究の成果の社会への還元�� 

���国や地方��体等の政��成への寄与の�� 

������ 

2004 年４月、本学の地域貢献、産官学連携の促進を図るため、リエゾンオフィスを設立した。

これは地域を中心とした社会貢献を軸に、幼稚園から高校までの学校との教育連携、さらに地

域や行政、企業などとの産官との連携を通じ、地域社会との共生・地域社会の発展に貢献する

ことを目的としている。リエゾンオフィスは、地域社会と大学をつなぐ窓口として、豊かな社

会創造に寄与するため、教育・文化・芸術・スポーツ等の各分野における教職員・学生の地域

貢献活動の支援を積極的に推進している。 

本学では茨木市教育委員会の後援のもと、地域住民を対象とした公開講座を開催しており、

2007 年秋期に教育研究所からリエゾンオフィスへ業務移管された。公開講座は、生涯学習支援

活動として春期に一般講座、夏期にコンピューター講座、秋期に専門講座の年３回の開催とな

っており、すべて無料で提供している。特徴として、春期は大きなテーマ設定であるのに対し、

秋期は特定の分野に特化したテーマのもと、当該の専門分野の教員による講座を提供している。 

公開講座は、2006 年度春期に「国際社会における文化の共生」（全 10 回）を開催し、延べ 1,334

名（１講座平均 133 名）、2007 年度春期は「日本の家郷－日本とはどのような国か」（全 10 回）

のテーマのもと、延べ 1,545 名（１講座平均 155 名）が受講した。公開講座は、30 余年を数え

る本学でも特に歴史あるイベントの一つとなっており、近年は毎回延べ 1,000 人を越える受講

者があり地域に定着している。さらに、2008 年度については本学院創立 120 周年を記念し、会

場を茨木市中心部の公共施設から本学施設へと拠点を移し、地域貢献をより深化・実質化させ

るために、外部の著名人を講師として招聘し、リピーターだけではなく、新たな世代・年齢層

を開拓することを試みた。その結果、テーマ「異文化理解－新しい価値の創造を求めて―」は、

延べ 2,257 名の受講となった。 

秋の専門講座は春の公開講座に比べて歴史は浅く、2004 年度からのスタートとなっている。
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前述した通り、専門的なテーマをもとに、学科レベルでのリレー講座を展開している。2006 年

度は、社会学部社会学科所属の教員を中心とした「いま福祉に何が起こっているのか」（全５回）

のテーマで、延べ参加者は 141 名（１講座平均 28 名）、2007 年度は国際教養学部アジア文化学

科の教員による「上海 中国のダイナミズム―その歴史と現在」（全５回）の参加者が延べ 329

名（１講座平均 66 名）、2008 年度は経済学部の教員による「日本経済のこれから」（全５回）

が、延べ 499 名（１講座平均 100 名）となっている。秋の専門講座は年をおって参加者が増加

しており、春期の公開講座同様、地域に定着しつつある。 

また、夏期の短期集中講義である「市民のためのコンピューター講座」についても、抽選と

なるクラスが毎年発生する人気講座となっている。 

なお、以上３つの公開講座は「地域貢献」を第一の目的に設置しており、すべて無料で提供

している。 

その他に、本学の具体的な地域貢献事業の取り組みの一つとして、学生チャレンジショップ

「追風」が挙げられる。これは、茨木 TMO（中心市街地まちづくり機構）による地域活性化プ

ロジェクトの一環として、2005 年 10 月に茨木春日商店街に出店したことが嚆矢である。学生

のビジネスの体験教育の場であるとともに、本学学生が経営する施設を設け、地域商店街へ学

生が頻繁に出入りすることにより、商店街が位置する地域の「にぎわい」の復活を目指してい

る。この取り組みは 2007 年度の文部科学省「現代 GP」の参画型教育（取組名称：地域と連携

した起業家的人材の育成）に採択されたのを機に、阪神間で５店舗にまで拡大した。各店舗と

も本学教員・学生が地元商店街とともに商店街のにぎわいの復活、しいては商店街の活性化を

目指して活動を進めている。 

本学は大阪府茨木市に位置しており、地元茨木市との連携に重きを置いている。2004 年７月

には、より一層連携を強化するために、茨木市、茨木商工会議所と本学院の３者による「茨木

市地域活性化を目指した産官学連携基本協定書」を締結し、地元社会への貢献のために連携し

た活動を進めている。主な活動としては市民のニーズを捉えた講演会・シンポジウム等、イベ

ントの共催がある。特に 2008 年５月には、茨木市市制 60 周年・茨木商工会議所創立 60 周年、

本学院の創立 120 周年を記念して、「産官学こども春まつり」を共催した。このイベントでは「ひ

と・もの・まちづくり」をメインテーマとして掲げ、市民、特に未来を担う子ども達が喜ぶ企

画を展開し、当日は延べ 45,000 人を超える参加者となり、大いに盛り上がる一大イベントとな

った。 

その他にも、学部単位での公開授業や高校等を対象とした出張授業、協定による教育連携、

教員個々人の近隣自治体の審議会・委員会等へ学識経験者としての参加等、様々な形での地域

貢献活動を実施しており、詳細は各学部・研究科の項を参照されたい。 

���・評価（�所と���）� 

公開講座については、地域の認知度も高く、毎年多くの受講生を迎え入れている。無料講座

として設定し、講座の大半を本学教員が担当しており、本学の「知」あるいは教員の研究成果

を地域に還元していると評価できる。ただし、これらの受講生の大半は定年退職者世代である。

この世代のニーズに応えていくことは重要であり、毎回の講座アンケートに基づき、受講生の

ニーズの把握と指摘された講座運営の方法等については随時対処することにしている。それと

同時に、子育て世代や現役社会人などにも層をひろげる努力が必要である。 

地元茨木市、茨木商工会議所との連携についても、イベント中心からほかの連携方法を模索

し、かつ創造するべく、地域が本学に期待している「知」のニーズとともに本学のシーズにつ
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いても把握し、これらを産・官・学で共有し、活用する機会を設ける必要がある。 

���方�（��の��・��に�けた方�）� 

公開講座については、受講年齢層に幅を持たせるために、開催時期、開催時間、テーマ、講

師を全面的に検討し、アンケートを活用するとともに、他大学の実状も調査し、計画していき

たい。 

また、地域へ本学の教育・研究成果を還元するために、まず地元である茨木市において、茨

木市、茨木商工会議所とのさらなる連携を図るため「茨木市産官学連携事業推進連絡会」を実

質化し、定期的に情報交換を行うことで地元の行政や産業のニーズを把握し、本学が貢献でき

る内容や領域で積極的な提案活動を行っていきたい。また、その経験を生かし、茨木市だけに

留まらない貢献活動へとつなげていきたい。 

 

必��大学の施設・設備の社会への開放や社会との共�利用の状況とその有�� 

��状��� 

施設・設備の社会への開放は、教室においては、地方公務員の採用試験会場や進学塾の模擬

試験会場として、パソコン教室においては、「市民のためのコンピューター講座」の利用が定着

している。グラウンドにおいては、茨木市少年サッカーフェスティバルの会場に第１グラウン

ドを、野球教室の会場として第２グラウンド（野球場）を、登録した個人に対して洋弓場を開

放している。また、図書館の休日開放も実施している。その他、正門には路線バスのバス停を

設置し多くの利用者がある。 

食堂やコンビニエンスストアにおいても自由に利用できる。また、駐車場においては近隣の

幼稚園や介護施設の行事日に利用されることが定着している。 

�点検・��（�所と問題点）� 

公開講座や講演会の実施、少年スポーツ大会の実施、大規模人数の受験会場としての教室利

用、近隣の幼稚園や介護施設の利用等少しずつではあるが施設・設備の開放が進んできている。 

大学のホームページ上でも「講演会」、「公開講座・セミナー」、「行事・その他催し物」のカ

テゴリーを作成し、事前の案内と実施後の様子を公開している。 

問題点としては、平日は授業や課外活動で施設の利用が難しい状況となっている。また、交

通の便が路線バスとスクールバスになるため、多くの参加者が一度に移動できない状態である。 

���方�（��の��・��に�けた方�）� 

定期的な公開講座や講演会について、今後もホームページで公開することや２ヵ所のサテラ

イトオフィス（茨木市駅前・大阪城スクエア）においてチラシやポスター掲示で広報活動を活

発にし、より多くの参加者を募ることを行う。また、課外活動で利用し難い状況となっている

グラウンドは、キャンパス外の近郊に課外活動に利用できるグラウンドを確保するよう検討し

ている。
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（２）学部の社会貢献 

�．経済学部 

���目標� 

大学は、本来、「教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に

寄与する」（学校教育法第 83 条２項）ことが求められている。これは、直接的には、授業公開

や公開講座の提供といった形である程度は実現し、その過程で地域社会との連携も図ってきた。

ただし、この活動は大学の教職員が主体となったものである。私たちがさらに目指すべきは、

「独立自彊・社会有為」という本学の教育理念のもと、社会の各分野で活躍し、さまざまな形

で社会に貢献することのできる人材を輩出することである。私たちが目標とするのは、大学・

学部が直接的な形で社会と関わり貢献し、その活動を通じて、学生に社会との関係を意識させ、

大学で学んだことを社会に還元できる人材を育てることである。 

 

（社会�の貢献） 

必��社会との��交流�を目的とした教育�ステムの�実度 

�現状��� 

交流講義を通して、福祉と経済のわかる学生を養成することを目的に「福祉社会論」では、

年間に５回ほど身体・知的・精神などに障害を持つ本人または持っていた本人、高齢者、子育

て中のお母さん、そのような人たちの介護者・支援者、施設の職員、養護学校の先生などを学

外社会人講師として交流講義にきていただいている。このような交流講義を通して、社会的に

困難を持つ人々の現実と現状を知り、自身とは異なる生活に接し、学生は自分に気付く。さら

に学生は当事者の福祉ニーズを知り、福祉サービス市場における需要に対する供給はどのよう

に増加させることができるのか、持続可能な福祉社会を考えるなかで、経済も福祉もわかる複

眼的な学生が育っている。また、「福祉社会論」担当教員の「演習Ⅰ」では、毎年、大阪府社会

福祉協議会主催の「ボランティア体験プログラム」に学生が選定した興味あるボランティア活

動に参加している。さらに、夏合宿で「社会福祉法人かがやき神戸」「特定非営利活動法人ヤン

ヤンのおうち」を訪ね、障害者本人や施設職員との体験学習を行っている。さらには、障害者

本人、その家族または支援者を招いて過ごし、一日の障害者の生活そしてその家族の生活を体

験している。学生は、これら体験・交流を通じて、福祉サービスがどれだけ必要であるか、福

祉サービスには経済的裏付けがいかに必要であるか、福祉と経済の両立の大切さを学ぶ。その

ほかに、特殊講義「地域と暮らし」では、毎年、四国の東洋町および上勝町でフィールドワー

クを行っている。学生は、地域社会の実情を知り、また、地域社会が地域の振興にいかに努力

しているかを学んでいる。 

���・��（��と���）� 

「福祉社会論」における交流講義では、各当事者の講演の後、学生それぞれに講演に関する

レポートの提出を義務付けている。これら学生のレポートを講師に読んでもらい次回以降の授

業で講師からのコメントを紹介し、学生と講師（障害当事者）の相互理解を促進している。本

来は学生と講師の懇談の機会を用意すればよいのであるが、多人数授業（約 250 名）であるた

め困難である。また、「演習」における体験学習では、人数的な制約はなく、かなりの親密で内

容のある相互理解が図れるが、体験学習が演習の一環として行われるため、学生の自主性が損

なわれないように配慮しなければならない。 

�����（�来の��・��に�けた��）� 
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これら、体験学習・交流学習を進め、学生が自身とは立場の異なる人々や生活、社会環境を

知ることによって、自らの社会的位置や役割（４年制大学卒業者としての自覚）に気づき、福

祉と経済のわかる社会人として育っていくようしている。 

 

必��公開講座の開設��とこれへの市�の参��� 

����明� 

2006 年度は、公開講座は実施されなかった。2007 年度は、「少子化とヒューマンエコノミー」

をメインテーマとして、秋季公開講座（全３回、外部講師２名、学部教員１名）を実施した。

2008 年度に経済学部が関わった公開講座は２つである。一つは、教育後援会が主催した「おう

てもん塾」で、「日本経済の昨日・今日・明日」と題して、７月から８月にかけて計６回（学部

教員６名）行った。６回の延べ受講者数は、89 名（１回平均 15 名）であった。いま一つは大

学が主催した「追手門学院大学秋の専門講座」で、「日本経済のこれから」と題して、９月から

10 月にかけて計５回（学部教員５名）行った。５回の延べ受講者数は、499 名（１回平均 100

名）であった。「おうてもん塾」は、追手門学院の大阪城スクエア（大阪市中央区大手前）で有

料で実施された。「秋の専門講座」は、本学の６号館で無料で実施された。 

��検・��（��と�題�）� 

大学で無料で実施している公開講座に比べて、大阪城スクエアで実施した「おうてもん塾」

の受講者数が少なかった原因としては、一つには有料であったことが考えられる。料金設定に

ついては、検討の余地があろう。 

�����（��の��・��に�けた��）� 

大学の使命は、「教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に

寄与する」（「学校教育法」第 83 条２項）ことであるから、公開講座については、毎年、学部予

算として必要な経費を計上するとともに、教授会等を通じて、外部講師の紹介も依頼しており、

今後も継続していく。「おうてもん塾」については、本学の教育後援会が主催しているので、料

金設定については、協議をする予定である。 

 

必��教育研究の成果の社会への���� 

����明� 

経済学部の教員が行っている活動として、以下のものを挙げることができる。 

教員の１人は、平成 16 年度～平成 18 年度科学研究費補助金（基盤研究 A-２）「知的障害者

（児）のコミュニケーションを促進する支援技術機器の開発」における研究Ⅱ「特定話者用音

声認識ソフトの開発」－音声認識技術の利用可能性に関する研究開発－での研究成果を用いて、

試験的段階ではあるが、高齢者や障害者の職業開発支援としてのデータ入力・テープ起こし、

聴覚障害学生の学習支援としてのノートテイカー補助、重度障害者生活支援としての環境制御

装置「みてら」への利用を行った。具体的には、市場調査などアンケート結果の数字列データ

の入力を音声によって行う「データ入力」作業への参入を、キーボードなど機器が利用できな

い障害者や高齢者の当該作業を可能にする。聞き取り調査などヒヤリング結果の文字列データ

の入力を音声で行い、結果をテキストで表示させる「テープ起こし」作業への参入を可能にす

る。大学の講義において、聴覚に障害がある学生は講師の発話は聞き取れず、要約筆記者であ

るノートテイカーを常に伴わなければならない（通常は筆記者の疲労を考えて２名以上）。ここ

では、講師の音声データを音声認識技術を用いて PC に入力させ、テキストとしてディスプレー



７．社会貢献（経済学部） 
 

466 

上に表示させる。このことによって、筆記者の負担の軽減または人員の削減を行うことができ

る。障害者が日常生活においての自立を支援する、例えば電気のスイッチを入れたり、クーラ

ーをオンオフしたりすることを音声によって行うことが音声認識技術は可能である。 

また別の教員は、持続可能なビジネスの在り方として、グリーン・サービサイジング（モノ

を販売するのでなく、機能を提供することへの転換で、資源が効率よく活用され、結果として

環境負荷を低減できるビジネス形態）について、定義をし、それが社会に受け入れられるかど

うかを、社団法人 環境生活文化機構（2001 年から 2002 年）から助成を受け、「家電リース等

の促進による環境負荷の低減と可能性に関する検討調査」という課題で、社会実験を実施した。

さらにこの教員は、2006 年度から 2007 年度にかけては、科学研究費補助金（基盤研究 C）研究

代表者として、「消費者の受容性から見たグリーン・サービサイジング戦略の検討」を実施した。

この間、環境省、経済産業省が、「グリーン・サービサイジング」に注目をし、具体的に、経済

産業省は、2005 年から「グリーン・サービサイジングモデル事業」という助成を開始し、毎年、

全国のグリーン・サービサイジングに資する事業、数件に助成をし、グリーン・サービサイジ

ング事業の促進を行っている。 

�点検・��（長�と問題点）� 

上記の教育研究は、まだまだ試験的段階であるが、研究成果を社会還元することによって、

障害者の身辺自立を促し、介護者の負担の軽減を図ることができる。今後は職業訓練講習や指

導者養成講習を開催するなど、さらにこれら技術の利用のすそ野を拡大する必要がある。 

�改善方策（将�の改善・改�に�けた方策）� 

具体的に、広範な人々を対象とした講習が用意されているわけではないが、現在行われてい

る試験的段階からさらに音声認識技術利用に関する講習会を開催し、利用の対象をひろめた段

階へと進める。 

 

必��国や地方自治体等の政策形成への��の状� 

�現状��� 

2005 年度以降、経済学部の専任教員 31 名（学長を除く）のうち８名が、延べ 18 の国や地方

自治体の審議会・協議会等の委員として政策形成に参画している。 

�点検・��（長�と問題点）� 

大学の校務に支障が出ない範囲で、適切に行われている。 

�改善方策（将�の改善・改�に�けた方策）� 

現在のところ、特に具体的な改善策を検討すべき問題点はない。 

 

必��大学の施設・設�の社会への開�や社会との��利用の状�とその�効性 

�現状��� 

「福祉社会論」では「特色ある教育」の一環として、学外社会人講師を招いて、学生の他者

理解と自己発見に結び付け、福祉と経済の両視点から経済社会が見ることができるよう年５回

ほど交流講義を行っている。その特色ある交流講義として、社会福祉法人「かがやき神戸」の

小規模授産施設「つくしんぼ」が行う「土曜日の天使達」が、本学大学祭「将軍山祭」に参加

し、2008 年 11 月２日、本学にて公演を行った。また、李義昭ゼミ「演習Ⅰ」では、ボランテ

ィアや施設交流などの体験学習を通じて、日ごろ接することの少ない世界を知り、経済社会の

現状や現実に立脚して、自らの研究課題を経済と福祉という複眼的視点で分析できるよう期待
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している。その一環として、特定非営利活動法人いばらき自立センター「ぽぽんがぽん」の福

祉作業所「障害者」の生活をひろげる場「ふかふか」（本学正門前）に対し、本学大学祭「将軍

山祭」に参加を呼びかけ、2008 年 11 月３・４日に模擬店を出店した。 

���・��（�所と���）� 

大学の施設・設備の社会への開放や社会との共同利用の現況は、まだまだ試み的段階である

が、大学の地域貢献の可能性を探るため、茨木市福祉協議会・ボランティアセンターと経済学

部有志教員が 2008 年 10 月 30 日に懇談を行った。結果、地域住民との懇談会開催に関しての協

力がいただけるとの内諾を得た。地域住民との懇談が定期的に開催されれば、大学が地域社会

に対して何ができるのか、また、地域社会は大学という社会資源に対してどのようなニーズを

持っており、地域の資源としてどのように利用したいと思っているのかを、把握できる。 

�����（将�の��・��に�けた��）� 

大学施設を地域住民に開放し、利用を促進するためのルールづくりを進める。また、「将軍山

祭」など学校イベントに対する住民参加を広範に呼びかける。茨木市福祉協議会・ボランティ

アセンターなどと協力して、定期的に地域の住民組織と懇談を持ち、大学人も住民の一員とし

て地域社会にどの様な貢献ができるのかを考えていく。
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�．経営学部 

�到達目標� 

1995 年４月、それまで経済学部経営学科であった体制が、経営学部経営学科に改組され、さ

らに国際化に対応するために 1999 年４月には国際経営学科が増設された。その後起業家経済の

時代の到来を迎えて、事業創造とマーケティングを重視し、国際経営学科はマーケティング学

科に改組され、現在では経営学科とマーケティング学科の２学科７メジャーからなる総合的な

学部に発展してきている。今日では本学の理念「独立自彊・社会有為～自由と調和の人間教育

をめざして～」のもとに、学生に理論と専門的スキルを修得させることによって地域経済なら

びに社会への貢献とわが国の将来を担う国際的素養を持った人材の育成を到達目標としている。 

 

（社会への貢献） 

���社会との文化交流�を目的とした教育システムの�実度 

���教育��の成果の社会への�元�� 

���国や地方自治体�の�策�成への��の�� 

�現�������・評価（�所と���）� 

経営学部では、商工会議所を通して企業との強固な連携を築くと同時に、市役所からの要請

に基づき地方自治体との連携も深めている。また企業出身の教員が多く、実業界との交流が深

いこともあり、多くの企業に対するコンサルテーション活動も実施している。以下に特筆すべ

き活動について記述する。 

� 追風プロジ��ト 

2005 年 10 月、大阪府茨木市、茨木商工会議所、との間で産学官の連携が調印され、茨木商

工会議所の TMO（Town Management Organization）事業の「空き店舗対策事業」として地元「春

日商店街」に空き店舗を借り上げ、追手門学院大学にその運営が依頼された。この要請を受け

て、経営学部－マーケティング学科は学科の戦略として春日商店街に実験店舗「チャレンジシ

ョップ追風」を設立し、そこに若者を送り出し、商店街の活性化に貢献するとともに、学生の

経営実践能力の育成に挑戦することになった。茨木商工会議所による商店街の調査では、学生

たちの「追風」活動によって、「春日商店街に学生がくるようになった」、「空き店舗が減り、賑

わいが創出できた」「特に物販事業により昼間の通行量が増加した」、「情報発信の場、地域住民

の憩いの場としても効果があった」との評価を得た。現在でも茨木市、茨木商工会議所とは各

種イベントでコラボレーションを図り地域活性化のために学生が中心になり活動を続けている。 

経営学部では上記活動を発展させるべく、2007 年度の文部科学省（以下「文科省」という。）

の「現代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代 GP）」の広域型に挑戦することになった。 

「地域と連携した起業家的人材の育成」をテーマとして 2007 年３月に追大「現代 GP」取り

組みが文科省に申請された。2007 年９月、文科省は 2007 年度現代 GP について、助成先に国公

立私立の 108 校、計 119 件を選定し、そのなかに本学も含まれた。 

現在グローバル化や市場主義経済の進展とともに、社会から「起業家的人材」の育成が求め

られている。現代 GP の取り組みはすでに部分的に志向してきた起業家的人材教育を学内外の広

範な支援のもと、組織的・総合的・本格的に実施するものである。本取り組みは学生の起業・

経営体験を重視し、社会とのコラボレーションを図り地域に貢献するという本学の理念に基づ

いたものである。2005 年度から開始した「チャレンジショップ追風」のバリエーションを拡大

し新たに広域的に４店舗を設置し、参加学生数の増大と学生の選択性の拡大を図った。各店舗
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は地域社会とのコラボレーションによる教育実践を通じて地域活性化に貢献してきた。具体的

には地域の街興しのイベントへの参加により沈滞化した商店街に新風を吹き込んできた。また、

事業計画書の学外応募や学会での成果発表等を促進するとともに学内でも各種のイベントを立

ち上げ、社会との交流を深めることができた。 

「追風」活動は 2008 年度になり、店舗も茨木市、大阪市、高槻市、神戸市と４市に５店舗を

拡大し、学生の教育と地域とのさらなるコラボレーションを図っている。追風大阪店（中国語

教室）では、PR のために 5,000 社にダイレクトメールを送り、かなりの反響を得ている。店舗

には企業のビジネスマン、OL の方々が見えるので企業との交流が盛んになってきており、文化

交流を通しての開かれた大学のイメージを浸透させ、大学の社会化を実践している。阪急茨木

店、茨木春日店、神戸店などでは、とりわけ地域のイベントへの参加を積極的に行い、地域と

密着した活動を行っている。また、商店街の理事会にも積極的に参加し、学生の観点から商店

街の活性化へのためのアドバイスを行い地域に感謝されている。なお、地域のイベントへの参

加は市役所、商工会議所との連携は欠かせないので、官とのコラボレーションにも配慮して、

産官学の連携を密にしている。 

また、2008 年３月には茨木市から、中国からの中国人研修生たちの日本での生活に必要な言

葉、文化活動について、現代 GP 追風大阪店（中国語教室）に指導依頼があり、追大留学生が講

師となり研修生の指導にあたった実績もある。 

② エコプロジェクト 

・エコバッグについて 

エコバッグは 2005 年から研究を開始した。全国から 740 枚の布製バッグ（企業からは 87 枚

寄贈）を収集し、そのデザイン、サイズを測定した。これらを学生たちの視点からランキング

をした結果を「消費科学」に解説論文として紹介した（日本繊維製品消費科学会、学会誌

Vol.48,No.５,2007 年）。また、その後はゼミとして毎年調査をかさね、毎年その結果を日本繊

維機械学会の年次大会にて口頭発表をしている。現在は消費者の所持率を調査した後、消費者

ニーズを分析し、それらのデータをもとに松尾繊維工業という鞄メーカーと共に、若者が求め

るエコバッグを開発中である。現在試作品を２つ作成した段階である。この試作品は 2008 年６

月、２日間にわたり開催された東京ファッショングッズトレードショーにも出品された。社会

への還元としては、①学会誌への掲載や学会発表など、学会を通じてのアピール、②リセール

市でのブースを借りての調査結果の発表、③環境省近畿環境館でのエコバッグ展示をして一般

の方々にもその成果をパネル展示している。 

・パソコンのリユースについて 

企業が廃棄するパソコンを無料で取得し、学生による修理を行った後 Linux のようなフリー

のオペレーティングシステムやソフトを入れ、幼稚園などパソコンが未整備のところに寄付し

ている。 

また大学と協働している NPO と組んで、廃棄分別している企業から電子部品を取り去ったキ

ーボードを入手し、アジアの学校にタイプ練習用の教材として寄付している。 

���方�（��の��・��に�けた方�）� 

① 追風プロジェクト 

現代 GP プロジェクトは 2010 年３月に終了するが、何らかの形で存続させるべく検討してい

る。現在の文部科学省の補助事業としてのプロジェクトから、さらに発展させて、例えば大学

発ベンチャー「株式会社追風」を設立するなどの構想もあるが、2010 年度中に３年間の成果と
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問題点を総括したうえで、より良い参画型・実践型教育および社会貢献が可能となるプロジェ

クトを提案し、2011 年から実施できるように大学当局と交渉したい。 

また国や地方自治体等に対する今後の課題としては、大学内に地方自治体の政策形成にかか

わりが持てるように事務局を充実していく必要がある。また、国の補助事業にも積極的に参加

して、広域的な社会貢献ができるように努力する必要がある。 

� エコプロジェクト 

2009 年度、環境省きんき環境館においてパートナーシップ団体として登録された。登録内容

はエコマーケティング、具体的にはエコバッグの所持調査、消費者のニーズを探り、将来的に

は新しいエコバッグの提案をすることである。登録許可はひとつの成果である。ここでより多

くの人々の目にふれることによって、試作品を完成し、将来的には販売へとつなげていく。ま

た、同時にエコライフ、エコファッションに関する意識調査も開始したので、これらの成果も

まとめていく予定である。 

 

必�：公開講座の開設状況とこれへの市民の参加状況 （大学基礎データ 表 10） 

�現状��］ 

大学全体の公開講座の開設状況とこれへの市民の参加状況については、『大学基礎データ（表

10）』に表示した通りであるが、特に経営学部において 2008、2009 年度に開設した講座は下記

のようになっている。 

2008 年度経営学部教員による公開講座 

・中古ブランドの新しい魅力 

・インターネットを使った犯罪－トラブルに巻き込まれないために 

・イオンとユニクロどちらが強いか 

・コンプライアンス感覚は、信用できる企業の最低条件 

・世の中うまい話はありません（うまい投資話にだまされるな） 

・だまされるものの心理、だますものの心理 

・コピー商品の見分け方 

2009 年度経営学部教員による公開講座 

・変貌する企業社会‐回顧と課題 

・グローバルゼーションと企業会計 

・これからの企業内教育のあり方について 

・情報化の進展と企業社会の変貌 

・企業社会のゆくえ－自由経済と経営倫理 

・現代リスクマネジメントを理解するための歴史的、理論的、政策的アプローチ 

・職場と人生にきっと役立つ「社会人大学院：短期体験セミナー」 

以上のように経営学部として幅広い観点から社会人に対し、教育活動を行っている。また情

報教育を担当する学部として市民のためのコンピュータ講座（１講座３～８日間）も毎年実施

し、市民の IT への関心を深めることに貢献している。 

�点�・評価（�所と問題点）］���方策（将来の��・��に�けた方策）］ 

市民、社会人が参加する公開講座は積極的に推進していると評価できるが、実施が一部の教

員に偏っており、今後経営学部所属の全教員に対しより積極的に参加するよう啓蒙していく。 
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��：大学の施設�設備の社会への開��社会との共�利用の��とその有効� 

����明�������（��と���）� 

本学には日本学術会議の承認学会である関西ベンチャー学会の事務局が 2007 年４月から設

置されている。学会は各種の研究部会を持っており、そのなかの一つに国際化研究部会があり、

この部会に経営学部の学生 40 名が毎年会員として承認され、大学の教員、企業家、コンサルタ

ント、行政マンなどから実践的な教育指導を受けている。2005 年２月には、マーケティング学

科の教員が中心になり、関西ベンチャー学会の年次大会が本学で行われ学生以外に 200 名を越

える地元の産学官の一般の方々の参加があり地域とのコラボレーションを緊密にすることがで

きた。さらに、2007 年９月には、社会学系の学会では最も組織の大きい日本経営学会の全国大

会が経営学部の教員が中心になり本学で行われた。この大会には全国の大学から学者を中心に

600 名を越える参加者があり、本学の設備の有効利用ができ、教育効果も大なるものがあった

と考えている。 

2008 年３月、日本繊維機械学会第 14 回春季セミナーが２日間の日程で開催された。テーマ

は「繊維産業の明るい未来への道しるべ：つながりとブランド」であった。主催：社団法人日

本機械学会、共催：追手門学院大学経営学会である。両日で本学の経営学部学生が 56 名の参加、

全体で 305 名の参加となった。 

その他、日本学術会議には承認されていないが、さまざまな学会が本学の施設、設備を利用

している。 

���方�（�来の�����に�けた方�）� 

経営学部の多くの教員が諸学会の委員を務めており、今後さらに学会の研究会などのイベン

トを追手門学院の施設を利用して開催するよう努力する。
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�．心理学部 

��達目標� 

本学は、1966 年に開学して以来、本学院の教育理念である「独立自彊・社会有為－自由と調

和の人間教育をめざして－」を揚げて、その実現のために努力を重ねてきたが、この基本理念

は「社会貢献」という分野でも一貫している。従来も、地域社会、国際社会、企業等との関係

を通して、多様な活動を展開してきたのだが、現在本学では以下の目標の達成を目指して努力

しているところである。 

（１）本学の教育研究活動の成果をより積極的に地域社会に還元し、地域社会との関係を密な

ものにすること。 

（２）地域支援心理研究センターを拠点にした学生の学外ボランティア活動をさらに活性化し、

心理学の社会貢献を強固なものとして展開すること。 

（３）企業等との連携によって、学生のインターンシップによる研修や教職員の研究協力を深

めていくこと。 

 

（社会への貢献） 

���社会との�化��等を目的とした教育システムの�実度 

�現状��� 

心理学部においては、茨木市障害福祉センター内の療育教室である「すくすく教室」との連

携を行って、２～３歳児へのプレイセラピーと母親への集団心理療法（幼児には遊戯療法、母

親に集団カウンセリング）を行ってきた。この中心は大学院の臨床心理実習であり、教員とと

もに大学院２年生が子どものセラピスト、および母親グループのコセラピストとして参加する

ことによって、単に教育訓練のみでなく社会への直接貢献を行ってきた。また、2004 年に地域

支援心理研究センターが設立されてからは、附属施設である「心のクリニック」においては、

大学院生が幼児から中学生までのプレイセラピーに臨床心理士とともにセラピストとして参加

することにより、今まで以上に社会への直接的貢献に寄与している。また、2008 年度より心理

学部においては、「心理現場へのインターシップ」として新しい学科科目して、心理学部で学ん

だ知識や技術を実社会における体験により補完するとともに、将来の職業選択に備えて、心理

学的な知識や技能を用いる現場でスタッフの方々と協力しながら、自らの適性を探れるように

支援する教育プログラムを開講している。これら以外にも、茨木市の教育研究所の適応指導教

室のシャトル・スタッフとして、あるいは北摂の小・中学校へのスクールサポーター、メンタ

ルフレンドとして学生を参加させ、教員がそのスーパーバイザーとして学生を訓練しながら、

社会への貢献を行っている。 

�点�・評価（長所と問題点）� 

これまでの心理学科と地域との関係の積み重ねを基盤に、2004 年度に地域支援心理研究セン

ターが設立されて以来、社会への貢献はより直接実践現場へ参加して貢献する形をとることに

なり、種々の方面で社会に対して貢献することできるようになったことは評価に値する。何よ

りも利用者の利益を第一に優先して、教員、相談員、大学院生が携わってきたことが、地域の

人々から信頼を得られた大きな要因かと思われる。子どもの発達上の問題へ心理療法を実施し

て、それと並行して親への集団カウンセリングを手がけることで、子どもの養育を支え、親子

の成長を促進することを目標としている。さらに、2004 年には茨木市と大学が正式に提携をし

たことにより、心理学への種々の要請も増加しているのが現状である。 
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�改善方�（��の改善・改�に向けた方�）� 

現在、地域支援心理研究センター附属「心のクリニック」においては、茨木市障害福祉セン

ター「すくすく教室」からの紹介ケースについては、料金設定において、特別措置を講じてい

る。今後は地域の人が利用しやすいように、開室時間の延長や曜日の拡大、さらには交通の便

利な大阪市の中心部にある大阪城スクエアへの進出も検討すべきある。さらには、児童虐待や

うつ等アプローチが困難な事例に対しても、大学としての専門性を発揮するように努めるべき

である。また、心理学部の取り組みとして心理現場でのインターンシップが 2008 年度から始ま

っており、地域とのつながりはますます深まる方向にあり、これを成功させるためには始まっ

たばかりのこの取り組みを今後は地域に定着させることが重要となる。 

 

必��公開講座の開設状�とこれへの市民の参加状� （大学���ータ � 10） 

�現状��� 

本学は社会との文化交流を目的として、年に４回、市民を対象とする公開講座である「おう

てもん塾」を開講しており、心理学部からも心理学に関わるテーマについて担当している。「お

うてもん塾」の１講座あたりの平均受講者は 2005 年度は 60 名、2006 年度は 37.8 名、2007 年

度は 39.7 名となっている。市民を対象とした公開講座である「おうてもん塾」は本学としても

重要なものとして位置づけられており、市民にとって参加しやすいように交通の便利な大阪城

スクエアにおいて開催されている。 

2008 年度は心理学部として、子育て支援をテーマに「おうてもん塾」を開催した。2008 年度

第３期の特別公開講座「おうてもん塾」は「子育ての心理学」と題して９月 30 日に開講、11

月４日に閉講された。子どもの発達について、その様相およびいろいろな側面（心身の問題、

障害のある場合、非行の問題など）から心理学の研究でわかっていることについて６人の教員

がそれぞれの専門の立場から話をして、子育てについて心理学の立場から改めて考えてみると

いうこの講座には、毎回多くの市民が参加した。 

�点検・評�（長�と問題点）� 

本学の市民対象の公開講座である「おうてもん塾」については、そのニーズが高いことから

安定的な受講者を確保しつつ、心理学部においても現状に満足しないよう工夫・改善を心がけ

ている。いずれも低廉な受講料で実施しており、受講者からの継続の要望等を受け、今後も大

学の開放や地域貢献のために開講することになる。心理学部においては、毎回、一般市民向け

のテーマを選定するように心がけて、市民にとって理解しやすい内容の講座を実施している。

これらの講座の広報については、本学のホームページ等において広く周知・募集しており、年々

関心の高まりを見せている。 

�改善方�（��の改善・改�に向けた方�）� 

地域づくり推進の視点から見れば、これによって、受講生間の交流の輪がひろがり、公開講

座が市民の間に親しまれ地域社会への貢献が果たせている現状に鑑み、さらなる拡充に努める

ことが重要である。地域住民の好評を得ていることに鑑み、今後、本学部の講座を継続して開

講することは、教育研究上の成果や知的資源を還元することを通じて、地域に開かれた総合大

学として社会貢献することが当然の使命である。例年、若干の増減はあるが、安定的な受講生

の確保ができている。今後は高まる一方の地域の学習ニーズに関する事前調査を踏まえたテー

マ設定、あるいは実施方法の検討を試みることが必要である。 

 



７．社会貢献（心理学部） 
 

474 

必��教育研究の成果の社会への還元状況 

�現状�明� 

2006 年９月９日には公開シンポジウムが「児童虐待を考える」と題して、心理学部、社会学

部と地域支援心理研究センター共催で開催された。2006 年９月 16 日には心理臨床学会第 25 回

大会自主シンポジウムにおいて「臨床心理職養成課程モデル構築への試案 ―現状を踏まえて」

と題して今後の臨床心理士養成のあり方について議論した。さらに非常に要望の多かった「特

別支援教育」に関する公開シンポジウムを 2007 年 11 月 10 日に「これからの特別支援教育のあ

り方－子どもたちの視点から－」と題して京大医学部の岡田先生を講師に迎えて基調講演をし

てもらい、その後岡田先生も交えてパネルデスカッションを開催した。またこれまでの研究結

果については、2007 年３月 24 日に日本発達心理学会で自主シンポジウムとして「発達障害児・

者の生涯発達」と題して行った。これらのシンポジウムの開催と同時に、研究の成果を社会に

還元するために、『地域支援心理研究センター紀要』および『心のクリニック紀要』を刊行し、

これらの紀要の内容は PDF 化され、地域支援心理研究センターのホームページ上に掲載されて

いる。また、心理学部の教員が講師となって追手門学院大学公開市民講座やキャリアカウンセ

リングの公開講座が開講されている。これらの、本学が開催するのとは別に、各地方自治体が

開催する市民向けの公開講座においても、本学部の教員が講師として参加している。 

�点検・��（�所と�題点）� 

心理学部の教員の多くは地域支援心理研究センターの所員であり、同センター公開のシンポ

ジウムや同センターホームページおよび『地域支援心理研究センター紀要』、地域支援心理研究

センター附属『心のクリニック紀要』を通じて研究の成果を社会に発信している。シンポジウ

ムの開催においてはこれまでのノウハウも蓄積され、将来的にも大きな可能性を持っている。

このように心理学部は地域支援心理研究センターと協力して、研究成果の地域への還元に取り

組み、本学部教員もこれに協力をしているが、学部レベルでは個々の教員と地域社会などとの

関係が中心となっている。 

���方�（将来の��・��に向けた方�）� 

心理学科、地域支援心理研究センターを中心とした「地域への支援」をテーマとしたシンポ

ジウムは、組織的な形で社会との接触を図る試みであり、これを成功させるとともに、今後も

同様の試みを継続させねばならない。教育研究上の成果をシンポジウム等で市民に還元するこ

とは地域社会に向けて大学をアピールすることであり、今後も積極的に行っていかねばならな

い。そのためには学部の研究をどういう形で社会へ還元すれば社会の支持を受けられるか、と

いうことから検討していく必要が重要である。これをきっかけに学部として地域社会への研究

結果の還元と働きかけを検討していかねばならないものと考えられる。 

 

必��国や地方自治体等の��形成への��の状況 

�現状�明� 

大学と国や地方自治体等との教育研究上の連携および共同研究の状況については、以下のよ

うな取り組みが行われている。藤本忠明教授は、大阪府警との一連の共同研究の成果を「交通

規範に対するドライバーの意識と行動の総合的研究」（藤本忠明・東正訓・坂口哲司・内山伊知

郎・山口直範・神田忠士・大阪府警６名（共著） 佐川交通社会財団平成 15 年地域研究助成報

告書、2004 年 10 月）にまとめているほか、東日本旅客鉄道株式会社の「新しい運転適性検査

の開発および指導への活用に関する検討会」委員の委嘱（2004 年６月 21 日～2006 年３月 31
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日）を受け、研究に取り組んでいる。東正訓教授は、第 20 回参議院選挙（2004 年７月 11 日）

終了後、社団法人国際経済労働研究所が行った大手労働組合員を対象とした政治意識調査に参

加し、その成果を「第 43 回総選挙における労働組合員の投票選択要因の分析」（東正訓（著） 

追手門学院大人間学部紀要、第 17 号、31‐55．2004 年８月）にまとめている。三川俊樹教授

は、社団法人国際経済労働研究所による労働者の生涯生活・生きがい・生活の質の向上をテー

マとした第 37 回共同調査「ON・I・ON３」プロジェクトおよび「ライフパタン」研究会に参加

し、研究モデルの構築や測定尺度の開発を労働組合との共同研究によって行っている。また、

教員個々が各地方自治体の審議会委員等を行っている。 

��検・評価（�所と問題�）� 

地方自治体、地域の生涯学習センター、女性センターとの連携は現在全学的に取り組んでい

るが、心理学科においても現在積極的に進めているところである。個々の教員の社会的活動は、

『追手門学院大学研究者総覧』に教員の社会活動の項を設け公表を行っている。これらの連携

による研究結果は高く評価されている一方で、大学以外の研究組織や企業から研究プロジェク

トに参加して欲しいという要望が寄せられているが、時間が十分に取れず、そのニーズや期待

に応えることができないという問題もある。 

���方�（�来の��・��に向けた方�）� 

教員個々が各自治体の審議会委員等を行っているが、個人に任されており、今後も各地自治

体と関連付けて地域支援を行うためには、より多くの教員が各自治体と連携し、研究推進して

いけるように、研究時間の確保や研究活動の支援のあり方について検討するということから始

めていくことが必要であろう。 

 

必��大学の施設・設備の社会への開放や社会との共同利用の状況とその��性 

�現状��� 

心理学部と大学以外の社会的組織体との教育上の連携は、学生の心理現場におけるインター

ンシップという形で、2008年から実施されているが、学内の施設・設備の社会への解放は現状

では行われていない。そのために社会との共同利用についても行っていないのが現状である。

しかし、心理学関係の施設である「地域支援心理研究センター」は、設立の目的が「心理学の

社会貢献」であり、単に研究者のみならず一般市民にも研究を共同でする場の提供を主目的の

一つにしている。しかも研究者については国内のみならず開国の研究者についても受け入れる。

2004年にはすでに１名の英国からの研究者の受け入れを行った実績を持っている。 

��検・評価（�所と問題�）� 

心理学部の施設・設備については現在学部学生および大学院生の教育・研究に使用するため

にも十分であるとは言えない状態であり、社会への開放を行う余裕はないこと、および設備に

ついては開学以来使用している種々の心理学的機器・設備もあり、特に IT の開発により心理学

実験器具の近年の大いなる発展にも関わらず追いつくほどには新しくなっていないことは大き

な問題であると言える。そのために、今の段階では社会への開放および共同利用を行える状況

ではない。 

���方�（�来の��・��に向けた方�）� 

現在徐々に心理学実験室および演習室・臨床心理実習室の整備と教育・研究に資することが

できる設備を整えるべく、大学内で予算要求すると同時に、外部資金を得てよりよい設備を整

備するべく努力しているところであり、2008 年度から３年間にわたる経常経費補助金の獲得に
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よるマルティメディアによる学生の自学自習システムによって、基礎的実験、心理検査の実施

と処理を自主的に行うことができるように構築しているところである。また、2010 年度には大

学の「教育開発奨励制度による教育改善への取組」に「心理学基礎力（行動知）の養成」を応

募して採択され、これからの学生の学外でのボランティア活動、インターンシップによる社会

貢献についての拠点として心理学部内にデータベースなどの資料を蓄積して、今後社会貢献を

まずは学外で活性化するよう改善することにしている。 

 

（企業等との連携） 

�意�企業と連携して社会人�けの教育プロ�ラムを運用している大学における、そうし

た教育プロ�ラムの内�とその運用の適�性 

��状�明� 

大学と大学以外の社会的組織体との教育研究上の連携、および企業等との共同研究の状況に

ついては、以下のような取り組みが行われている。藤本忠明教授は、東日本旅客鉄道株式会社

の「新しい運転適性検査の開発および指導への活用に関する検討会」委員の委嘱（2004 年６月

21 日～2006 年３月 31 日）を受け研究に取り組み、2006 年３月に全 386 頁の研究報告書（「運

転適性検査の開発・利用に関する検討会報告書」東日本旅客鉄道株式会社 JR 東日本研究開発セ

ンター安全研究所に取りまとめている。東正訓教授は、高大連携に基づく共同研究に参加して

いる。その研究メンバーには松下システムソフト（株）教育ソリューション事業部の方も業務

外ではあるが参加されている。また、大阪府警との共同研究で得たデータをもとに「交通規範

に対する態度と違反行動とドライバーの年齢との関連」（東正訓・藤本忠明・内山伊知郎・坂口

哲司・山口直範・中西誠（著）交通科学、Vol.37,No.２,４－14.）第 20 回参議院選挙（2004

年７月 11 日）終了後、社団法人国際経済労働研究所が行った大手労働組合員を対象とした政治

意識調査に参加し、その成果を「第 43 回総選挙における労働組合員の投票選択要因の分析」（東

正訓（著）追手門学院大人間学部紀要、第 17 号、31‐55.2004 年８月）にまとめている。 

�点検・評価（�所と��点）� 

連携による研究結果は高く評価されている一方で、大学以外の研究組織や企業から研究プロ

ジェクトに参加して欲しいという要望が寄せられているが、大学の教育・研究以外に研究のた

めの時間が十分に取れず、そのニーズや期待に応えることができないというジレンマがある。 

�改善方�（��の改善・改�に�けた方�）� 

地域支援とも関連させて、より多くの教員が大学以外の機関を連携し、研究推進していける

ように、研究時間の確保や研究活動の支援のあり方について検討するということから始めてい

くことが必要であろう。
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�．社会学部 

�到達目標� 

「学校教育法」に明文化されているように、大学には、教育研究の成果を広く社会に提供す

ることにより、社会の発展に寄与することが求められているが、社会学部の社会貢献の到達目

標は、その教育活動を通じて、「独立自彊・社会有為」という学院の教育理念ならびに、「基礎

的教養としての社会学、社会福祉学的知見を理解し、社会学的なものの見方ができ、社会福祉

マインドをもった、人間性豊かな自立した市民、職業人を育成する」という学部の理念・目的

を着実に実現することである。また、その研究活動の成果を『学部紀要』という形で公表する

とともに、研究成果を踏まえて国や地方自治体等の政策形成に寄与することである。 

 

（社会�の貢献） 

必��社会との文化交流等を目的とした教育システムの充実度 

�現状�明� 

社会学部に改組する以前の社会学科は、滋賀県朽木村での「野外研究授業」（1969 年年度）、

広島県福山市の走り島の漁村研究（1970 年度）を皮きりに、1970 年代以降、「フィールドワー

ク」系の科目を設置し、授業科目以外にも様々な「実習プロジェクト」を展開したり、社会学

科主催の講演会を開催してきた。例えば、「社会学フィールドワーク」「人間学フィールドワー

ク」では、茨木市の総合的な地域調査や農業体験などを通して、社会との接触・交流が行われ

ていた。また、「釜ヶ崎に学ぶ」「盛り場ウォッチング」「雲仙普賢岳被災地を見る」「長良川河

口堰問題研究」「姫路難民定住促進センター社会適応訓練体験学習」「何もない山の中で食寝遊

学（林業体験を含む）」「情報探索のイエロー・ページを作ろう」「伝統芸能から社会学する―文

楽鑑賞の夕べ―」「福祉施設見学実習」など、充実した「実習プロジェクト」が展開されていた。 

しかし、2006 年４月に社会学部社会学科に改組してからは、社会との文化交流等を目的とし

た教育システムは著しく低調になっている。たしかに、「社会福祉援助技術現場実習」の受講学

生たちは様々な施設において実習するなかで、同時に文化交流もしていると言えるかもしれな

いが、それは社会福祉士国家試験受験資格取得のためであって、社会との文化交流等を第一の

目的としているわけではない。「社会調査実習」についても、参与観察・インタビュー調査をす

るなかで文化交流があると言えるかもしれないが、これもまた社会調査士の資格取得が主目的

であり、社会との文化交流等を第一の目的としているわけではない。現在、「社会学フィールド

ワーク」「生態学フィールドワーク」「社会調査フィールドワーク」「人間学フィールドワーク」

などのフィールドワーク科目が開設されているが、現場での文化交流の機会は以前に比べて著

しく減少している。実習プロジェクトも「福祉施設見学実習」など、三つのプロジェクトが継

続されているに留まっている。 

�点�・評価（長�と問題点）� 

社会との文化交流等を目的とした教育システムは、社会学部においては不足していると評価

している。こうした事態は、予算の削減や、実習プロジェクトの企画・実行が教員にとって過

重負担になることに起因すると思われる。しかし、それだけではない。以前の充実した教育シ

ステムは、「全ての専任教員の担当科目にフィールド調査は本質的に付随すべきものである」と

いう教員間の合意と個々の教員の努力によって成り立っていたが、社会との文化交流等を目的

とした教育システムの必要性に関して合意が成立していないという現状があり、このことが最

大の問題点であると考えている。 
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�改善方策（��の改善・改�に�けた方策）� 

予算の問題・過重負担の問題もあるが、合意形成のための議論を早急に進めるよりほかに改

善策はない。 

 

���公開講座の開設��とこれへの市民の参加��（大学���ータ 表 10） 

�現���� 

学部独自で公開講座は開設していない。社会学部教員は、教育研究所もしくはリエゾンオフ

ィスが開設している「公開講座」（開設主体は、2007 年度より順次、教育研究所からリエゾン

オフィスに移管）と、教育後援会の協力を得て実施している追手門学院大学社会人教室「おう

てもん塾」の２つの公開講座に講師として協力・参加している。2006 年度には教育研究所主催

の専門講座（秋）「いま福祉に何が起こっているのか」（全５回）に社会学部の専任教員４名が

講師として参加した。また、2006 年度第２期「おうてもん塾」（2006 年 10 月～2007 年１月）「子

どもの発達と臨床」には、１名が講師として参加（当該講師担当回の受講者数 44 名）、2007 年

度第１期「おうてもん塾」（2007 年５月～８月）「介護を考える」には、延べ４名が講師として

参加（当該講師担当回の平均受講者数 47 名）した。いずれも社会福祉関係のものであった。 

�点検・評価（�所と問題点）� 

教育研究所もしくはリエゾンオフィスの公開講座は、主として地元茨木市民を対象に学内で

無料で実施されている。「おうてもん塾」は、社会人・保護者・卒業生を対象に学外で（2008

年度からは追手門学院大阪城スクエアにて、それ以前は毎日文化センターにて）有料で実施さ

れている。受講対象者のこうした振り分けは、妥当だと考えている。また、学部所属の教育研

究所所員や専門領域担当の教員を中心に、また全学的な企画編成上協力可能な内容について

個々の教員が参加しているが、この参加方式も現時点で特に問題はないと考えている。 

�改善方策（��の改善・改�に�けた方策）� 

今後も協力可能な企画に積極的に参加していく。 

 

���教育研究の成果の社会への還元�� 

�現���� 

「社会学的なものの見方ができ、社会福祉マインドをもった、人間性豊かな自立した市民、

職業人を育成する」という学部の教育理念を実現し、卒業生をそのような市民・職業人として

社会に輩出することが教育成果の社会還元であると考えるが、まだ卒業生を出していないので、

この意味での教育成果の社会還元について言及することができない。研究活動の成果の社会還

元については、学部としての取り組みとしては『学部紀要』という形で公表するに留まってい

る。ただし、地方自治体などで政策形成に寄与するという形で研究成果の社会還元を行ってい

る教員や、公開講座等の機会を通した研究成果の社会還元を行っている教員もいる。 

�点検・評価（�所と問題点）� 

上述の意味での教育成果の社会還元については、卒業生を輩出したあとで、点検・評価した

い。それ以外の教育成果の社会還元については、学部としての組織だった取り組みがまったく

なされておらず問題である。地方自治体における政策形成への寄与や公開講座などを通した研

究成果の社会還元を行っている教員もいるが、一部の教員に偏っていることは否めない。それ

らは個別的散発的であり、学部としての組織だった社会還元活動にはなっていない。このこと

は問題である。 
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�改善方策（��の改善・改�に��た方策）］ 

教育研究成果の社会還元について、個別教員の問題としてではなく、学部としてどのように

考えるかという議論すらなされていない状況であるので、一から議論を始めるしか方策はない。 

 

����や地方自治体等の政策形成への寄与の状況 

�現状��］ 

2009 年５月１日現在、学部の専任教員 18 名のうち３名（延べ件数 10）が、学識経験者とし

て地方自治体の審議会等に委員として参画し、その政策形成に寄与している。ただし、直近５

年で見れば、審議会委員参画教員数は５名である。 

�点�・評価（��と問題点）］ 

個々の教員が、各地方自治体からの直接要請や本学リエゾンオフィスを通じた協力要請に応

えて、本務に差し支えない範囲で審議会委員等を務めている。学識経験者としての委員参画要

請は、教員の専門分野にも年齢的な問題にもよるので、社会学部の地方自治体等の政策形成へ

の寄与状況は、若干少ないように思うが、可もなく不可もなしであると評価している。 

�改善方策（��の改善・改�に��た方策）］ 

現時点で特に改善する点はないと考えている。 

 

���大学の施設・設備の社会への開放や社会との共同利用の状況とその��� 

�現状��］�点�・評価（��と問題点）］�改善方策（��の改善・改�に��た方策）］ 

社会学部として独自に、大学の施設・設備の社会開放や社会との共同利用をしていないので、

この項目については、前述の（１）大学の社会貢献の項目を参照されたい。 



７．社会貢献（国際教養学部） 
 

480 

�．国際教養学部（旧文学部��） 

��達目�� 

国際教養学部として培い持っているところの、地域研究・外国語教育・異文化理解などの専

門的知識を、国際情勢の理解や冷静な判断の材料として提供し、また特定地域や特定文化に対

する無知ゆえの偏見を打破し、真の国際交流の実現に役立てること。 

 

（社会への貢献） 

���社会との文化交流�を目的とした教育システムの�実度 

�現�説�� 

国際教養学部および旧文学部の社会への貢献の目的は、一貫して以下の３点である。すなわ

ち、第一には、地域社会・住民への文化還元、第二には、卒業生および保護者への教育サービ

ス、そして第三には、高校教育における大学の予備教育である。この目的を具体化するために、

学部教員は「現在、深く関心を持たれているテーマについて」「分かりやすい言葉で」「多面的

な角度から解説する」という基本的なスタンスのもとに、以下の事業を実施してきた。 

全学的な企画事業としては「おうてもん塾―追手門学院大学社会人教室」があり、その目的

は主として本学卒業生・保護者への教育サービスである。この企画事業のなかで本学部は中心

的な役割を担ってきたと考える。 

2006 年第１期５月～７月の「特別公開講義」は毎日文化センターとの共催によって開催され

た。メインテーマは＜アジアを食らう＞、講師は本学部教員７名、学外専門家４名、全 12 回の

シリーズを通じて、受講生約 30 名を対象にアジアの食文化を多面的に解説した。 

「おうてもん塾―追手門学院大学社会人教室」の 2008 年第１期５月～６月の「特別公開講義」

を新設の追手門学院大阪城スクエアにおいて開催した。メインテーマは＜知っ得!!アジアの世

界文化遺産―歴史と文化の豊かな旅―＞、講師は本学部教員４名、学外専門家３名、全６回の

シリーズを通じてアジアの文化遺産を映像・体験などをもとに解説した。 

旧文学部および現国際教養学部では、「実践的な教育」の一環として実演による古典文化の学

びを行ってきた。具体的には、2005 年～2008 年の間に、毎年１回「江戸音曲の世界、常磐津節」

と題して、人間国宝、常磐津一巴太夫による語りと解説を行ってきた。参加者は「日本の芸能

と文学」の受講生および一般市民約 100 名である。古典の実践および老若受講生の共学という

趣旨は達成されたと考える。 

英語コミュニケーション学科が主催する「英語落語」と「ジャズとアメリカ」は、特色ある

教育プログラムというだけでなく、一般公開行事でもある。前者は、日本の古典芸能である落

語を、英国人の演者に英国人の視点から英語で演じていただいている。日本の文化を欧米人が

どのようにとらえ、それを表現しているか、実際に生で鑑賞できる機会は学生のみならず地域

市民にとっても極めて貴重である。後者は、アメリカ発祥の文化の１つであるジャズを、日本

人演奏者が、講演とライブをセットとして実施していただいている。両者とも学生の教育的効

果だけでなく地域社会との文化交流を目指した企画である。 

�点�・評�（��と�題点）� 

二期にわたる「おうてもん塾」では、卒業生・学院生の保護者および一般市民を対象にした

公開授業であり、参加・聴講者のインセンティブを高めるために、全回聴講生には「修了証」

を授与した。この塾形式の講義は好評を得たが、授業ごとに関心度の差があり、それは各回の

参加者数の増減として現れた。また、参加者のなかから、本学部への大学院・社会人入学者を
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募るという受験者の掘り起こしを狙ったが、その成果はなかった。 

「英語落語」と「ジャズとアメリカ」は、学生のみならず一般の方々も多数ご参加いただい

ている。一般の方のなかには毎年楽しみにしてくださっている方もあり、たいへんご好評いた

だいている。特に後者は 2008 年度で 10 年目を迎えるもはや伝統的行事となっている。しかし、

学生と一般の方々との文化交流の場は提供しているものの、それぞれ教育システムとして真の

意味での交流が持たれているかは未だ課題である。 

「英語落語」については、未だ年に一度その場限りという印象が拭えない。もちろん、落語

を鑑賞した後、数名の学生が高座に上げてもらい、演者から直接即興で落語の手ほどきをして

もらったり、その後のパーティーにも演者の都合がつく年には参加してもらい、直接交流でき

るという極めて貴重な機会を提供していることは確かである。しかしながら、その前後に、英

語落語について学習するとか、実際に英語で落語に挑戦してみるとか、というような、この企

画を軸にした学びの仕組みの発展には至っていないと思われる。 

「ジャズとアメリカ」についても、演奏者による講演とライブがセットになっており、机の

上だけの学習で終わらず、実際に演奏を聴いて体験するという、これもほかでは得難い機会を

提供している。しかし「英語落語」と同様に、それを軸にさらにアメリカ文化について深くあ

るいは広く学べるような仕組みの構築までには至っていないと思われる。 

�改善方策（��の改善・改�に向けた方策）� 

社会人を対象とする公開授業では、受講者の目的は「単位・成績の獲得」ではなく、あくま

でも社会経験の蓄積に基づいた「知の深化」である。その期待に応える講義内容・方法を今後

検討する必要があろう。 

「英語落語」と「ジャズとアメリカ」については、現在、一定の評価を受けてはいるが、受

講していただいた方々のさらなる満足度の向上に向けて、より一層の改善に向けた施策を検討

すべきである。例えば、上述の２つの行事「英語落語」と「ジャズとアメリカ」に単に出席す

るだけに終わらず、可能であればさらに踏み込んで直接参加してみたり、あるいはこの２つの

行事を通して、今後、学生と一般の方々が直接交流し合えるような場と機会を提供する可能性

も探るべきである。 

学生のみならず一般の方々にも、さらに広く知ってもらい、さらに多くの方々にご参加いた

だき、かつ学生と一般の方々をまきこめるような、いわば講義と市民講座が一体となるような、

より効果的な教育システムとしての展開と方策を取るべきである。 

 

必��公開講座の開設状況とこれへの市民の参加状況（大学基礎データ 表 10） 

�現状��� 

全学的な公開講座の開設状況は別紙『大学基礎データ（表 10）』の通りである。 

これらの全学公開講座は、春期の一般講座、秋期の専門講座として年２回開催されることに

なっている。本講座のうち、特に本学部（旧文学部および国際教養学部）が大きく寄与した講

座について、以下言及する。 

2005 年度の追手門学院大学公開講座（春期）は「温故知新」をテーマに、茨木市教育委員会

との共催で、同市市民総合センターにおいて４月６日～５月６日の間、全 11 回開催された。こ

の公開講座は 202 名の市民が聴講を希望し、各回平均聴講数は 142 名であった。本学部からは

教員２名が担当し、「骨董」と「漢詩」をテーマに講演した。 

2006 年度の追手門学院大学公開講座（春期）は「国際社会における文化の共生」をテーマに、
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茨木市教育委員会との共催で、同市市民総合センターにおいて４月７日～４月 28 日の間、全

10 回開催された。この公開講座は地域におけるグローバル化という切実なテーマをあつかった

が、188 名の市民が聴講を希望し、各回平均聴講数は 134 名であった。本学部からはテーマと

の関連が深い教員６名が担当した。 

2007 年度の追手門学院大学公開講座（春期）は「日本の家郷―日本とはどのような国か」を

テーマに、茨木市教育委員会・茨木市施設管理公社との共催で、同市市民総合センターにおい

て４月６日～４月 27 日の間、全 10 回開催された。家郷という概念と実態をアジア諸文化の比

較論的考察を試みた。230 名の市民が聴講を希望し、各回平均聴講数は 155 名であった。本学

部からはテーマとの関連が深い教員６名が担当した。 

2008 年度の追手門学院大学公開講座（春期）は「異文化理解―新しい価値の創造を求めて―」

をテーマに、追手門学院大学リエゾンオフィスが主催し、本学６号館において４月７日～４月

28 日の間、全 10 回開催された。異文化を社会・人文・健康諸科学の分野から考察し、21 世紀

世界の文化概念の創出を試みた。376 名の市民が聴講を希望し、各回平均聴講数は 226 名であ

った。本学部からはテーマとの関連が深い教員２名（内１名は本学部元教授）が担当した。 

2007 年度の追手門学院大学専門講座（秋期）は「上海、中国のダイナミズム」をテーマに、

茨木市教育委員会・茨木市施設管理公社との共催で、本学において 10月９日～11月 17日の間、

全５回開催された。ホットな話題を提供する上海を対象に都市・宗教・上海人について深く掘

り下げる講演を行った。109 名の市民が聴講を希望し、各回平均聴講数は 66 名であった。本学

部からはアジア学科教員５名が担当した。 

上述の英語コミュニケーション学科の行事である「英語落語」と「ジャズとアメリカ」は、

厳密には公開講座ではないが、ここに開設状況と市民の参加状況をそれぞれ記す。まず「英語

落語」はここ数年大体 50 名～80 名位の参加者がある。そのうち市民の方は平均して 15 名程度

である。また「ジャズとアメリカ」については授業とタイアップしており、平均 100 名位の参

加者がある。そのうち市民の方はやはり 15 名程度である。 

��検・�価（�所と�題�）� 

本学部が主として担当する「社会人講座」は春期・秋期を通じて人気がある。その背景には、

社会人としての経験を積んできた市民の間に、より広範かつ深い「教養」への希求が潜在する

と考えられる。その意味で、各種社会人公開講座の役割は大きい。ただ、そうした期待に応え

るテーマ（素材）の選択と講座内容の熟成に今後の課題がある。 

上にも記したが、地域社会に伝統行事として定着しているものの、年度ごとに参加状況の増

減がある。これは開催時期や日程の設定にも関係があると考えられる。 

���方策（��の��・��に向けた方策）� 

講座内容も再考する必要があると考えられるが、開催の時期・場所・方法も再考の必要があ

ると考える。例えば、土曜日・日曜日の集中講座や夜間の開講、学外への出前講座、聴講者と

講演者との双方向の参加型講座あるいは現地実習などが今後のあり方として考えられる。経

費・労力などの課題はあるが、実施可能なものもある。 

より広く地域の方々に知ってもらい、学生も含めより多くの参加者を募るためにも、行事開

催の広報について、その方法や範囲等、再度検討すべきである。 

さらに、こうした公開講座や行事を単発的に終わらせないようにする方策を検討すべきでは

ないだろうか。それぞれのイベントを軸として、その前後に学生と一般の方々をともに巻き込

むようなかたちで学習が発展していく仕組みを考えるべきである。 



７．社会貢献（国際教養学部） 

483 

���教育研究の成果の社会への���� 

�現���� 

まず全学的取り組みとしては、高校等を対象とした出張授業・特設授業や公開授業が挙げら

れる。これに加え、各教員スタッフによる取り組みとしては、「おうてもん塾」をはじめとする

さまざまな公開講座、教育委員会等における講演活動、中央省庁への意見・情報提供、あるい

は一般向け雑誌論文や啓蒙書を通じた研究成果公開等が行われている。 

高校への出張授業については本学部の特色ある授業として、以下の２件の事業を報告してお

きたい。第一には、本学部アジア学科（旧アジア文化学科）が実施している「アジア現地演習

（現アジアフィールドワーク）」参加学生による、高校生への授業実践である。2006 年～2008

年の各年１回、10 月中旬の一日、午後に約３時間実施している。対象は大阪府立 S 高校２年生

の修学旅行参加予定学生約 300 名（８クラス）、高校での授業科目は「人権研修科目」、メイン

テーマは「多文化・異文化を学ぶ」である。本学側の学生はアジア現地演習のシンガポールお

よびマレーシアに参加した学生のうち８名。１名の学生が１クラス授業を担当し、修学旅行に

参加予定の高校生に対して、現地での体験レポートおよび助言を行うという趣旨である。付き

添い教員２名の役割は、観察と授業後の助言のみ。第二には、本学の特色ある研究所、オース

トラリア研究所との連携による出張授業である。近年、府下高校の多くは、オーストラリアを

修学旅行地としている。しかし、オーストラリアに関する情報・知識、旅のノウハウは少なく、

そのため多くの高校から出張授業の要請がある。本学教員全員が参加しているのではないが、

ここ２、３年の間、ほぼ毎月１、２校の高校で出張授業を行っている。 

英語コミュニケーション学科は、旧英語文化学科から引き継いだ「追大英語文化学会」を組

織している。毎年、機関誌『追大英語文化学会論集』を刊行し、また、学生のための機関誌

『Kaleidoscope』も発行している。構成員は、普通会員（専任教員）が 11 名、学生会員が学部

生 612 名である（2009 年５月現在）。また、単年度会員として、毎年２、３名の執筆者（卒業

生会員および賛助会員）がこれに加わる。 

���・��（�所と���）� 

教員による出張授業あるいは本学内での模擬授業は、大学教育の事前学修としては意義があ

る。しかし、高校側の要求（科目・内容・水準・方法など）と講義担当側の大学教員の狙いと

の間にずれが見られ、それが受験生の期待と大学の期待との間にミスマッチを生じることもあ

る。先述した「大学生による、高校生への模擬授業」については、年齢の近い高校生側の関心・

インパクトが大きく、また講義側の大学生には「教えること」の実感が得られるというメリッ

トがある。いわば、インターンシップの側面が強い。 

英語コミュニケーション学科の教員スタッフによる出張授業や公開授業は、英語通訳などの

特殊な内容を持つものもあり、高校側からの要望を受けて出向くこともしばしばである。しか

しそれはまだ一部の教員スタッフに限られ、個別分散的であることは否めない。高校を始め地

域社会に対して、出張授業や公開授業を通して積極的にアピールすることを目指した、学科全

体としての組織立った方策は取られていない。 

「追大英語文化学会」の活動に関しては、学部紀要とは別に、毎年機関誌を発行し、教育研

究の成果を公表している。また、毎年の恒例行事となった英語落語講演会は、学生のみならず、

地域の一般市民の方にも多数参加してただいている。本学の特色ある教育が地域社会に浸透し

つつある成果と言える。 

���方策（��の��・��に向けた方策）� 
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「大学生による、高校生への模擬授業」はさらに推進していきたい事業であるが、そのため

には、参加大学生側の「教える」ためのスキルアップと「教える」ということの意義について、

教員がゼミ授業のなかで討論する必要があろう。また、オーストラリア関係の出前講義などを

通じて、大学・学部の広報に結びつける方法（受験広報）方策を大学全体として策定する必要

がある。 

英語コミュニケーション学科の教員スタッフによる特色ある出張授業や公開講義を、より積

極的にかつ多方面にアピールするために、各教員の講義内容と相手側の関心や特性を十分考慮

し、学科全体としてより組織立った出張授業や公開講義の展開ができるのではないかと思われ

る。そのためには高校の現状や要望に関する情報が必要である。この点は、入試広報課をはじ

めほかの部署との密な連携および情報交換が必要である。 

「追大英語文化学会」の活動のなかには、講演会のほかにもスピーチコンテストや

International Evening（海外からの留学生との交流会）などもあり、年々盛り上がりを見せて

いる。これらの活動は現在のところ学内に留まっている。これらの活動範囲をひろげ、発展さ

せ、学外に公開することができれば、本学の教育成果を大きく社会へ還元できることになろう。

例えばスピーチコンテストなど公開したり、高校生を巻き込んだり、参加者を広く募ったりし、

より外部へ展開することで、今以上に教育研究成果の社会への還元が果たせるに違いない。留

学生との交流会に、ホストファミリーをはじめ地域一般の方々に参加していただき、さらに発

展させることも考えられる。今後検討の余地があると思われる。 

 

必��国や地方自治体等の政策形成への寄与の状況 

�現状��� 

国際交流あるいは文化もしくは観光行政に関して、本学部は国や地方自治体等の政策形成に

寄与しうるだけの知的資源を有すると自負するが、現状ではそのような機会を多くもたない。 

�点検・��（��と問�点）� 

本学部の学問の性格上、その研究成果がかならずしも直接的には同時代的、社会的な貢献に

結びつかない側面もある。しかし、現実の社会的動向を正しく理解し、その将来の見通しを展

望することを自覚的に様々な活動に反映させる必要はある。 

���方策（将来の��・��に向けた方策）� 

個々の教員の研究の着実な積み重ねを、地域研究と外国語教育の学部としての安定的な社会

的認知につなげるために、形成された政策への学問的見地からの批判と提言を積極的に行って

いく。 

 

必��大学の施設・設備の社会への開放や社会との共同利用の状況とその有�性 

�現状��� 

学部に固有の施設・設備を有していないので、社会への開放と共同利用については大学全体

の状況のなかで役割を果たしている。基本的には文献資料の公開と共同利用の促進がそれにあ

たる。 

�点検・��（��と問�点）� 

文献資料の開放と共同利用の促進は図書館の管理と運営いかんにかかっているので、その項

に譲る。また学部資料室は、資料室と言い条、学部固有の文物資料の展示室ではなく、学科会

議その他の学科運営上の目的に供されているので、社会への公開や共同利用にはなじまない。 
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�����（��の�����に��た��）� 

一部の漢籍その他、学科関連書籍の書庫と閲覧室の設置を図書館分室として構想したことが

あるが、実現するに至っていない。実現すれば、その利用はひろく社会に開放されるはずのも

のである。 
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（３）大学院の社会貢献 

��経済学研究科 

��達目�］ 

大学院学則第４条第２項（１）に、「経済学専攻は、経済学について幅広くかつ深い学識の涵

養を行い、経済学における高い研究能力と卓越した専門能力を有する人材を養成するとともに、

経済学における研究者または高度専門職業人として、国際的に通用する専門知識および能力を

備えた人材を養成することを目的とする。あわせて、経済学の分野において創造的・独創的な

研究を推進し、先駆的な情報を発信するとともに、経済学の高度な専門的知識の深奥を極め、

かつ関連する専門領域を横断した学際性を備えた人材を養成することを目的とする」と謳って

いる。 

この目的を達成することが、なによりも社会貢献であると思われる。そのためには、経済学

研究科内部だけではなく、経済学研究科外部に対しても、上述の目的を完遂するためには公開

講座等を開催する必要がある。 

 

（社会への貢献） 

必��社会との文化交流等を目的とした教育システムの��度 

�現状説明］ 

『追手門経済論集』（追手門学院大学経済学会、年２回発行）、『追手門経済・経営研究』（追

手門学院大学、年報）、『Otemon Economic Studies』（追手門学院大学経済学部、年報）への経

済学研究科所属教員による寄稿は社会との文化交流等を目的とした教育システムの一環と考え

られる。2004 年３月に、『追手門学院大学経済・経営院生論集』（追手門学院大学、年報）第１

号を公刊したのも社会との文化交流の一環と考えられる。 

高等学校に対して行っている本学の出張授業もまた社会との文化交流等を目的とした教育シ

ステムのひとつであると考えられる。これにも経済学研究科の教員が参加している。 

���・��（�所と���）］ 

経済学部で作成した『経済学ガイド 2009 経済学部白書』、『経済知力をみがく！』を出張授業

等のさいに高等学校に配布することで、経済学・経済学部について高校生にわかりやすく説明

するのに大いに役にたつと、高等学校の教員から歓迎されている。 

高等学校だけではなく、もう少し広く社会との文化交流等を図る必要がある。 

現状では、一方向的な交流であることは否めない。交流であるためには、双方向的なもので

あることが望ましい。 

���方�（��の��・��に向けた方�）］ 

2010 年度、経済学研究科博士前期課程に、「福祉社会論特論」が新たに開設される。経済学

部ではすでに当講義において交流が行われており、同様のことが研究科においても期待される。 

また、2010 年度、経済学研究科博士前期課程には「NPO 特論」も開設される。この講義にお

いても、社会との交流が期待される。 

さらに、2010 年度、経済学研究科博士前期課程に、「オーストラリア経済論特論」を開講す

ることも、オーストラリア研究所との関連において社会との文化交流がかなえられることを期

待している。 

 

必��公開講座の開設状�とこれへの��の参加状� 
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�現状��� 

経済学研究科独自のものはない。経済学部研究科の教員は、同時に経済学部の教員でもある。

経済学部が行った公開講座に経済学研究科の教員が講師として参加しているという状況である。 

���・評価（�所と問題�）� 

経済学研究科独自のものがないということが問題である。 

���方�（��の��・��に向けた方�）� 

2010 年度、経済学研究科として、特に北摂地域の議員、自治体職員向けの公開講座を開催す

る予定である。年間に３回程度の開催予定である。 

 

���教育研究の成果の社会への還元状況 

�現状��� 

経済学研究科博士後期課程において、2007 年度に課程博士を１名、2008 年度に課程博士２名

を出したことは、教育研究の成果の社会への還元と考えられる。また、経済学研究科博士前期

課程においても、数は少数であるが、修士を出していることも教育研究の成果の社会への還元

と考えている。 

「社会との文化交流等を目的とした教育システムの充実度」のところで述べたように、『追手

門経済論集』（追手門学院大学経済学会、年２回発行）、『追手門経済・経営研究』（追手門学院

大学、年報）、『Otemon Economic Studies』（追手門学院大学経済学部、年報）、さらには『オー

ストラリア研究紀要』（追手門学院大学オーストラリア研究所、年報）、『追手門学院大学教育研

究所紀要』（追手門学院大学教育研究所、年報）等の各種紀要・論集への経済学研究科所属教員

による寄稿、および教員による書籍の発行、および『追手門学院大学経済・経営院生論集』（追

手門学院大学、年報）の公刊は教育研究の成果の社会への還元と考えられる。 

高等学校に対して行っている本学の出張授業に、経済学研究科の教員が参加していることも

また教育研究の成果の社会への還元のひとつである。 

���・評価（�所と問題�）� 

少数ではあるが、社会に修士、博士を輩出していることは評価できるとしても、経済学部に

おけるような高齢者や障害者の職業開発支援、学習支援、生活支援というような形での教育研

究の成果の社会への還元が望まれる。 

���方�（��の��・��に向けた方�）� 

2010 年度から開設する福祉社会論特論において、現在経済学部で行っていることを経済学研

究科において取り組んでくれることを期待している。また、2010 年度に NPO 特論を開設したの

も同様の成果を期待しているということである。 

2010 年度に経済学研究科が開催を予定している公開講座も、北摂地域の議員、自治体職員向

けのものを考えており、これも教育研究の成果の地域社会への還元と考えられる。 

 

���国や地方自治体等の��形成への寄�の状況 

�現状��� 

2009 年度、経済学研究科の教員が国や地方自治体等の委員・顧問に任命されているものは次

のようなものである。 

神戸市交通事業審議会委員（2009 年４月１日～2010 年３月 31 日）、神戸市公正職務審査会委

員（2009 年４月１日～2010 年３月 31 日）、大阪府職務行為等審査会委員（2009 年８月 21 日～
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2010 年８月 20 日）、大阪府固定資産評価審議会委員（2009 年４月１日～2009 年 10 月３日）、

大阪高等学校数学教育会顧問（2009 年４月１日～2010 年３月 31 日）。 

���・評価（��と問題�）� 

いくつかの分野での寄与が見られるが、寄与できる分野の幅をひろげることが望まれる。 

�����（��の��・��に向けた��）� 

寄与できる分野の幅をひろげるため、「NPO 特論」のような新設科目を設置する。 

 

���大学の施設・設備の社会への開放�社会との共同利用の状�と�の��� 

�現状��� 

大学附属図書館が市民に開放されているように、大学の各種施設・設備については社会に開

放され、社会との共同利用が図られている。しかしながら、経済学研究科には、社会へ開放す

る研究科独自の施設・設備、社会と共同利用するような研究科独自の施設・設備は存在しない。 

したがって、大学・学部と協力して行っているのが現状である。 

���・評価（��と問題�）� 

経済学研究科が大学・学部と協力して行っていることに問題はないと思われる。研究科が主

体となって行う事が考えられてもいいと思われる。 

�����（��の��・��に向けた��）� 

社会へ開放する研究科独自の施設・設備、社会と共同利用するような研究科独自の施設・設

備は存在しないので、対応は限られたものになるが、2010 年度には、経済学研究科が主体とな

る講演会、北摂自治体の議員向けの講演会を予定している。 
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�．経営学研究科 

���目標� 

研究科の理念、目標は『経営に係わる多面的な諸問題を対象に、研究・情報発信を行い、広

い視野と専門分野に関する深い見識を兼ね備えた、研究者・高度職業人を育成することを目的

としている。加えて、複雑化する社会や企業・組織の現実の課題を常に踏まえ、地域社会に根

ざした知の交流の場を作り上げ、社会のニーズに応えると共に、国際的に通用する社会有為の

人材を育成することを目的としている』としている。この目標を踏まえ、地域社会との知の連

携を具体的に推進する。具体的には社会人の受け入れや研究テーマの受け入れなどである。 

 

（社会への貢献） 

必��社会との文化交流�を目的とした教育�ステムの�実度 

�現���� 

博士後期課程への社会人の受け入れを目標のひとつにかかげており、2009 年度は２名の優れ

た社会人を受け入れた。これら社会人は、社会の現実のテーマを大学に持ち込んでいただいて

いると同時に、本学の大学院生や学部生との教育・研究にも参加していただいている。優れた

社会人の受け入れは社会との現実的な文化交流を推進するひとつの有力な手段であることが確

認できた。社会との連携を推進するために 2009 年３月に受託研究員制度を発足させた。このプ

ログラムにより、社会から研究テーマと研究員、および必要な研究資金を導入することが狙い

である。学部主体の追風プロジェクトについては、大学院レベルの学生も参画している。また、

教員はそれぞれ研究プロジェクトや各種公的委員などを通じて社会活動を行っている。 

���・��（�所と問題�）� 

博士後期課程への優れた社会人の受け入れは、社会との文化交流の面でも効果を上げつつあ

る。教員個々の社会連携活動についてもそれを推奨しており、一定の成果を上げていると認識

している。ただし、これらは研究科として組織化されてはいない。 

���方�（��の��・��に向けた方�）� 

博士後期課程への優れた社会人の受け入れとそれによる社会連携は一層強化する方針である。

受託研究員制度による社会からの研究テーマと研究員、研究費の受け入れもすでに候補者と交

渉中であり、今後より強化する方針である。 

 

必��公開講座の開設��とこれへの��の参加�� （大学���ー� � �0） 

�現���� 

関西社会人大学院連合に所属し、定期的に公開講座を開設している。研究科の博士前期課程

レベルの講義を提供している。 

���・��（�所と問題�）� 

研究科独自の公開講座は開設していない。今後の課題である。 

���方�（��の��・��に向けた方�）� 

ベンチャービジネス研究所はすでに公開講座を開設しており、ベンチャービジネス研究所と

の連携による公開講座の開設を計画中である。社会人を学生、研究員で受け入れを推進するな

かで、社会に向けた研究科独自の公開講座を開設していく予定である。 

 

必��教育研究の成果の社会への���� 
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�現状��� 

紀要、論集などにより研究成果を社会に還元している。外部資金に基づく研究成果は当然報

告書を作成し、社会に還元している。 

�点検・��（��と��点）� 

一定のレベルは達成しているものの、紀要や論集についてはその内容がどのように社会に還

元されているかを具体的に検証できているわけではない。 

���方策（�来の��・��に向けた方策）� 

広い意味で考えれば、優れた人材の教育こそが本来的な社会への成果還元であるが、研究科

としては研究プロジェクトの推進やその成果の公表などを通じて直接的な還元を目指す。例え

ば地域の中小企業との連携による産業人材育成プログラムなどに応募するなどの努力を行って

いる。またすでに述べた、優れた社会人の受け入れを通じて実施する教育研究成果はより社会

へ直接的に還元できるものとの考えから、これを推進している。 

 

必��国や地方自治体�の政策形成への寄与の状� 

�現状��� 

教員が個別に国や地方自治体の政策に関わる委員会に関与し寄与しているが、研究科として

独自に政策研究プロジェクトを実行したり、政策提言を行った実績はない。地方自治体の職員

を社会人学生として受け入れ地方自治体の政策形成に関わる研究テーマを設定した実績はある

が、公的な形でその成果を示した訳ではない。 

�点検・��（��と��点）� 

地域と連携する本大学の特質から考えて本分野への寄与が望ましいが現状は不十分である。 

���方策（�来の��・��に向けた方策）� 

国や地方自治体から研究科への社会人学生や受託研究員制度などを活用して、教育と研究の

一体化した取り組みのなかで、目に見える形で政策形成へ寄与する方針である。地域の金融機

関や研究機関と共同で共同研究受託プロジェクトの企画を推進中である。 

 

必��大学の施設・設�の社会への開�や社会との共同�用の状�とその��� 

�現状��� 

現時点では実績はない。社会との共同研究、受託研究テーマの推進を行っており具体的なプ

ロジェクトのなかで検討する。 

�点検・��（��と��点）� 

現時点での実績はない。 

���方策（�来の��・��に向けた方策）� 

教育・研究プロジェクトを立ち上げるなかで具体的に実施する方針である。2010 年度より実

施予定の企業情報に関する社会人向けの講座（ERP 研究会）では、社会人を科目履修生として

受け入れ、必要な教育ソフト・ハードを公開する予定である。 

 

（企業�との連携） 

�意�企業と連携して社会人向けの教育プログラムを�用している大学における、そう

した教育プログラムの内容とその�用の��� 

�現状��� 
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2009 年度において、企業との提携による ERP 研究会を学部および大学院の学生向きに開催し

た。 

���・評価（��と���）� 

2009 年度の試行は成果を上げつつあり評価できる。 

�����（��の��・��に向けた��）� 

2010 年度は、この講座を学部・大学院の正規の科目に位置づける予定である。大学院として

は、高度な資格取得を目的とした集中講義科目と位置づけ、科目履修として社会人に門戸を開

く予定である。また、この成功をベースにほかの分野にも同様の試みを行う。 
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�．心理学研究科 

�到達目標� 

学校教育法第 83 条２項で定められているように、大学は、「教育研究を行い、その成果を広

く社会に提供することにより、社会の発展に寄与する」ことが求められている。本学では、「地

域社会、国家および国際社会において、指導的役割を果たしうる人間の創造」を教育方針とし

ているが、それは社会貢献への理解と態度にも一貫しており、心理学研究科においても、公開

講座・講演会の実施や、出版物の刊行、また、地域社会や企業との連携研究などを通して、教

育研究上の成果を積極的に地域社会に還元し、社会貢献を行っていくことを使命としている。 

また、心理学研究科は、高度な心理学的知識と技能を生かして社会のニーズに応えられる人

材を養成することを目的としており、具体的には臨床心理学コース、生涯発達・生涯教育心理

学コース、社会・環境・犯罪心理学コースの３コースを設けて、実社会に通じる高度な心理学

の専門教育を実施している。そのなかで、臨床心理士、臨床発達心理士、学校心理士など、高

度専門職業人として活躍することを目指すとともに、社会を支えるために専門的な心理学の知

識を持った教養人の養成、および研究者の育成を目的としたカリキュラムを構成している。つ

まり心理学研究科では、極めて直接的な形で社会に貢献できる有用な人材の育成を目標として

いるが、それと同時に、カリキュラムのなかで重視されている学内外の多様な現場での臨床実

習・実践演習は、社会との連携や地域援助にそのまま直結するものであり、すなわち、教育と

密接に結びついた形で社会貢献を展開していくことを心理学研究科の到達目標としている。 

 

（社会への貢献） 

���社会との文化���を目的とした教育�ス�ムの�実度 

�現���� 

心理学研究科においては、茨木市障害福祉センター内の療育教室である「すくすく教室」と

の連携を行い、発達にやや遅れが見られる２～３歳児へのプレイセラピーと、その母親への集

団心理療法を行っている。臨床心理士の資格を持った教員や嘱託職員とともに大学院生が子ど

ものプレイ・セラピストおよび母親グループのカウンセラーとして参加しており、臨床実践に

おける大学院生の教育訓練の目的を果たしているのみならず、子どもの発達上の問題を視野に

入れた心理療法を実施し、それと並行して親への集団カウンセリングを手がけることで、子ど

もの養育を支え、親子の成長を促進することができ、直接的な地域援助となっている。子育て

支援でもあるこうした地域援助は、生涯教育という地域社会への教育活動の役割も担っている。

また、2004 年、文部科学省の平成 16 年度私立大学学術研究高度化推進事業のなかのオープン・

リサーチ・センター整備事業の選定を受け、本学附置施設「地域支援心理研究センター」が設

立されてからは、地域支援に対する研究・教育活動がますます組織的に展開されることとなっ

た。また、当センターの附属施設である「心のクリニック」においては、プレイルームや面接

室の数も増え、地域社会の一般市民からの相談受入件数も増加し、これまで以上に社会貢献に

寄与することができている。具体的には、2004 年４月～８月では延べ 228 件、2004 年９月～2005

年８月では延べ 580 件、2005 年９月～2006 年８月では延べ 1,152 件の人が相談にこられ、個別

的な心理臨床的援助を提供することができた。当クリニックは、教員の指導のもとに、大学院

生がプレイセラピーやカウンセリングを担当しており、大学院生への極めて実践的な教育訓練

の場になっているのみならず、社会への貢献にも直結していると言える。 

それらの教育研究成果は、守秘に十分留意したうえで、『地域支援心理研究センター紀要』や
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『心のクリニック紀要』としておのおの年１回発行され、社会への還元が行われている。また、

公開シンポジウムを年１会開催し、教育研究成果を還元すると同時に、生涯教育の場の提供を

地域社会に対して行っている。さらに、近隣の幼稚園からの要請を受け、子ども達へのかかわ

りについての教諭を対象とした講演会を行ったり、川西市総合センターや箕面市萱野中央人権

文化センターなど、茨木市外からも講師派遣の依頼を受けて本研究科教員が出向き、発達障害

を持った子への理解と援助に関する講演会などを行ったりしている。 

��検・評価（長�と問題�）� 

これまでの大学と地域との関係の積み重ねを基盤に、2004 年度に地域支援心理研究センター

が設立されて以来、社会への貢献はより直接的・実践的な形をとることになり、種々の方面で

社会に対して貢献することができるようになったことが評価に値する。前述の通り、相談受け

入れ件数は大幅に増加し、社会に対してこれまで以上に寄与できているだけでなく、それだけ

社会からの期待やニーズが高まり、交流が活発に深まってきていると言える。学内施設ほか地

域社会の実践現場に出て行われている心理的援助活動や、公開シンポジウムの開催、刊行物の

発行などは、地域社会の人々への生涯教育の役割も十分に果たしている。そうした教育システ

ムの役割を本研究科が担い、地域社会からの信頼を得ていることは、相談受け入れ件数の増加

や、出張講演会のニーズなどによって明らかである。 

しかし、こうして着実に社会との交流が深まり地域社会からのニーズが増加している分、そ

れに応じるための運用面での問題が見られるようになってきた。例えば、「心のクリニック」の

利用者増に対する相談枠受入数の制限の問題がある。また、「心のクリニック」を利用する地域

住民への個別的心理援助や、公開シンポジウムなどによって研究成果を一般の人々にわかりや

すく伝えることにはある程度成功しているが、本学の施設への受け入れだけではなく、積極的

に本学から現場に出ていくことも今後は必要であろう。心理学部・心理学研究科の学部生・院

生が学校現場にボランティアで入ることで現場からは大変高い評価をいただいているが、現場

で従事する教職員の方へのスーパーヴィジョン・コンサルテーションの制度についても考えて

いく必要があると思われる。 

�改善方�（�来の改善・改�に向けた方�）� 

以上の通り、本研究科の社会貢献は実際に社会に認められる形で行われていると言えるが、

地域からの要請にこたえる形で、地域の方がより利用しやすいような工夫をしていくことがま

すます求められよう。例えば「心のクリニック」は現在 17 時までが開室時間になっているが、

仕事帰りの方でも来談しやすいよう、開室時間を延長することや、より多くのケースを受け入

れられるように開室曜日の拡大も検討すべきかと思われる。それらは改善に向けて具体的・実

際的に検討されている最中であり、2009 年度からは、これまで閉室していた木曜日を開室する

など、現実的な改善が着実に進められている。 

また、一般市民へのカウンセリング活動の実施や公開シンポジウムの開催のほか、保育園や

幼稚園、学校、福祉施設などの現場で働いておられる方々へのスーパーヴィジョンやコンサル

テーションの役割を果たすことも本研究科が担うべき大きな役割であると考えられる。そうし

たものを「心のクリニック」にて利用していただく制度は整えているが、利用の少ない状況で

あり、現在は、現場からの要請に基づき、個々の幼稚園や小学校、地域のセンターなどにこち

らから出向いて、講演会や研修会を行うところから着手している。 

 

必��公開講�の開設状況とこれへの市民の�加状況 （大学基��ータ � 10） 
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�現���� 

本学は社会との文化交流を目的として、年に４回、一般社会人を対象とする公開講座である

「おうてもん塾」を開講しており、心理学部・心理学研究科でも、心理学に関わるテーマにつ

いて担当している。「おうてもん塾」の１講座あたりの平均受講者は 2005 年度は 60 名、2006

年度は 37.8 名、2007 年度は 39.7 名、2008 年度は 20.6 名となっている。この「おうてもん塾」

は大学全体としても重要な社会貢献の機会として位置づけており、大学近辺や茨木市内以外の

人々にとっても参加しやすいよう、交通の便利な都心部（2007 年度までは大阪駅近くの「毎日

文化センター」、2008 年度からは天満橋駅近くの「大阪城スクエア（本学学院施設）」）で開催

している。テーマとしては、2005 年度「いま求められる心のケアとは」、2006 年度「子どもの

発達と臨床」、2007 年度「よりよく生きて、中高年」、2008 年度「子育ての心理学」であった。

各講座につき複数回の開催で、複数の教員が各自の専門性を生かした講義を行っている。 

例えば、現在開講中の 2009 年度「親子関係の心理学」では、「１講：青年期の親子関係（井

上知子教授）」「２講：親子関係の心理学 育児は育自（中村このゆ教授）」「３講：親と子の心

の絆－関係性という器の中で－（駿地眞由美准教授）」「４講：子供の発達と社会「（中鹿彰准教

授）」「５講：相談室で出会う子ども達～親と子どもが自分自身の人生を生きるということ～（永

野浩二准教授）」「６講：生涯発達からみた親子関係の持つ意味（落合正行教授）」という６回の

シリーズで行い、親子関係のさまざまな側面について、６人の教員（心理学部・心理学研究科

兼任）がそれぞれの専門の立場から講義を行った。 

�点検・��（�所と��点）� 

社会人対象の公開講座である「おうてもん塾」については、そのニーズが高いことから安定

した受講者を確保している。６回 10,500 円という低廉な受講料で実施しており、受講者からの

継続の要望を受け、今後も大学の開放や地域貢献のために開講する予定である。先述の通り、

心理学部・心理学研究科では、心のケア、中高年の心理、子育ての心理学、親子関係の心理学

など、時代のニーズに応え、社会からの関心の高いテーマを選定するように心がけており、市

民にとって理解しやすい内容の講座を実施している。また、本研究科には、発達心理学、認知

心理学、教育心理学、障害者心理学、臨床心理学、犯罪心理学、社会心理学、産業心理学、交

通心理学など、非常に幅広い心理学の領域をカバーする教員が所属しているため、ひとつのテ

ーマについても各専門家の立場から非常にバラエティ豊かな講座を行うことが可能であり、多

角的・統合的な視点を提供することができていると思われる。 

実施場所についても、大学近辺や茨木市内以外の人々にとっても参加しやすいよう、交通の

便利な都心部で開催している。2008 年度からは、学院施設として新たに建設された「大阪城ス

クエア」において実施しており、本学所有の教育施設・設備を利用できることから、社会に開

かれた教育システムを発信するうえにおいてよりこまやかで柔軟な対応が可能になった。ただ

し、2008 年度は受講者が前年度までに比べて少なく、より多くの受講生を募れるよう検討する

ことが必要である。 

���方�（��の��・��に�けた方�）� 

「おうてもん塾」については、例年、若干の増減はあるが、安定した受講生の確保ができて

いる。ただし 2008 年度においては、前年度までに比べて受講生が少ない。これが 2008 年度に

限った偶発的なものなのか、あるいは開催場所が移転したことによる地理的な影響なのか、ま

たはテーマの選び方によるものだったのか等については、受講生のアンケート結果を見ながら

現在検討中であるが、おそらくは、広報の範囲や仕方がかわったことによる影響が大きいだろ
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うと考えている。すなわち、開催場所を「毎日文化センター」から本学附属施設に移したこと

により、これまでは「毎日文化センター」を通して行っていただいていた広報活動を、本学独

自で実施しなければならなくなった。「毎日文化センター」で開催している際にはそちらの顧客

リストも通して広く通知することができていたが、その手段を失ったと言えよう。現在、講座

の周知は本学のホームページやチラシ等において行っているが、こうした現状を踏まえ、より

多くの人に活動を知ってもらえるよう、広報の方法や範囲等について検討中である。2009 年度

以降の受講生の動向も見ながら、事前・事後のアンケート調査を実施するなどして、社会の期

待により応えられるよう改善していく計画を立てている。 

また、「おうてもん塾」は追手門学院大学社会人教室として心理学部と共同で実施しているが、

心理学研究科独自の講演会も行いたいと考えている。外部からも著名な方を講演者としてお呼

びすることを考えており、次年度開催に向け、予算申請を行っている。 

 

���教育研究の成果の社会への還元状� 

�現状��� 

2008 年度まで、心理学研究科の教員は地域支援心理研究センターの所員でもあり、同センタ

ーのシンポジウムや紀要等を通じて研究成果を社会へ還元してきた。地域支援心理研究センタ

ー主催の一般市民を対象とした公開シンポジウムとしては、2005 年 10 月８日「学校教育の現

状と課題」、2006 年９月９日「児童虐待を考える」（心理学部、社会学部と地域支援心理研究セ

ンター共催）、2007年 11月 10日「これからの特別支援教育のあり方 −子どもたちの視点から−」、

2009 年１月 10 日「学校における教育相談のあり方―カウンセリング・マインドを生かすため

に―」が実施された。その他、2006 年９月 16 日には心理臨床学会第 25 回大会自主シンポジウ

ムにおいて「臨床心理職養成課程モデル構築への試案 ―現状を踏まえて」と題し、大学院教

育における今後の臨床心理士養成のあり方について議論された。さらに、2007 年３月 24 日に

は日本発達心理学会で自主シンポジウムとして「発達障害児・者の生涯発達」と題して発表し

ている。これらのシンポジウムの開催と同時に、研究の成果を広く還元するために、『地域支援

心理研究センター紀要』および『心のクリニック紀要』をおのおの年１回刊行している。これ

らの紀要の内容については 2004 年度の創刊号からすべて PDF 化され、地域支援心理研究センタ

ーのホームページ上に掲載されており、常時アクセス可能になっている。このほか、2008 年７

月９日「発達障害を考える―発達障害の領域とは―」（於；川西市人権学習市民講座）、2008 年

12 月５日「発達障害の基礎知識」（於；箕面市萱野中央人権文化センター）、2008 年 12 月 10

日「発達障害の子どもへの具体的な対処の方法」（於；箕面市萱野中央人権文化センター）など、

地方自治体が主催する市民向け講座に心理学研究科の教員が出向き講師を務め、研究成果を社

会に還元している。 

�点検・評価（�所と�題点）� 

公開シンポジウムの開催においてはこれまでのノウハウも蓄積され、将来的にも大きな可能

性を持っている。また、地方自治体主催の市民向け講座に講師の依頼を受けるなど、本研究科

の実践研究活動は社会に高く評価されており、心理学研究科では、地域支援心理研究センター

と協力して、研究成果の地域への還元にますます積極的に取り組んでいる。研究成果は逐次 PDF

化されてホームページ上に掲載されており、インターネット環境があれば誰でも常時アクセス

可能であって、最新の研究成果を広く一般市民の人びとに還元し、利便良く活用していただい

ている。 
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しかし、公開シンポジウムの開催にあたっては、心理学研究科以外にも各学部、研究所、セ

ンターが公開シンポジウム、公開講座を学内施設で開催しているため、市民にとって参加しや

すい土曜日、日曜日の開催となると日程が限られてしまうことが問題点である。公開講座やシ

ンポジウムに積極的に取り組み、その数が増えるにつれ、うまく日程調整をすることが課題と

なってきている。 

���方策（��の��・��に向けた方策）� 

心理学部、心理学研究科、地域支援心理研究センターを中心とした「地域への支援」をテー

マとしたシンポジウムは、組織的な形で社会との接触を図る試みであり、今後も同様の試みを

継続させていく計画である。心理学研究科以外にも各学部、研究所、センターが公開シンポジ

ウムや公開講座を開催しているが、それぞれが単独で行っていることがほとんどであり、関係

部局が情報を共有して、つながりのある企画を行うことも検討中である。 

教育研究上の成果を市民に還元することは大きな社会貢献の場でもあり、今後も積極的に行

っていかねばならない。定期的な公開シンポジウムの実施や PDF 化した紀要の発行などに加え、

地域社会からの依頼による講師の派遣についても積極的に応じていく予定である。それらにつ

いては一定の成果を得ており、今後は、公開シンポジウムや紀要の発行などによる大規模の還

元のみならず、教育や福祉領域などの現場で従事する人々への個別的なスーパーヴィジョン・

コンサルテーションの制度などについても検討している。そうしたスーパーヴィジョン・コン

サルテーションの制度は数年前より整えているが、利用者が少なく、広報面において問題があ

ったと思われ、現在、近隣の小中高の学校や福祉センターなどに広報の資料を送付する準備を

進めているところである。 

 

���国や地方自治体等の政策形成への��の状況 

�現状�明� 

心理学研究科と国や地方自治体等との教育研究上の連携および共同研究の状況については、

以下のような取り組みが行われている。藤本忠明教授は、大阪府警との一連の共同研究の成果

を「交通規範に対するドライバーの意識と行動の総合的研究」（藤本忠明・東正訓・坂口哲司・

内山伊知郎・山口直範・神田忠士・大阪府警６名（共著） 佐川交通社会財団平成 15 年地域研

究助成報告書、2004 年 10 月）にまとめているほか、東日本旅客鉄道株式会社の「新しい運転

適性検査の開発および指導への活用に関する検討会」委員の委嘱（2004 年６月 21 日～2006 年

３月 31 日）を受け、研究に取り組んでいる。東正訓教授は、第 20 回参議院選挙（2004 年７月

11 日）終了後、社団法人国際経済労働研究所が行った大手労働組合員を対象とした政治意識調

査に参加し、その成果を「第 43 回総選挙における労働組合員の投票選択要因の分析」（東正訓

（著）追手門学院大人間学部紀要、第 17 号、31‐55.2004 年８月）にまとめている。三川俊樹

教授は、社団法人国際経済労働研究所による労働者の生涯生活・生きがい・生活の質の向上を

テーマとした第 37 回共同調査「ON・I・ON３」プロジェクトおよび「ライフパタン」研究会に

参加し、研究モデルの構築や測定尺度の開発を労働組合との共同研究によって行っている。 

また、心理学研究科の専任教員 19 人中７名が、「茨木市生涯学習推進委員会委員」「茨木市生

涯学習推進委員会委員」「神戸市立中央市民病院倫理委員会委員」「豊中市次世代育成支援対策

推進協議会副委員長」など、各地方自治体の審議委員会委員等を務めている。このほか、「大阪

府安全運転管理者等法定講習講師」「大阪府環境保健部医療対策課看護教員養成講習会講師」な

ど、地方自治体の講習会講師も随時務めており、詳細については『大学基礎データ 専任教員の
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教育・研究業績（表 24）』に記載されている通りである。 

�点検・評価（長所と問題点）� 

地方自治体等との連携は現在全学的に取り組んでいるが、心理学研究科においても積極的に

進めているところである。個々の教員の社会的活動は『追手門学院大学研究者総覧』に教員の

社会活動の項を設け、公表を行っている。これらの連携による研究結果は高く評価されている

一方で、様々な研究プロジェクトに参加して欲しいという要望が寄せられているが、時間が十

分にとれず、そのニーズや期待に応えることができないという問題もある。 

�改善方�（�来の改善・改�に�けた方�）� 

教員個々が各自治体の審議会委員等を行っているが、個人に任されている。今後も各地自治

体と関連付けて地域支援を行うために、より多くの教員が各自治体と連携し、研究推進してい

けるよう、研究時間の確保や研究活動の支援のあり方について検討中である。また、国や地方

自治体との連携をより緊密に図っていくため、本学教員や各研究所のもつ知的創造物・知的財

産を最新の情報で広く学内外に紹介できるよう、『追手門学院大学研究者総覧』を毎年更新し、

大学 HP から常時アクセスできるようにしている。 

 

���大学の施設・設備の社会への開放や社会との��利用の��とその有�� 

�現���� 

心理臨床的な個別の相談機関として設立された「心のクリニック」（地域支援心理研究センタ

ー附属）では、プレイルーム（２室）、面接室（３室）、集団カウンセリング室（１室）、検査室

（１室）を有し、心理学研究科の教員と大学院生、非常勤の臨床心理士が相談員となって、個

別的な心理教育相談を提供すべく、当該施設を地域社会に開放し、利用していただいている。

2004 年４月～８月では延べ 228 件、2004 年９月～2005 年８月では延べ 580 件、2005 年９月～

2006 年８月では延べ 1,152 件の人が相談にこられ、当該施設・設備を利用された。また、茨木

市障害福祉センター内の療育教室である「すくすく教室」との連携を行い、発達にやや遅れが

見られる２～３歳児へのプレイセラピーと、その母親への集団カウンセリングを毎年２回実施

しており、地域の母子に利用していただいている。 

�点検・評価（長所と問題点）� 

これまでの大学と地域との関係の積み重ねを基盤に、2004 年度に地域支援心理研究センター

が設立されて以来、社会への貢献はより直接的・実践的な形をとることになった。上記の通り、

相談受け入れ件数は大幅に増加しており、地域社会の方に広く利用していただいていることが

わかる。また、茨木市障害福祉センター「すくすく教室」からの紹介ケースについては、料金

設定において特別措置を講じる等、市民が利用しやすい工夫もしており、自治体との連携もこ

まやかに行っている。 

問題点としては、当該施設の社会的役割が認められ利用者が増えるにつれ、施設側の受け入

れ枠の問題が出てきたことである。 

�改善方�（�来の改善・改�に�けた方�）� 

先述の通り、ニーズが高まるにつれ、施設側の受け入れ枠の問題が生じてきた。この件につ

いては、現在の「心のクリニック」の開室時間 17 時までを見直し、仕事帰りの方でも来談しや

すいよう開室時間を延長することや、より多くのケースを受け入れられるように開室曜日を拡

大することを検討中である。2009 年度からは、これまで閉室していた木曜日を開室するなど、

現実的な改善が着実に進められている。 
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（企業等との連携） 

�意�企業と連携して社会人�けの教育プログラムを運用している大学における、そうし

た教育プログラムの内�とその運用の適�性 

�現状�明� 

大学と大学以外の社会的組織体との教育研究上の連携、および企業等との共同研究の状況に

ついては、以下のような取り組みが行われている。藤本忠明教授は、東日本旅客鉄道株式会社

の「新しい運転適性検査の開発および指導への活用に関する検討会」委員の委嘱（2004 年６月

21 日～2006 年３月 31 日）を受け研究に取り組み、2006 年３月に全 386 頁の研究報告書（「運

転適性検査の開発・利用に関する検討会報告書」東日本旅客鉄道株式会社 JR 東日本研究開発セ

ンター安全研究所に取りまとめている。東正訓教授は、私立中高一貫校の教員と連携して、同

校の海外留学プログラムによる英語教育のありかたを再検討する共同研究に参加した。留学プ

ログラムに参加した生徒のアンケート分析および留学準備のための事前教育に関する心理学的

評価を行い、いくつかの提案を中高の教育現場にフィードバックすることを試みている。この

共同研究には、松下システムソフト（株）教育ソリューション事業部といった企業に所属する

社会人も参加している。また、大阪府警との共同研究で得たデータをもとに「交通規範に対す

る態度と違反行動とドライバーの年齢との関連」（東正訓・藤本忠明・内山伊知郎・坂口哲司・

山口直範・中西誠（著）交通科学、Vol.37,No.２,４－14.）として発表している。この論文の

共著者として、２名の本学大学院出身者が名を連ねている。第 20 回参議院選挙（2004 年７月

11 日）終了後、社団法人国際経済労働研究所が行った大手労働組合員を対象とした政治意識調

査に参加し、その成果を「第 43 回総選挙における労働組合員の投票選択要因の分析」（東正訓

（著）追手門学院大人間学部紀要、第 17 号、31‐55.2004 年８月）にまとめている。 

��検・評価（�所と�題�）� 

連携による研究結果は高く社会的に評価されている。また、本学大学院出身者の研究実践の

場ともなっていることも評価できる。一方で、大学以外の研究組織や企業から研究プロジェク

トに参加して欲しいという要望が寄せられているが、大学の教育・研究以外には研究のための

時間が十分にとれず、そのニーズや期待に応えることができないというのが課題である。 

���方�（��の��・��に�けた方�）� 

地域支援とも関連させて、より多くの教員が大学以外の機関と連携し、研究を推進していけ

るよう、研究時間の確保や研究活動の支援のあり方について検討中である。また、企業等との

連携をより緊密に図るため、本学教員や各研究所のもつ知的創造物・知的財産を最新の情報で

広く学内外に紹介できるよう、『追手門学院大学研究者総覧』を毎年更新し、大学 HP から常時

アクセスできるようにしている。
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�．文学研究科 

［��目�］ 

（１）文学研究科の社会的認知に向けての大学院公開講座の開設 

（社会への貢献） 

この項目については、研究科全体で述べる。 

必��社会との文化交流等を目的とした教育����の�実� 

［現状��］ 

文学研究科社会学・中国文化・英文学３専攻の教員が関わる、社会との文化交流等を目的と

した教育活動の詳細については、［点検・評価］、［改善方策］を含め、すでに大学、社会・国際

教養各学部それぞれの対応する項目下で述べられた通りである。本研究科もしくは各専攻独自

の試みとして、社会との文化交流等を目的とした教育活動は特に行っていない。 

［点検・評価（�所と問題点）］ 

本学の大学院教育は主として学部教育の担当教員が兼務しており、この点に留意した場合、

文学研究科各専攻に所属する教員は日常の教育・研究活動や学内職務の合間を縫って、公開講

座、芸能公演、講演等、本学の各種公開行事にそれぞれの専門的見地から積極的に参画・協力

していると言える。ただ、こうした公開行事の立案、広報、実際の運営は一般に学部、学科単

位を想定して行われるため、学部、研究科の別にかならずしも制約されない人間単位の社会貢

献が形として学内外に認知されない憾みがある。 

［改善方策（将来の改善・改�に向けた方策）］ 

直前に問題とした点を解消する一助として、例えば公開講座の広報文に記載する講師の職名

として学部のそれと研究科のそれを併記するなどの工夫が必要である。 

 

必��公開講座の開設状�とこれへの��の参�状�（大学����� 表 ��） 

［現状��］ 

文学研究科３専攻の教員がかかわる公開講座の詳細については、［点検・評価］、［改善方策］

を含め、すでに大学、社会・国際教養各学部それぞれの対応する項目下で述べられた通りであ

る。本研究科もしくは各専攻独自の試みとして、公開講座の開設は現在行っていない。 

［点検・評価（�所と問題点）］ 

専門性の高い研究の成果やそこから得られた知見を社会に還元するという意味で、公開講座

の果たす役割は大きく、現状には改善の余地がある。 

［改善方策（将来の改善・改�に向けた方策）］ 

文学研究科各専攻の特色を最大限に活かした専門性の高い公開講座の開設を将来に見据えつ

つ、当面は、本学大学院全体の社会的認知をねらいとした公開講座の開設を大学院委員会をと

おして各研究科に呼びかけ、その実現に向けて積極的に参画・協力する方向で検討している。 

 

必��教育研究の成果の社会への還元状� 

［現状��］ 

文学研究科の教員による教育研究の成果の社会への還元は、主として出版物の公刊を通して

行われている。本研究科で研究科や専攻独自に学術雑誌の発行は行っていないが、個々の教員

の教育研究の成果は、著作、学会誌、紀要、年報、論集、共同研究報告等、学内外の多様な形

での出版物を通して広く公表されている。また本研究科の学生による研究成果の公表に関して
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現状を述べるならば、審査を終了した修士の学位論文は本学学位規程第 50 条により本学図書館

に１部保存されて閲覧が可能であり、専攻により論文要旨の関連学部紀要への掲載が推奨され

ている。 

�点�・��（�所と��点）］�改善方策（��の改善・改�に��た方策）］ 

現状に特段の改善すべき点は認められない。 

 

���国や地方自治体等の政策形成への寄与の状� 

�現状��］ 

文学研究科独自に国や地方自治体等の政策形成に寄与した実績はないが、文学研究科に所属

する教員がそれぞれの専門の立場から、地方自治体等の政策形成に関わる委員会に個別に関与

することがある。 

�点�・��（�所と��点）］�改善方策（��の改善・改�に��た方策）］ 

現状に特段の改善すべき点は認められない。 

 

���大学の施設・設備の社会への開放や社会との共同利用の状�とその��� 

�現状��］ 

社会への開放や社会との共同利用を前提とした特定の施設・設備は文学研究科にないが、公

開講座、芸能公演、講演等、本研究科教員の関わる各種公開行事に本学の大教室、学院施設大

阪城スクエア等が活用されている。また英文学専攻では、関西社会人大学院連合による科目等

履修制度活用事業に協力し、教員、インストラクターを対象とする「言語教育」の分野で、社

会人が科目等履修生として本学の教室で受講できる科目を提供している。 

�点�・��（�所と��点）］�改善方策（��の改善・改�に��た方策）］ 

現状に特段の改善すべき点は認められない。 
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８．教員組織 
 
（１）大学等の教員組織 
��達目標� 
教育研究のための人的体制である教員組織は、基本的に大学そして各学部の教育目標の十全な

遂行を行うためのものである。そのためには、教育や研究の目的を達成するために最適な教員組

織がとられているかにある。そして、その評価は、結果として教育の目的が達成されたのか、研

究が十分になされているかの評価が伴うことが求められる。 

 
（教員組織） 
必��学部�学科等の理��目的�びに教育課程の種類�性�、学生数との関�における当

該学部の教員組織の適切性（大学基礎データ 表 19�表 19-２）  
�現状�明� 
本学の教育方針の３．豊かな一般教養を身につけ、深く高い知識と思考力をもって、人文、社

会ならびに自然の諸科学の正しい発展に寄与できる人物の養成という目標に合致して、本学では

まずは文系総合大学を目指して学部ならびに大学院を整備発展させてきた。その結果、開学当初

は経済学部と文学部の２学部４学科から、現在は『大学基礎データ（表１）』に示す５学部８学科

の構成となっている。一方、大学院の組織も 1973 年の設置時には修士課程１研究科１専攻であっ

たが、現在修士課程は４研究科６専攻、博士課程では２研究科２専攻となっている。 

それぞれの学部、大学院の研究科は、本学の建学の精神のもと、教育方針に則り設置されてき

た。そして、本学の教育方針を実現するために教員を組織してきたのである。 

教員組織が適切か否かの基準はかならずしも明確ではない。しかし、少なくともカリキュラム

にふさわしい教員組織である必要がある。 

各学部における専任教員数は、『大学基礎データ（表 19-２）』に示している通りである。大学

全体でも、また各学部学科においても基準教員数を満たしている。 

各学部の教員と当該学部の全学生との比率に関して見ると、教員１人あたりの学生数は、経済

学部は 53.7 人、経営学部では 53.2 人、心理学部は 36.7 人、社会学は 40.7 人、国際教養学部は

39.4 人となっている。心理学部などのように実験に関わる授業のある学部では、教員と学生の比

率は低いことが求められる。現状は、学部間で大きな開きがある。 

問題点は、学部間で教員と学生の比率に違いがあることである。教育の効果という点からは、

比率を下げることが必要であろう。そのためには、人事の方針を立て、教員配置を行うことで、

全体の教員と学生の比率を下げることも必要である。もちろん、実際の単純な比較では実態の把

握はできないことから、教養教育における教員と学生の比率と、専門教育における教員と学生の

比率が等しい割合である必要はなく、大学の教育の方針にしたがい、どのような事柄に力を入れ

るかにより、教員と学生の比率もまた問題となる。さらに、教育は単純な教員と学生の比率だけ

では決まらない。 

教員配置の適切性をどのような指標で検討するかが問題である。年齢や職階の比率などを見て

きたが、カリキュラムにおける適切性から見ると、科目の種類による検討も必要である。そこで、

学部ごとに概論講義、特殊講義、演習、講読、実習、語学に分けて、各学部における科目の割合

と職階による科目の分担状況を見てみることとした。 



８．教員組織（大学全体） 
 

502 

概論講義は、経済学部は 59％、経営学部は 47％、心理学部は 40％、社会学部は 41％、国際教

養学部は 37％である。一方、演習科目は、経済学部は 27％、経営学部は 45％、心理学部は 46％、

社会学部は 33％、国際教養学部は 23％である。他方、実習科目は経済、経営学部はないが、社会

学部では 24％を占め、心理学部も５％を占めている。また、特講や講読は経済、経営、社会学部

ではその割合が低い。 

これを教員の職階別で見ると、経済学部では教授、准教授、講師の講義、演習など科目の持つ

割合がほぼ等しく、講義が６割、演習が３割から４割であるのに対して、経営学部においては准

教授が講義と演習を持つ割合が 47％と 46％と等しいが、教授が講義と演習を持つ割合が 39％と

59％と演習を持つ比率が高くなる。心理学部では、講師では講義と演習を持つ割合が 27％と 64％

であるが、准教授ではこの割合が 30％と 59％となり、教授においてはこの割合が 42％と 43％と

ほぼ等しくなることから、講師、准教授が演習を主として持ち、だんだんと講義と演習の割合が

等しくなるようになっている。社会学部では講師では講義と演習を持つ割合が 35％と 30％である

が、准教授ではこの割合が 35％と 48％となり、教授においてはこの割合が 47％と 42％となり、

教授に進むにしたがって、講義の割合が増すことがわかる。国際教養学部は、講師では語学を持

つ割合が 63％と高く、准教授ではこの割合が 31％となり、教授においてはこの割合が 10％とな

り、教授に進むにしたがって、講義の割合が増すことがわかる。 

このように、学部によってそもそも講義や演習などの割合も異なるが、職階による科目の種類

による比率も異なっている。この職階による科目比率の変化の妥当性や適切性に関しては、学部

教育の目標や特徴との関係での検討が必要である。 

兼任講師への依存度であるが、経済学部では 26％、経営学部では 21％、心理学部では 11％、

社会学部では 24％、国際教養学部では 37％となっている。学部により違いも大きいが、依存して

いる科目の種類は、経済学部が概論講義（56％）と語学（38％）、経営学部では概論科目（70％）

と語学（16％）、心理学部は兼任講師への依存度は極めて低いが、概論講義（57％）と語学（18％）、

社会学部では概論講義（46％）と実習（46％）、国際教養学部では概論科目（34％）と語学（64％）

となっている。 

��検���（��と問題�）］ 
各学部の教育目標を達成するためには、カリキュラムの構成は重要である。そもそも、教育目

標と例えば科目の種類の構成とには、整合性があるべきである。上記の結果は、学部教育の目標

と整合性はあると考えられるが、科目の種類だけでは十分に検討できない。中核となる科目と専

門別の科目などを明確にし、それぞれの科目の属性（共通の中核科目）と専門分化した科目の種

分けと、それに対する教員の人数を含めた配置を方針として明記（説明）することが必要である。

学部において養成目標となっている知識や能力などより具体的な目標との整合性を検討する必要

がある。さらに、学年配置も重要であることから、科目の学年毎の配置と教員配置の方針を明確

にすることも必要となる。 

���方策（��の�����に�けた方策）］ 
上記の問題を解決するためには、大学全体として、教養科目や専門科目の配置、また語学や体

育科目について、何をどのように重視するのかの方針の策定が必要である。そのためには、教養

教育の検討委員会や語学に関わる検討委員会などしかるべき組織による検討が必要となる。現在

は、学部共通の事柄に関しては全学の教務委員会で行っているが、例えば、一般科目や語学など

の大きな方針については教務委員会より違った組織での検討が必要となる。また、大学における

科目には概論講義、特殊講義、演習、講読、実習、語学などが見られ、これらの科目の種別の意
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味づけを明確にし、それぞれに関して適切な学生数や教員配置を方針として打ち出すことが必要

である。さらに、学部・学科の教育目標の具体化が必要である。具体的な教育目標の設定をする

こと、そしてそれを各科目におけるシラバスに明記することが重要なこととなる。そして、各学

部での人材養成の目的に応じて、どの科目を中核科目とし、それにはどのような教員を配置する

のかなどを大学執行部が明確な方針として決めることが必要である。それに基づき、教務委員会

などで実際の種分けとその履行に関して具体案の策定をし、そして最終的には各科目の評価によ

る検証も必要であるとともに、一つの科目では達成できないことから、例えば年次における評価

を学部で作成した検定試験などで評価していくことが必要である。 

そして、上記の事柄に関して具体的な評価体制をつくり、具体的にどのように評価していくか

の評価法を策定しなければならない。理念や組織がよくても、問題は実際に教育効果がどうかと

いうことが問題であるので、評価法については十分に具体的で妥当で、信頼性のある方途を早急

に策定する必要がある。在学生を対象とした評価とともに、卒業生を対象とした評価も必要とな

る。 

 
必��大学設置基準� 12 �との関�における専�教員の�置づけの適切性（専�教員は、

専ら自大学における教育研究に従事しているか） 
����明］ 
教員が大学でもっぱら研究教育に従事しているかという点については、その基準が難しい。 

一つの基準は、担当科目数である。基本的には、本学では学部においては１年を通じて半期科

目で 11 科目が基準となっている。この科目数を下回る担当者は、役職者と疾病などの理由、育児

休暇、雇用契約上の理由など、理由が明確な場合を除いてはいない。この点では、本学において

は大学における教育活動には最低限専念していると言える。もっとも、授業を行うことだけが教

育活動ではないので、この点についてはデータはない。 

さらに、大学への出勤日数はその指標となると考えられる。大学では出勤簿を設置して、その

管理に努めている。基本的には、講義を３日以上に振り分けて持つことは多くの教員に共有され

ている考えである。もちろん、これ以外に委員会や入試業務、あるいは高校への訪問や出張授業

などが加わることとなる。 

休講回数も、一つの指標となると考えられる。もちろん、本学では休講した場合には補講をす

ることを原則としている。 

また、出張日数もその指標と見られる。基本的には出張は授業に差し障りがないようにするこ

とが原則である。教員のなかには、年間出張日数が極めて多い教員もいる。 

一方、研究に関しては判断が難しい。かならずしも自大学で研究できるに越したことはないが、

近年では共同研究やあるいは他研究所・大学での施設利用などもあることから、研究に関しては

それを判断するデータはない。 

さらに、考えられるのは、教育業績や研究業績も参考になる。 

�点検・評価（�所と問題点）］ 
教員の自大学での教育活動に関しては、基本的には基準となる講義数を履行していることが最

低限の基準となるが、実際には授業に関する質問などもオフィスアワーだけではなく、学生のニ

ーズに応えられることが必要である。したがって、形式的な出校日数や担当講義数だけではなく、

授業の内容、授業の方法の工夫、さらには評価法などをもとに実質的に学生が担当科目の理解や

習得がなされているかの評価も大事なことである。 



８．教員組織（大学全体） 
 

504 

また、学科が学部におけるカリキュラムの設計や学士力の基準やその評価法などへの寄与も評

価されるべきであろう。 

さらに、教員の専門や資質に応じて適材適所に人員を配置しているかは教育効果においても重

要な要因となる。さらに加えるなら、教員の職階による役割も明確にし、配置をすることも重要

なことと考えられる。 

教員の教育に関する実態が十分に把握されているわけではないために、このような実態の把握

が必要となる。さらに、学生の評価なども、教員の教育活動の実態を知るうえで重要な手立てと

なる。 

���方�（��の��・��に�けた方�）］ 
上記に期した、教員の教育活動の実態を把握し、学生のニーズ（教員の指導を受ける時間が無

くて困っているのかなど）を把握し、形式的な出校日数や担当講義数だけではなく、授業の内容、

授業の方法の工夫、さらには評価法などをもとに実質的に学生が担当科目の理解や習得がなされ

ているかの評価、学科が学部におけるカリキュラムの設計や学士力の基準やその評価法などへの

寄与の評価など、それに応えられる制度の構築が必要であるために、これを履行するための組織

（全学自己評価委員会の分科会の授業評価作業部会、あるいは教員評価プロジェクト、また学習

支援室など、および各学部における組織（例えば、学部長、学科長、教務委員などを含むメンバ

ー））において役割を定め、機能するようにすることが第一にすべきことである。 

 
必��主要な授業科目への専任教員の配置��（大学基��ー� 表 3） 
����明］ 

主要科目への専任教員の配置であるが、主要科目を必修科目と考えると専任教員が必修科目を

持つ率は学部にもよるが 100％から 60％と開きがある。率の低い学科は英語コミュニケ－ション

学科であり、語学という学科の特殊性によるからだと考えられる。全体では８学科の内５学科が

すべての必修科目をすべて専任教員で持つという 100％であった。選択必修科目の専任担当率は

93.8％から 50％と散らばってはいるが、７学科が 80％以上の専任率であった。 

一方、学科で開設している科目をどの程度専任が担当しているかという指標としては、兼任講

師への依存度が考えられる。兼任講師への依存度であるが、経済学部では 26％、経営学部では 21％、

心理学部では 11％、社会学部では 24％、国際教養学部では 37％となっている。学部により違い

も大きいが、依存している科目の種類は、経済学部が概論講義（56％）と語学（38％）、経営学部

では概論科目（70％）と語学（16％）、心理学部は兼任講師への依存度は極めて低いが、概論講義

（57％）と語学（18％）、社会学部では概論講義（46％）と実習（46％）、国際教養学部では概論

科目（34％）と語学（64％）となっている。いずれも、演習科目の率は低く、どの学科において

も演習科目は専任が持つ可能性が高くなっている。 

ただ、学部・学科の教育目標を達成するのは、個々の科目においてなされるわけではない。む

しろ、カリキュラムの構成や科目群で達成されるものであることを考えると、必修の担当者であ

るとか、兼任講師の割合だけを問題としても意味は薄いかも知れない。 

���・評価（長所と問題�）］ 
主要科目への専任教員の配置に関して、必修科目に関しては全体では８学科の内５学科が

100％であった。選択必修科目の専任担当率は 93.8％から 50％と散らばってはいるが、７学科が

80％以上の専任率であったことを考えると、必修科目や選択必修科目の専任の占める割合が高い

ことから、専任教員の配置として適切であると考えられる。 
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一方、兼任講師への依存度は、学部間で 11％～37％となっている。国際教養学部の兼任講師へ

の依存率が高いと思われる。兼任講師に依存している科目に関して見ると、ほぼどの学部におい

ても概論講義と語学となっている。いずれも、演習科目の率は低く、どの学科においても演習科

目は専任が持つ可能性が高くなっている。このことが何を意味するかであるが、演習科目はでき

るだけ少人数で行われることから、そのような科目を専任教員が持つことは学生との距離を考え

ると意味はあると考えられる。 

ただ、上記の分析は、非常に大雑把なもので、学部・学科の教育目標を達成するのは、個々の

科目においてなされるわけではないことを考えると、別の指標も考えなければならない。むしろ、

カリキュラムの構成や科目群で達成されるものであることを考えると、教育システムを考慮する

必要がある。 

�改善方�（将来の改善・改�に�けた方�）］ 
学部・学科によっては、必修科目や選択必修科目、あるいは演習科目などに専任教員の比率を

高くすることが必要である。 

一方、カリキュラムの構成や科目群に関しては、あるいは学年による科目の順次性などを考慮

して科目を配列し、どの科目群でどの様な能力の養成を図るのかについても検討することが必要

である。 

さらに、アカデミックアドバイザー制をより充実させ、学生一人ひとりの特性や将来の希望、

生き方などを考慮して、どのような能力育成にはどのような科目を同時並行して取得し、どのよ

うな科目をどのような順序で取得すればよいかについてきめ細かなアドバイスができる体制を整

えることが、形式的な専任教員の役割だけではなく、意味を持つものと考えられる。 

 
必��教員組織の年齢構成の��性（大学��デー� 表 21） 
�����］ 

学部別に教員組織の特徴を見てみると、教授、准教授、講師など職階別に占める教員の割合は、

大学全体では教授が 60％、准教授が 29％、講師が 11％の割合である。教授の占める割合に関し

ては、学部で異なり、国際教養学部の 71％から、社会学部の 44％までとかなりの開きがある。そ

して、当然のことながら教授比の占める割合が高い学部においては准教授、講師の割合が低くな

ることから、職階によるバランスも悪いこととなる。また、職階は年齢ともある程度相関がある

と考えられるので、年齢による教員構成もバランスが悪いこととなる。 

年齢による構成を見ると、大学全体では 60 歳代、50 歳代がほぼ等しく 30％を占めている。こ

の二つの年齢で全教員の 60％を超える。40 歳代で 20％、30 歳代で 17％となっており、40歳以上

で全教員の 80％を超えることとなっている。このように、年齢別の教員構成はバランスがよいと

は言えない。学部別では、国際教養学部が 50 歳以上で 68％を超える。経済学部が 64％、心理学

部が 62％、経営学部が 61％となっている。一方、社会学部においては 50 歳以上が 50％となって

いる。全教員の平均年齢は 52.8 歳、男性教員の平均年齢は 53.6 歳、女性教員の平均年齢は 50.3

歳である。学部別では、53.7 歳の経済学部を筆頭に、53.2 歳の心理学部、53.1 歳の経営学部、

52.6 歳の国際教養学部、50 歳の社会学部となっている。 

�点検・��（��と��点）］ 
上記のことから、本学においては職階においても、また年齢のバランスにおいても、さらに平

均年齢においても改善点が必要だと考えられる。 

�改善方�（将来の改善・改�に�けた方�）］ 
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前述の問題を解決するためには、人事計画をしっかり立てることである。そして、計画的に採

用人事を進めることが問題解決の方途と考えられる。 

 
必��教育課程編成の目的を具体的に実現するための教員間における連絡調整の状�とその

�当性 
�現状�明］ 
教育課程の編成は、各学部において基本的には話し合いが行われ決定されている。学年配置に

ついては設置時に各学部で検討されている。しかし、実際には具体的な形でこの検証が行われて

いるわけではない。 

実際の科目の時間割の配置は、学部の教務委員と教務課との連携で学生の選択肢をできるだけ

損なわないように配慮しながら編成をしている。 

また、複数教員による担当の科目については、各学部とも担当者の会議を実施して科目のシラ

バスの検討を行い、共通の教育内容を実施するように連絡調整を行っている。もちろん、成績な

どについても同様である。 

�点検�評価（��と問題点）］ 
教育課程の編成、時間割の配置に関しては、現状認識把握が必要である。そのためには具体的

なデータの収集が必要である。そして、現状でどのような問題を学生が感じているか、あるいは

教員が感じているか、さらに教育効果は上がっているのかなどの把握が必要となる。実際には、

これからのことが十分にまだなされていない。 

���方�（�来の�����に�けた方�）］ 
学年配置の適切性の評価は、学生や教員による難易度の評価や実際の成績での検証が必要であ

る。さらに、実際に学生がどのような学年でそれぞれの科目を修得しているかの現状のデータの

分析も意味がある。 

時間割に関しても、学生の時間割構成に関する評価が重要である。また、それを裏付ける学生

の時間割の分析も必要となる。時間割の構成は、教員の都合によりなされるべきことではない。

本来は、当該学科で時間割をきめ細かく条件を分析して構成することが要求される。そのために

は、時間割の固定化などの措置も必要となる。 

 
�意�教員組織における社会人の�け�れ状� 
�現状�明］ 
社会人教員に関しては、実務的な事柄を教授するという点から学部によって必要性は異なると

考えられるが、現在のところ明示的な形で社会人教員を採用はしていない。もちろん、各学部の

裁量として社会人教員は実質的には存在はしている。 

これは、大学の教育方針と関わることであり、さらに学部による事情にも大きく依存する。特

に学部での教育方針にしたがい、実務的教育の位置づけを明確にすることが必要である。 

�点検�評価（��と問題点）］ 
大学全体として、例えばキャリア教育や語学教育など社会人教員が必要な教育内容について明

確にする必要がある。また、各学部において、教育方針として実務的教育がどのように必要かを

明確にし、社会人教員の必要性や必要な科目などの検討が必要である。そして、科目の特定を行

うことや雇用のあり方、採用における業績審査のみではなく経歴を重視した採用基準についてな

ど社会人教員が十分に活躍できるあり方について検討が必要である。このように、社会人教員の
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受け入れがしやすくなる条件整備も併せて必要である。 

���方策（��の�����に�けた方策）］ 
大学と社会との接点は、今日の大学においてはその需用性がますます増してきている。大学に

おいても、また各学部においても、大学における教育と大学外での教育と、それを橋渡しする教

育について明確な方針を策定すること、さらに社会人教員を受け入れるための採用の条件、雇用

の条件、さらに教育内容の明確化など、各学部において社会人教員の受け入れ体制を明確にする

ために担当部署を決め、検討を開始することが必要である。 

 
���教員組織における外国人の受け入れ状� 
�現状�明］ 
外国籍の教員の割合は、大学全体では８名で、学部ごとの内訳は経済学部では２名、経営学部

では３名、心理学部、社会学部は０名、国際教養学部では３名である。どれくらいの割合が望ま

しいかは、学部の特徴にもよると考えられることから、一概に判断はし難い。基本的には、この

判断基準は、教育方針と教育内容との関係で決まることである。実際には、大学においては明確

な方針はないと言える。しかし、実際には具体的に外国人教員の必要性の高い科目に関してその

都度外国人教員の採用をするというのが現状である。 

�点検���（��と��点）］ 
学部において、教育目標との関係でどの科目に外国人の受け入れが必要かなどの検討が必要で

ある。単に、語学だけではなく、例えば国際交流などとの関係で、外国語での授業を促進すると

いうような目的が明確になれば、外国人教員の採用される科目なども現在とは随分違ったものと

なる。したがって、大学や学部での教育方針を明確にし、外国人教員の受け入れに関する条件の

検討をすることが必要である。 

���方策（��の�����に�けた方策）］ 
大学における国際化は、今日においてはその需用性がますます大きくなってきている。大学に

おいても、また各学部においても、教育方針や目的との関係で大学における教育において、外国

人教員がどこに必要なのかの検討をし、明確な方針を策定すること、さらに外国人教員を受け入

れるための採用の条件、雇用の条件、さらに教育内容の明確化など、大学において、また各学部

において外国人教員の受け入れ体制を明確にするために担当部署を決め、検討を開始することが

必要である。 

 
���教員組織における女性教員の占める割合 
�現状�明］ 
教員の内、女性教員の占める割合は、全体では全教員の 22％を占めている。学部別に見ると、

経済学部、経営学部ともに 19％、心理学部は 31％、社会学部は 22％、国際教養学部では 21％で

ある。心理学部においては女性教員の占める割合が高い。 

職階別では、教授に占める女性教員の割合は 18％、准教授は 27％、講師では 33％であった。

次頁の表に示すように、学部別ではかなり差異が見られる。女性教授の割合の高い学部は、心理

学部、社会学部である。 
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女性教員の割合 

 教授 女性 ％ 准教授 女性  講師 女性  計 女性  

経済学部 17 1 0.059 11 3 0.273 4 2 0.5 32 6 0.188

経営学部 22 4 0.182 11 3 0.273 3 0 0 36 7 0.194

心理学部 17 5 0.294 7 2 0.286 2 1 0.5 26 8 0.308

社会学部 8 2 0.25 7 1 0.143 3 1 0.333 18 4 0.222

国際教養学部 20 3 0.15 5 2 0.4 3 1 0.333 28 6 0.214

合計 84 15 0.179 41 11 0.268 15 5 0.333 140 31 0.221
 

�点検・評価（��と��点）］ 
現状では、学部による違いも大きい。大学においては方針を決め、女性教員の目安となる割合

を目標値を定めることが必要である。 

���方�（��の��・��に向けた方�）］ 
その結果として、計画的に女性教員の採用を行うことが解決法として考えられる。 

 
（教育研究支援職員） 
必��実験・実習を�う教育、外国語教育、情報処理関連教育�を実�するための人的補助

体制の整備状�と人員配置の��性 
�現状�明］ 

現状では、教育研究支援職員は、本学ではいない。情報処理に関しては、パソコンの配置され

た部屋には TA を配置している。外国語に関しては、基本的には人的補助は TA も配置していない

のが現状である。実験や実習に関しては、すべての授業ではないが、TA を配置している授業がい

くつか見られる。しかし、現状は TA も十分に配置されている状態ではない。もちろん、研究に関

する支援職員はいない。教育・研究の充実には、支援職員の存在は重要だと考えられる。 

�点検・評価（��と��点）］ 
情報処理、外国語、実験・実習に関しての教育の支援職員体制はまったくできていないのが現

状である。教育的観点から、どのようなところにどのような科目に関わる支援職員が必要である

かについての現状把握ができていない。また、他大学の現状についての情報も、十分ではない。 

���方�（��の��・��に向けた方�）］ 
大学としてその必要性を認識し、どのような範囲でどのような補助を如何に配置するかに関す

る方針を明確に打ち出す必要がある。したがって、大学の方針として、どのような科目にどのよ

うな資格の職員を配置するかに関しては、大学や各学部の教育方針に関係させて検討が必要であ

る。さらに具体的には財務的裏付けを担保し、支援職員の配置に向けて、計画を立てる必要があ

る。どこに優先的に支援職員を配置をするかなど、教育目的と現状を踏まえて、決定する必要が

ある。 

そのためには、新たな支援職員体制を支える仕組みが必要である。規程の整備、職務の明確化、

勤務の条件などを明確にすることである。 

補助となる学生の条件を明確にして、その育成をする必要があるとともに、教員の側では補助

の配置を前提に授業の組み立て、教員と補助との連携などを十分に準備しておく必要がある。も

ちろん、その効果の測定・評価も必要となることから、それを可能な組織が必要である。 

 
必��教員と教育研究支援職員との�の連携・��関係の��性 
�現状�明］ 
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現状は、教育研究支援職員が存在しない。本学では、大学全体として実習助手等の専門的知識

を持つ教育補助職員は採用していない。学科によっては、兼任講師として採用したり、学部在学

中の学生を採用するスチューデント・アシスタント（SA）、大学院博士課程前期・修士課程の学生

を任用するティーチング・アシスタント（TA）制度がその教育支援的役割を果たしている。 

現状は、実験・実習を伴う教育、外国語教育、情報処理関連教育等の効果を上げるための人的

補助体制は、かならずしも十分と言える状態ではない。これらの科目については学生に十分なサ

ービスがなされるような個別指導体制が全学的に整えられることが望ましい。 

一方、研究に関しては、教員の研究活動に対する支援体制もない。 

�点検・評価（長�と��点）］ 
教育研究職員の配置について、教育方針との関係で、どのような人材がどこに必要か、その効

果はどう見込まれるかという点を精査して、教育研究支援職員の人員配置を早急に行うことが望

まれる。 

具体的には、実験や実習の授業、あるいは語学や情報教育などがさしあたり必要とされる分野

であろう。 

���方�（��の��・��に向けた方�）］ 
他大学の情報の収集と本学の教育目的などを勘案して、教育研究支援職員の配置が必要な分野

についての導入にあたる検討をしかるべき機関で行うことが必要である。 

そのためには、実際に教育研究支援職員を希望する分野の実態把握、他大学の導入状況などの

データ収集がまずは必要である。 

次に、これらのデータをもとに、導入についての具体的条件や内容について各学部・学科の要

望をもとに、さらに大学の教育方針をもとに検討を行うことが必要である。 

さらに、導入後の成果の評価することも十分に考慮しておく必要があるために、評価体制につ

いても具体的に考える必要がある。勿論、教育研究支援職員の受け入れのために規程の整備も行

わなければならない。 

 
（教員の募集・任�・昇格に対する基準・手続） 
必��教員の募集・任�・昇格に関する基準・手続の内容とその�用の��� 
�現状��］ 
教員の採用や昇格に関しては、全学的な見地に立って教員人事を進めるという目的のため、「追

手門学院大学全学教育職員人事委員会規程」に基づき、全学教育職員人事委員会において審議を

行っている。この委員会は、学長、常務理事、副学長、各学部長、法人事務局長を正規のメンバ

ーとし、現在は特任副学長もメンバーに加わっている。基本的に月に一度開催し、①大学全体の

教育職員に関する人事方針・人事計画に関すること、②専任教育職員の採用、昇任および配置に

関すること、③兼任講師の委嘱に関すること、④客員教授の採用に関すること、を主な審議事項

としている。 

また、各学部における人事に関する組織としては、人事教授会、人事委員会、審査委員会等が

あり、採用・昇格などに関する各学部の基準に基づき、学部としての審議・審査等を行う。 

全学教育職員人事委員会は、各学部から提案された、採用人事や昇格人事の意向を全学的見地

に立って審議することにしており、大学全体としての調整役となっている。 

採用に関しての手続きは、まず各学部において募集内容を検討・作成し、その内容が全学教育

職員人事委員会で審議され、承認されれば公募開始となる。次に各学部で応募者から採用候補者
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を絞り込み、再度全学教育職員人事委員会でその候補者についての審議を行う。候補者が承認さ

れれば、その後各学部において面接などが行われ、人事教授会等の承認を得て最終候補者を決定

し、最後に採用に関する最終決定を全学教育職員人事委員会で行う。 

このように採用人事は、その手続きの要所要所で全学教育職員人事委員会の審議・承認を得な

がら進める体制を採っている。なお、募集に関しては、兼任講師以外は、本学ホームページにお

いて募集内容を掲載するなどして公募を行っている。 

昇格に関しての手続きは、まず各学部で昇格基準等に基づいて候補者を決定し、全学教育職員

人事委員会でその候補者についての審議が行われる。承認を得た場合、その後各学部での審査委

員会等による審査を得て決定し、結果については全学教育職員人事委員会に報告することになっ

ている。 

�点検・評価（�所と問題点）］ 
採用手続きは、全学的な委員会の承認に基づきながら進めることになる。そのため、大学全体

としての適正な教員数や配置について検討しながら、各学部間の調整を行えることは非常に有効

である。 

昇格手続きは、規定の手続きに基づいて適正な審査が行われており、特に問題点はない。 

���方�（��の��・��に向けた方�）］ 
基本的に募集は公募制とし、透明性を維持しているが、優秀な人材確保のためには個別の対応

が必要となる場合がある。現在はそのような場合、その妥当性について全学教育職員人事委員会

で審議を行っているが、正式に制度化する方向で検討していきたい。 

 
任��任期制等を��、教員の適�な�動化を�進さ�るための�置の導入状� 
�現状�明］ 
任期制教員の導入は、本学でも行っている。現在、任期制教員は、経済学部に１名、心理学部

に１名である。現状では、任期制教員に関して大学として十分な方針が確立しているわけではな

い。 

�点検・評価（�所と問題点）］ 
したがって、教育方針に基づき、どのような領域の科目に必要かという方針を打ち出す必要が

ある。 

���方�（��の��・��に向けた方�）］ 
そのためには、人事計画を具体的に全学的観点から立てる必要性がある。 

 
（教育研究活動の評価） 
必��教員の教育研究活動についての評価方�とその有効性 
�現状�明］ 
教員の資格に関しては、昨年度実施した教員評価の内容が、一つの基準を示していると考えら

れる。その基準とは、教育活動、研究活動、社会活動、学内活動の４領域で、これらの領域で教

員を評価することとなっている。また、教員自身が、４領域に関して範囲は限られているが重み

をつけることができるようになっている。 

現在は、主として教員の昇任の判断基準は、教育歴、教育業績、研究業績を主として判断して

いる。現在のところは研究業績の評価が中心となるが、その基準は論文、著書が中心となり、そ

の他、学会発表なども考慮されることがある。しかし、教員評価制度が運用されるようになれば、
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先に記した４つの基準での教員の評価がなされるようになっていくものと考えられる。 

�点検�評価（�所と問題点）］ 
現状ではまだ試行段階であるために、教育活動、研究活動、社会活動、学内活動の４領域のそ

れぞれの基準もかならずしも明確ではない。そして、４領域の評価の重み（すべての領域を等し

く評価するか、研究、教育領域と社会活動や学内活動とを等しく評価しない）についても検討が

必要である。試行を重ねて妥当な基準を設定していかなければならない。 

�改善方策（�来の改善�改�に向けた方策）］ 
実際に、試行の結果を評価しながら、教員の資質向上にどのように結びつくかに関しての評価

を伴いながら、あり方については考えていく必要がある。すなわち、教員評価は、本来の目的か

らいって個人の教育力や研究力の向上とともに、学部としてあるいは大学としてより教育力を増

すこと、研究力を増すことにつながらなければならない。したがって、評価のあり方もこのよう

な視点が重要であると考えられる。 

 
必��教員�考基準における教育研究能力�実績�の��の適切性 
�現状�明］ 

現在は、新規採用教員には大学から所定の書式に研究業績、教育業績、その他職歴や実務経験

などを書くことができるようになっている。そして、主としては研究業績による判断が通常であ

る。これは、大学においては教員免許が前提とされていないことから、これを担保するために基

本的に研究業績と担当科目との対応により判断をするからである。そうでなければ、誰もがどの

科目も持ちうることとなるからである。 

しかし、大学においては基本的にカリキュラムが明確に定まっているわけではないので、した

がって学問間の間にあるようなテーマなど、学際的なことを教えるのには、このような基準では

十分に機能しない面があるのも事実である。 

�点検�評価（�所と問題点）］ 
現状では、研究業績を基礎として担当科目の適否を判断している。しかし、一般教育科目にし

ても、専門科目にしても、これまでにない新たな領域や、学問の狭間のテーマについても科目と

して設定することが妥当な場合も少なくはない。そのようなときに、従来の採用のあり方では対

処ができない可能性が高い。また、教育という観点から考えると、当該科目と適合する研究を行

っていることは科目担当の可能性を示すもので、かならずしもその科目を適切に教える資質を意

味するわけではない。教育には、研究と違った要素が多々ある。したがって、そのような要素を

入れた判断が必要となる。 

これは、教員採用時の基準だけではなく、昇任の基準としても同様である。 

いずれにせよ、本学においてはどのような教員が必要とされているのかということが問題にな

るので、その点を明確にし、またそれを大学関係者が合意していることが必要である。 

�改善方策（�来の改善�改�に向けた方策）］ 
改善策としては、本学の教員として何が求められるかということを明確にし、実際には教員評

価の項目をもとに、研究業績で判断できる資質、教育業績で判断できる資質、社会活動で判断で

きる資質、学内の実務で判断できる資質などをうまく棲み分けながら、また教員として必要な資

質がこれらでも十分に判断できない場合には、採用時などでは模擬授業など、ほかの手段を課し

て適切な採用基準を作成することが必要である。 
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（大学�併設短期大学（部）�の��） 
���大学�併設短期大学（部）��������の�員��の��� 
������ 
短期大学（部）は併設していないので該当しない。 
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（２）学部�の教員組織 
�．経済学部 
��達目標］ 

経済学部の理念と目的を達成するための基礎的条件は、優秀な教員の確保である。教員に求め

られているのは、研究活動はもとより、教育活動を通じて社会の各方面で活躍できる学生を育て

ることである。また、教育・研究活動の充実のためのさまざまな校務に携わることも、教員の重

要な役割である。本学部の教育・研究をより一層拡充するために、以下のような目標を設定する。 

（１）学生指導を徹底するため、教員１人あたりの学生数を低下させること。 

（２）教員の能力を最大限発揮させるため、研究業績と教育業績の双方を考慮した昇任および採

用の枠組みを作ること。 

（３）専任教員の採用にあたっては、年齢構成に配慮すること。 

 
（教員組織） 
必��学部・学科�の理念・目的�びに教育�程の��・��、学生数との関係における

当�学部の教員組織の��� （大学基礎�ー� 表 19・表 19-2） 
�現状��］ 

経済学科には 17 名（教授 10 名・准教授６名・講師１名）、ヒューマンエコノミー学科には 14

名（教授６名・准教授５名・講師３名）の教員が所属している（ただし、学長は除く）。教員の専

門分野は多岐にわたっており、経済学の理論・政策・歴史、さらには生活経済・環境経済・比較

経済社会の各領域を十分にカバーしている。学長を除く 31 名の専任教員のうち、学科科目の「演

習」を担当する教員は 26 名である。学生数は、経済学科が 1,005 名、ヒューマンエコノミー学科

が 713 名で、教員１人あたりの学生数は、経済学科 55.8 人、ヒューマンエコノミー学科 50.9 人

となっている。 

��検・��（長所と問題�）］ 
専任教員１人あたりの学生数は、他大学だけでなく、本学の他学部と比べても多い。 

���方策（��の��・��に�けた方策）］ 
教員の増員は経済学部が独自に検討できる問題ではなく、全学教育職員人事委員会で問題を提

起している。現状の教員数を前提にして少人数教育をできるだけ推進するためには、「演習」をよ

り一層充実させることが考えられる。そのためには講義科目の運営および整理・統廃合も視野に

入れてカリキュラムを見直さなければならず、学部長・学科長・教務委員で検討し、極端に受講

者の少ない科目を不開講にして、ほかの科目との調整を図っている。 

 
必��大学設�基�� 12 条との関係における専任教員の���けの���（専任教員は、

専ら自大学における教育研究に�事しているか） 
�現状��］ 

「教育職員の勤務に係る常任理事会大学部会内規」の規程により、専任教員の責任担当コマ数

は春・秋の各学期 2.5 コマまたは３コマ年間 5.5 コマとされ、学部の授業について各学期３日以

上出講しなければならないことになっている。他大学への兼任講師としての出講は、「教育職員の

学外兼職に関する規程」によって、週３コマまでに制限されている。 

��検・��（長所と問題�）］ 
他大学への兼任講師としての出講については、教授会での了承が必要とされており、規程に



８．教員組織（経済学部） 
 

514 

したがって適切に運営されている。 

�改善方策（��の改善・改革に��た方策）］ 
現在のところ、特に具体的な改善策を検討すべき問題点はない。 

 
必��主要な授�科目�の専任教員の配置�� （大学基礎�ー� 表�） 
�現���］ 

経済学科・ヒューマンエコノミー学科双方とも、必修科目である「経済原論Ⅰ」、「経済学基礎

演習１・２」、「演習Ⅰ－１・２」、「演習Ⅱ－１・２」については、すべて専任教員が担当してい

る。また、各学科の基幹的な科目を配当した選択 A においては、経済学科では 44 科目中 39 科目

（89％）、ヒューマンエコノミー学科では 58 科目中 51 科目（88％）を、専任教員が担当している。 

�点検・��（長�と問題点）］ 
経済学科・ヒューマンエコノミー学科ともに、必修科目については 100％、選択 A については

90％近くを専任教員が担当しているので、適切に運営されていると判断される。 

�改善方策（��の改善・改革に��た方策）］ 
現在のところ、特に具体的な改善策を検討すべきほどの問題点はない。 

 
必��教員組織の年齢構成の適切� （大学基礎�ー� 表 21） 
�現���］ 

年齢別の教員数は、71 歳以上１名（学長）、61 歳から 70 歳までが 10 名、51 歳から 60 歳まで

が 11 名、41 歳から 50 歳までが５名、31 歳から 40 歳までが４名、30 歳以下が１名となっている。

31 名（学長を除く）の教員のうち、51 歳以上が 21 名（68％）で 50 歳以下が 10 名（32％）とな

っており、年齢層が高くなっている。 

�点検・��（長�と問題点）］ 
年齢の高い層が多くなっている理由のひとつは、2000 年４月に大学院経済学研究科に博士後期

課程を設置するため、後期課程演習担当者を確保する必要から、その有資格者を採用したことで

ある。これは教育と研究の観点からは、望ましいことと思われるが、年齢構成のバランスが崩れ

ていることは問題であろう。 

�改善方策（��の改善・改革に��た方策）］ 
大学院経済学研究科博士後期課程の「研究演習」担当者については、その後、科目担当者を昇

任させる措置をとっており、また定年退職者の補充も 30 歳代の講師を採用するなど、年齢構成の

バランスを考えた人事が行われている。また、「研究演習」担当者を内部で増やすよう、学部と研

究科との間で人事に関する検討が行われている。 

 
必��教育課程�成の目的を具体的に�現するための教員間にお�る����の��とその

�当� 
�現���］ 

カリキュラムに関する問題のうち、大学全体に関わる事柄は教務委員会で検討され、学部に関

わる事柄は学部教授会で検討される。また、カリキュラム改革については、全学的なカリキュラ

ム改革委員会が主体となる。経済学部では、カリキュラムの運営に関わる問題については、経済

学科とヒューマンエコノミー学科から各１名ずつ選出された教務委員が教員からの意見を取りま

とめ、教授会に諮っている。また、教務委員はカリキュラム改革委員会の委員も兼務しており、
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学部と大学との調整役にもなっている。ただし、カリキュラムの変更を伴う案件については、学

部長・両学科長・教務委員が会合をもって原案を作成し、それを教授会に諮っている。カリキュ

ラムの運営において発生する個別の問題については、学部長の責任のもとで、教務委員が対応し

ている。 

�点検・��（長�と問題点）］ 
カリキュラムの運営や変更については、学部長・学科長・教務委員の間で適切に連絡・調整が

行われている。ただ、学部の教員全体への周知という点では、現在のところ、原則として教授会

の場で伝えるしかなく、時間的な遅れや認識の差が生じる場合もある。 

�改善方策（��の改善・改�に�けた方策）］ 
カリキュラムの運営や変更に関する連絡や意見聴取について、時間的な遅れを避けるためには、

E メールを用いることも一つの手段であろう。最近では、特に意見聴取については、積極的に E

メールを利用し始めたところである。 

 
任意�教員組織における女性教員の�める�合 
�現�説明］ 

学長を除く 31 名の専任教員のうち、６名が女性教員である。 

�点検・��（長�と問題点）］ 
専任教員の採用にあたっては、男女の差は一切考慮せず、本学部の教育・研究の充実という視

点だけから選考しており、問題はない。 

�改善方策（��の改善・改�に�けた方策）］ 
現在のところ、特に具体的な改善策を検討すべきほどの問題点はない。 

 
（教育研究支援職員） 
���実�・実習を伴う教育、外国語教育、情報処理関連教育等を実施するための�的補助

体制の整���と�員配置の適切性 
�現�説明］ 

「経済データ分析」において、ティーチング・アシスタント（以下 TA）が配置され、受講生と

同じ課題を解き、システムの使い方に不慣れな学生の指導を担当している。外国語教育では、CALL

教室をはじめとする視聴覚室を利用している。CALL 教室の利用方法等について、総合情報教育セ

ンター職員が説明会を開催して適切な利用を周知するとともに、個別の質問にも対応している。

また、入学時に経済学部の１回生を対象に実施している英語の語彙力を確認するテスト（マーク

シート）の採点および、一覧表作成に関して、総合情報教育センター兼務の教員の支援を受けて

いる。情報処理関連教育においては、総合情報教育センターの職員が、教育システムや情報機器

の正常稼働・保守点検を行っており、そのなかには授業中にトラブルが生じた場合の対応なども

含まれている。また、情報処理教室で開催される授業に対して１～３名の TA が配置されおり、さ

らには、情報処理教室を自習室として開放し、TA を２～３名配置して、授業時間外の学生の支援

を行っている。それにより、学生の理解促進のための教育補助体制の充実を図っている。 

�点検・��（長�と問題点）］ 
外国語教育では、CALL 教室をはじめとする視聴覚室が有効に活用されており、その利用にあた

っては総合情報教育センターの職員によるサポート体制が、また、語彙確認テストにおいては、

情報処理を得意とする教員のサポート体制が確立されている。情報処理関連教育では、総合情報
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教育センターの全面的な支援を受けており、TA の導入により、人的補助体制は良く整備されてい

る。実習を伴う教育においても、TA が配置されることにより、授業の円滑な運用に効果を発揮し

ている。なお、TA に関しては、TA の安定的運用と学生のモチベーションアップを目的とした「認

定 TA 表彰制度」を 2009 年度より設ける予定である。なお、2004 年度より総合情報教育センター

兼務の教員が２名配置されたが、役割、予算措置、指示系統、業務内容などがあいまいであった。 

���方�（��の��・��に向けた方�）］ 
人的補助体制の整備や人員配置を適切化するには、学部内に留まらず、学部横断的な話し合い

が必要である。前述の通り、情報処理関連の教育に関しては、それらのことを、総合情報教育セ

ンターが担っており、サポート体制がいき届いているので、情報以外の教育でも参考になる。例

えば、英語教育では、入学時の語彙力のテスト結果に応じ、学生一人ひとりのニーズに応じた英

語教育キャリアデザインを支援するための支援体制を、作り上げていることが求められている。

その役割を担うのは、2009 年７月に開設された学習支援室であり、学部の語学の教員と協力しな

がら、進めていくことになる。また、学部内からは、大人数授業を支援するために TA の導入の要

望があがってきている。学生一人ひとりにきめ細かいサポートをするためにも、TA 導入は有効で

あるので、経済学部では、2007 年度からそのための予算申請を行っている。なお、総合情報教育

センター兼務の教員２名は、2009 年度より、兼務をとかれ、それぞれ、経営学部、経済学部の専

属教員となり、学部の職務を分担することになったので、上記の問題は解消された。 

 
必��教員と教育研究支援職員との�の連携・協力関係の適切� 
�現���］ 

情報処理関連教育においては、教員は、授業準備、授業支援、コンテンツ作成、e-Learning の

整備など、あらゆる場面で、総合情報教育センターの職員の支援を受けており、協力体制が整い

つつある。また、教育向けに、教育システムの活用方法など勉強会なども、総合情報教育センタ

ー主催で年に５回程度開催している。また、総合情報教育センターの職員、関連部署の職員、各

学部の教員が定期的に会合を持ち（総合情報教育センター運営委員会）、情報機器やネットワーク

の更新、授業支援システムの運営について協議し、適正な運営体制の整備に努めている。 

��検・��（��と問題�）］ 
2008 年度の８月に実施した教育研究関連の情報機器およびネットワークのリプレイス、新しい

授業支援システムの導入に際しては、仕様を確定する段階から、総合情報教育センター職員と教

員が連携をして遂行した。具体的には、2006 年の夏に、専任教員および兼任講師を対象に、次期

システムの要望をアンケートという形で収集し、2007 年度には、教育研究系情報通信設備検討部

会を設置した。検討部会では、総合情報教育センターの職員と各学部から教員が意見交換、協議

を重ねた。このようなプロセスを経たことで、教育情報システムのユーザである教員のニーズを

的確に吸い上げることができた。 

���方�（��の��・��に向けた方�）］ 
情報処理教育に関して、今後は、さらなる教員と教育研究支援職員との連携・協力関係の強化

が必要である。現在、学部横断的に情報 FD を設置し、情報処理教育の在り方を検討・協議してい

るが、今後は、総合情報教育センターの職員も入って協議をすることが望ましい。また、情報に

限らず語学、日本語、数学などのリメディアル教育に関しては、e-Learning などを導入しつつ、

教育研究支援職員との連携・支援を受けながら、学生支援をしていく必要がある。そのためには、

情報処理教育に限らず広く学生の教育支援を行う新たな組織が求められており、2009 年に７月に
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学習支援室が開催された。現在の学習支援室のスタッフは、職員、学生、教員であるが、さらに

高校の教員の経験者を教育支援職員として配属し、リメディアル教育に力を入れていくことを計

画している。 

 
（教員の募集・任�・昇�に対する基準・��） 
���教員の募集・任�・昇�に関する基準・��の内�とその運用の適切性 
�現��明］ 

教員の募集は、現在ではすべて公募によっている。また、採用人事に関しては、全学教育職員

人事委員会の了承のもとで、同委員会と緊密な連携を取りながら行われる。 

経済学部人事委員会で公募条件を策定し、これを教授会で決定した後、公募を行う。募集が締

め切られた段階で、経済学部人事委員会で候補者の絞込みを行い、教授会に提示する。教授会で

は、まず候補者について審査に付するか否かを投票によって決定する。審査する場合は、３名の

審査委員を選出し、審査委員は審査結果を教授会に報告し、その報告をもとに、採用するか否か

を投票によって決定する。結果は、全学教育職員人事委員会に報告される。 

昇任については、「経済学部教授会の人事に関する内規」および「経済学部人事委員会の申し合

わせ」に基づき、候補者の経歴・業績・人物について審査される。「内規」においては、教授、准

教授、講師のそれぞれについて経験年数、業績等の基準が示され、「申し合わせ」において、さら

に具体的な基準が示されている。「内規」および「申し合わせ」は教授会で公表され、経験年数の

条件を満たす教員に対して、昇任人事の希望を確認し書類を提出させる。昇任を希望する者が出

てきた場合は、教授会において３名の審査委員を選出して業績審査を行い、投票によって昇任の

可否を決定する。なお、准教授から教授への昇任については教授のみの教授会で、講師から准教

授への昇任については教授および准教授のみの教授会で審議が行われる。 

���・��（��と���）］ 
現在の基準を前提として、採用と昇任の運用にあたっては、透明性と公平性が維持されており、

適切に運用されている。ただ、これまでは研究業績に重きがおかれ、教育業績が軽視される傾向

があったことは否めない。なお、学部の昇任と大学院の科目担当がある程度連動するよう、学部

と研究科の間で連絡・調整が行われている。 

����策（��の��・��に向けた�策）］ 
昇任人事に関して、研究業績だけでなく教育業績にも配慮するよう、「申し合わせ」の見直しを

行った。 

 
（教育研究活動の��） 
���教員の教育研究活動についての����とその��性 
�現��明］ 

専任教員の昇任人事に際して、学部人事委員会および全学教育職員人事委員会で了承された教

員について人事教授会に諮る。昇任の対象となった教員ごとに、当該教員の研究分野に関連する

分野の教員３名で構成される審査委員会が設置され、研究業績ならびに担当科目との整合性につ

いて審査が行われる。審査結果は人事教授会で報告され審議された後決定され、全学教育職員人

事委員会に報告がなされる。 

���・��（��と���）］ 
昇任人事における教育研究活動に関する審査は、公平かつ厳正に行われている。教授会で審査
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報告をする際には、審査委員３名の連名による審査報告書が提出され、これに基づいて報告が行

われる。ただ、教員の教育研究活動の評価は、昇任の際の審査が中心となっているので、教授も

含めた形での評価になっていないことが問題点として挙げられよう。 

�����（��の��・��に向けた��）］ 
教授職も含めたすべての教員の教育研究活動を評価するため、全学的なプロジェクトチームで

ある「教員評価プロジェクト」において、実施に向けた検討が行われている。この教員評価は、

教育活動、研究活動、社会活動、大学運営活動について、自己評価を中心に実施されることにな

っており、すでに試行が実施された。 

 
���教員選考基�における教育研究能力・実績への配慮の適切性 
�����］ 

教員選考に際しては、昇任・採用ともに、「経済学部教授会の人事に関する内規」および「経済

学部人事委員会の申し合わせ」に則って、公平かつ厳正に行われる。当該教員の研究活動ならび

に研究分野と担当科目との整合性など、教育研究能力と実績を十分に考慮して選考が行われてい

る。 

�点検・評価（��と問題点）］ 
これまでの慣行から見れば、適切に運営されているが、教育活動に対する評価が軽視されがち

であることは否めない。 

�����（��の��・��に向けた��）］ 
2008 年度から 2009 年度にかけて、「経済学部人事委員会の申し合わせ」の見直しを行い、教育

活動および大学運営への貢献について、今までよりも配慮することとした。 

 
（大学と併設短期大学（部）との関�） 
���大学と併設短期大学（部）における����の人員配�の適切性 
�����］ 
短期大学（部）は併設していないので該当しない。 
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�．経営学部 
�到達目標］ 

経営学部の理念・目的・教育目標を実現するために、学部の教育課程、学生収容定員等に応じ

た教育研究上必要な教員組織と支援体制を設け、教育と研究の成果を十分発揮することを目標と

する。具体的到達目標は以下の通りである。 

（１）大学設置基準の必要定員数を確保するだけでなく、さらに改善を図る。その際、必要に応

じて任期付教員の採用等の活用を図る。 
（２）専任教員の採用にあたっては、年齢構成・男女比のバランスを図る。 
（３）教員の募集、任免、昇任に対し、研究業績と教育業績の双方を考慮した基準と手続きを明

文化し、厳格に適用する。 
（４）専任教員間の円滑なコミュニケーションを図り、教育研究上の対応を充実させる。 
 
（教員組織） 

必��学部・学科等の理念・目的�びに教育課程の��・性格、学生数との�係における当

�学部の教員組織の適�性 （大学基��ー� � 19・� 19�2） 

�現��明］�点�・��（��と問題点）］ 

経営学部は現在、経営学科とマーケティング学科の二つの学科を擁している。また、経営学科

には、経営、会計、法学の３つのメジャーで、マーケティング学科には、起業マーケティング、

国際マーケティング、情報マーケティングおよびビジネス心理の４つのメジャーで構成されてい

る。経営学科の収容定員は 814 名、マーケティング学科は 752 名で、経営学部全体では 1,566 名

である。また、在学者数は 2009 年５月１日現在で、経営学科では 1,015 名、マーケティング学科

では 899 名であり、経営学部全体で在籍学生総数は 1,914 名である。 

経営学科の専任教員は 19 名（教授 11名、准教授６名、講師２名、内女性教員２名）、マーケテ

ィング学科 17 名（教授 11 名、准教授５名、講師１名、内女性教員５名）で、学部としては 36

名である。その結果、専任１人あたり学生数は経営学科で 53.4 名、マーケティング学科では 52.9

名、学部としては 53.2 名であり、設置基準上の必要専任数も、教員１人あたりの学生数も基準を

満たしている。 

また、各メジャーの内訳としては、経営学科では、「経営学」メジャー９名、「会計学」メジャ

ー６名、「法学」メジャー４名で構成されている。マーケティング学科では「国際マーケティング」

メジャー4名、「情報マーケティング」メジャー５名、「起業マーケティング」メジャー４名、「ビ

ジネス心理」メジャー３名で構成されており（ほかにその他分野１名）、経営学部の教育目標、教

育内容から考え、メジャー間のバランスについても問題ないと考えている。 

�改善方�（��の改善・改�に�けた方�）］ 

以上の分析から考え、教員組織上の大きな問題点はないと考えるが、後述するように教員の年

齢構成については改善する必要がある。 

 
必��大学設置基準� 12 �との�係における専任教員の�置�けの適�性（専任教員は、 

専ら�大学における教育研究に�事しているか） 
�現��明］�点�・��（��と問題点）］ 

専任教員は原則として週 5.5 コマの授業を担当することが「追手門学院大学教育職員の勤務に

係わる常任理事会大学部会内規」（『追手門学院規程集』参照）により規定されている。また、専
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任教員の他大学への出向については、週３コマ（90 分授業×３）に限定されており（「追手門学

院大学教育職員の学外兼職に関する規程」、『追手門学院規程集』参照）、さらに教授会で承認を受

ける必要がある。なお、他大学への出講以外の兼職につては大学当局への届け出が必要である。 

���方策（��の��・��に向けた方策）］ 
以上の諸策により、専任教員は専ら自大学における教育研究に従事することが義務付けられ、

適切に機能していると判断しており、今後もこれまで通り健全な運用を図っていく。 

 
必��主要な授業科目への専任教員の配置状況 （大学���ー� 表３） 
�現状��］���・��（長�と���）］ 

経営学科では必修科目数 126 のうち専任教員が担当する科目数は 110、兼任教員が担当する科

目数は 16 で比率としては 87.3％を専任教員が担当している。また、マーケティング学科では必

修科目数 78 のすべてを専任教員が担当している。選択必修科目については、経営学科では 20 科

目数すべてを専任教員が担当している。また、マーケティング学科では選択必修科目 12 科目のう

ち 10 科目を専任が、２科目を兼任教員が担当しており、専任比率は 83.3％となっている。また、

経営学部全体としては、必修 204 科目の内 92.2％の 188 科目を、選択必修 32 科目のうち 93.4％

の 30 科目を専任教員が担当している。さらに、学部全体の開講授業科目数は 362 で、そのうち

82.3％の 298 授業科目を専任教員が担当している。以上のように、経営学部がその教育上の配慮

から比較的必修科目・選択必修科目を多く設定している割には主要な科目に対する専任教員の配

置状況は良好であると思われる。 

���方策（��の��・��に向けた方策）］ 
より専任教員の割合を向上させ、教育の質を向上させるために、全学的な人事計画を決定する

全学教育職員人事委員会と協議しながら、より一層計画的な教員採用を図っていく。 

 
必��教員組織の年齢構成の適切� （大学���ー� 表 21） 
�現状��］ 

本学部専任教員の年齢構成は、30 歳代が７名、40 歳代が７名、50 歳代が 10 名、60 歳代が 12

名であり、若手、中堅の教員が少なく、60 歳代が多くなっている。 

���・��（長�と���）］���方策（��の��・��に向けた方策）］ 
60 歳代が多いのは大学院教育、特に大学院博士後期課程教育の推進のためであるが、彼らの定

年退職後大学院教育に配慮しながら中堅の 40 歳代教員の増強に留意した計画的な教員人事を進

めていく。現在中堅の教員に大学院の授業を担当させるべく積極的に指導、資格認定を実施して

いる。また新規採用については、講師も含めた若手教員の起用を積極的に実施している。 

 

必��教育課程編成の目的を�体的に実現するための教員間における連絡調整の状況とその

�当� 
�現状��］���・��（長�と���）］ 

日常的な授業運営業務は、経営学科長、マーケティング学科長と教務委員を中心とする教務グ

ループ会議において協議し、必要に応じて学科会議、教授会に提案・承認して実行される。また、

次年度授業計画は、各メジャーの学科科目については、各メジャーで打ち合わせ（メジャー会議）

素案を作成し、教務グループ会議において、各メジャーでの議論を踏まえながら原案を作成して

いる。その後、教授会での協議・承認を得て編成される。教員間の連絡調整は、上記の方法で行



８．教員組織（経営学部） 
 

521 

われ、十分機能している。 

カリキュラムの改革等を含む将来計画については、全学的なカリキュラム改革委員会の議論を

踏まえながら、各メジャー・学科会議での議論、および学部での懇談会など非公式の会議での意

見交換、調整を図ったうえで教授会において議題として取り上げ、さらにはカリキュラム改革委

員会等で全学的な意思統一・調整が行われる。 

�改���（将来の改�・改革に�けた��）］ 
以上から、教員間の連絡調整は、教授会、学科会議、教務グループ会議、各メジャー会議等で

対応しており、問題はないと考え、今後も同様の運用を続けていく。 

 
任意�教員組織における社会人の受け入れ状況 
任意�教員組織における外国人の受け入れ状況 
任意�教員組織における女性教員の�める�合 
�現状��］�点検・評価（�所と問題点）］ 

教員組織の社会人受け入れ状況は、2003 年度以降の新規採用 22 名中、民間企業から直接また

は、民間企業から大学院進学後あるいは公認会計士等の自営経験者を含めると７名採用しており、

これは実学重視の学部・学科の性格から、主担当科目の性格と採用教員の業績に応じて採用した

結果である。外国人研究者については、ほかの大学に先駆けて受け入れており、現在定住外国人

の研究者が本学部に３名在籍している。本学部の教員組織における女性教員は７名（19.4％）で、

うち２名が経営学科、５名がマーケティング学科所属である。女性教員についても、特に女性教

員に限って募集したわけではなく、教員公募での応募で選任された者である。最近の女性研究者

の増加に伴って採用されるケースが増加するものと思われる。以上のように、社会人経験者、外

国人研究者および女性教員の比率に問題はないと認識しているが、この比率は上述のように、教

員公募の際に、応募者の業績を適正に評価して採用した結果であるので、今後もその態度を維持

することが重要であると考えている。 

�改���（将来の改�・改革に�けた��）］ 
特に問題はないと考えている。 

 

（教育研究支援職員） 
���実験・実習を伴う教育、外国�教育、情報処理関連教育等を実施するための人的��

��の整�状況と人員配置の適�性 
���教員と教育研究支援職員との間の連携・�力関�の適�性 
任意�ティーチング・アシスタント（��）の�度�の状況とその�用の適�性 
�現状��］�点検・評価（�所と問題点）］ 

本学部が中心となって実施している情報処理関連教育においては、総合情報教育センターの職

員が授業中に生じたトラブル対応も含み、教育システムや情報機器の正常稼働・保守点検を行っ

ている。この対応については、2008 年度まで総合情報教育センター兼務であった本学部所属の教

員が総合情報教育センターと密接な連携を取り、全学教員の支援を行っている。経営学部の情報

関連科目である「情報リテラシー１・２」、「プログラミング演習１・２」などの科目には、受講

生数に応じて本学総合情報教育センターの TA（ティーチング アシスタント、学生スタッフ）が

配置される。学生スタッフは、情報処理に一定の技術や能力を持つ学生を募集し、採用後研修し

たうえで業務に従事している。TA は円滑な授業ができるように教員を支援するが、さらに進行が
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遅れがちな受講生に補助的な個別支援にあたることもある。 

本学総合情報教育センターの TA 制度は、授業や自習利用者への支援など、総合情報教育センタ

ー運営に不可欠であり、また学生 TA 自身もセンターでの支援を通じて自己の能力向上にも役立て

ている。しかし、近年、学生 TA スタッフが十分に集まらず、スタッフ不足になる場合もあり、そ

の改善の試みが総合情報教育センターを中心に行われている。TA の安定的運用と学生のモチベー

ションアップを目的とした「認定 TA 表彰制度」を 2009 年度より実施している。 

実習科目の担当教員と総合情報教育センターの専任職員とは、機器を使う語学授業やコンピュ

ータを使う授業の事前、事後に密接に連絡をとって協力体制を保持している。また、語学の機器

やコンピュータで大きな不具合が発生し、改善が必要な場合には、センターあるいは情報分野の

教員、語学分野の教員などが協働してその改善策を検討し、対処している。なお、総合情報教育

センターには、専門のスタッフが企業から派遣されて常駐しており、ほとんどのトラブルや不明

な問題に対応できるようになっている。 

また、2008 年度に実施した教育研究関連の情報機器およびネットワークのリプレイス、新しい

授業支援システムの導入に際しては、仕様を確定する段階から、教務課、総合情報教育センター

職員、教員が連携をして遂行し、現在教員の円滑な授業実施、成績管理、学生の個別指導に大き

く役立っている。 

このように教員と教育研究支援職員との間の連携・協力関係については適切に対応できている

と判断しているが、特に TA の充実について課題が残っていると判断している。 

�改善�策（��の改善・改�に向�た�策）］ 
情報関係の授業については、学生の TA による支援が上述のように実施されているが、TA 不足

の解消、およびその TA 技術的能力の向上が課題である。TA 不足の解消については前述した「認

定 TA 表彰制度」によるモチベーションアップに加え、時給改善を検討中である。TA の技術的能

力の向上については、TA 採用時に実施する能力テストの見直し、採用後の特別講習会などを実施

していく。そのほか、オーディオ・ビジュアル関係の設備の操作法等はセンター職員により適宜

行われているが、これについても人員不足によりセンター職員に過度な負担を強いている面があ

る。この点について外部人材の活用を考えている。 

 
（教員の�集・任�・昇格に対する基準・手�） 
必��教員の�集・任�・昇格に関する基準・手�の内容とその運用の適切� 
�現��明］�点検・��（��と問題点）］ 

経営学部の教員の採用・昇格については、「追手門学院大学経営学部教授会の人事に関する内規」

（『追手門学院規程集』参照）に基準が定められている。その内容を以下に示す。 

� 教授に関しては 

・博士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有し、研究上の業績

を有する者 

・研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者 

・大学において教授の経歴のある者 

・大学において満５年以上准教授の経歴があり、教育研究上の業績があると認められる者 

・専攻分野について、特に優れた知識および経験を有する者 

� 准教授に関しては 

・前項に規定する教授となることのできる者 
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・大学において准教授又は専任の講師の経歴のある者 

・大学において満３年以上専任講師の経歴があり、教育研究上の能力があると認められる者 

・修士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有する者 

・研究所、試験所、調査所等に５年以上在職し、研究上の業績があると認められる者 

・専攻分野について、優れた知識および経験を有する者 

� 専任講師に関しては 

・第１項又は第２項に規定する教授又は准教授となることのできる者 

・大学において満２年以上助教の経歴があり、教育研究上の能力があると認められる者 

・その他特殊な専攻分野について教育上の能力があると認められる者 

� 助教に関しては 

・修士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有する者 

・前号の者に準ずる能力があると認められる者 

また採用・昇格の手続きは、「追手門学院大学全学教育職員人事委員会規程」、「追手門学院大学

全学教育職員人事委員会規程実施に係る常任理事会大学部会申し合わせ」、「追手門学院大学経営

学部教授会の人事に関する内規」（『追手門学院規程集』参照）に即して行う。その概要は次の通

りである。 

� 採用人事は、原則として公募で行われる。まず、経営学部人事委員会において、専任教員の

公募条件の選定を行い、その結果について全学教育職員人事委員会の承認を求める。その後、採

用予定の職位以上の専任教員（任用期限付き教員を除く）で構成される人事教授会で、教員公募

の可否決定、公募期間の決定を行い、さらに教授を含む３名の第１次審査委員を選出する。公募

期間終了後、学部人事委員会で、第１次審査委員の報告を受け採用候補者を決定し、人事教授会

に採用候補者を提案する。人事教授会では、採用候補者を承認すると共に、審査期間、および教

授を含む３名の審査委員を選出する。審査委員は審査結果を人事教授会に報告し、人事教授会は

その審査結果に基づき審査し、無記名投票により出席者の３分の２以上の賛成が得られれば、採

用を決定する。その後、全学教育職員人事委員会に報告しその承認を得る。 

� 昇格人事については、まず経営学部人事委員会において、基準を満たす教員の昇格について

協議する。その結果について全学教育職員人事委員会の承認を求める。その後、昇格予定の職位

以上の専任教員（任用期限付き教員を除く）で構成される人事教授会で、昇格の可否決定、審査

期間の決定を行い、さらに教授を含む３名の審査委員を選出する。審査委員は審査結果を人事教

授会に報告し、人事教授会はその審査結果に基づき審査し、無記名投票により出席者の３分の２

以上の賛成が得られれば、昇格を決定する。その後、全学教育職員人事委員会に報告しその承認

を得る。 

� 任用期限付き教員の採用についても「追手門学院大学任用期限付教員に関する規程」に基づ

き、教員採用に準じて行う。 

� �任講師の採用については、通常の教授会で履歴・業績等を審査し決定している。 

本学部では、以上のように、教員募集・採用・昇格は、上記審査基準・手続きにしたがい、厳

正に行われている。 

�改善��（��の改善・改�に�けた��）］ 
教員選考基準と手続きの明確化に関しては、現行通りで適切であると考えている。また、教員

採用において公募を原則としていることも適切であると考えている。今後もこの原則を維持する

必要があると考えているが、長期的人事計画の基に年齢構成の適切性の維持、改善を図り、また



８．教員組織（経営学部） 
 

524 

特色ある学部作りの観点から優れた人材確保の途を検討していく。さらに、大学院も担当する教

員の確保のため、原則や基準の適用にあたっては、運用面で工夫することを考える。 

 

任意�任期制等を含む、教員の適切な�動化を��させるための�置の導入�� 
�現��明］ 

任期制教員については、「追手門学院大学任用期限付教員に関する規程」（『追手門学院規程集参

照』により規定されている。経営学部では、2008 年度に導入された教員の選択定年に伴う任用期

限付教員１名（毎年更新）、それ以外の任用期限付教員２名（2007 年度までの旧制度に基づく教

員、2008 年度からの新制度に基づく教員各１名、３年任期）が採用されている。採用手続きにつ

いては、通常の教員の採用に準じている。 

�点検・評価（長所と�題点）］�改善方策（�来の改善・改�に�けた方策）］ 
教員選考基準と手続きの明確化に関しては、前述した現行通りで適切であると考えている。今

後もこの原則を維持する必要があると考えているが、特に、大学院も担当する教員の確保のため、

任用期限付教員についても、原則や基準の適用については、運用面で工夫することを考える。 

 

（教育研究活動の評価） 
必��教員の教育研究活動についての評価方法とその有効� 
�現��明］�点検・評価（長所と�題点）］ 

各教員の教育活動および研究活動等については、『研究者総覧』に記載され、ホームページにお

いても公開されている。経営学部の教員は、毎年次、これを適切に更新している。これらは間接

的には教育研究活動に対する評価に結びつくものではあるが、評価に直結するものではない。 

個別に見ていくと、先ず、教育活動に関しては、毎年度「授業評価アンケート」が実施され、

その結果は、全学、学部、学科、学年および科目ベースで集計され、各教員へと報告される。経

営学部の専任教員は、アンケート結果についての所感として、主に、結果の概要および改善策を

記述した報告書を、前年度のアンケート結果との比較も含めて作成することが求められている。

これにより、各教員は、当該年度の授業を点検するだけでなく、前年度との比較で各自の授業改

善の程度を把握することになる。各教員が作成した報告書は、経営学部の自己評価委員会によっ

て取りまとめられ、学部全体としての反省点および改善点等が検討される。各教員からの報告書

ならびに自己評価委員会による検討結果は、最終的に『授業改善報告書』（追手門学院大学経営学

部自己評価委員会年報）として冊子にまとめられ、全学の教員に配布されるとともに、図書館等

にも備え置かれ、学生および一般来校者の閲覧に供されている。この『授業改善報告書』は、経

営学部の教員が真摯に学生の批判を受け入れ授業改善に取り組んでいることを明らかにしており、

さらには、授業改善についての意見交換の場ともなっている。このように経営学部では、アンケ

ートの実施、各教員による自己点検・評価、学部・学科としての意見の集約、および、それらの

結果の公開、さらにはアンケート項目等の改善点の検討という一連のステップを着実に踏むこと

により、学生による授業評価を、教員の自己評価や FD 活動に有効に活用しているし、それらに教

員の教育活動に対する評価方法としての機能も、持たせていると言ってよい。しかし、それらは

ただちに、教員の教育活動に対する業績評価に結びつくものではない。 

次に、研究活動については、毎年度末に、「個人研究費研究成果報告書」と「個人研究費研究計

画書」を作成し、学科長に提出することになっている（学科長、学部長経由で最終的には学長に

提出する）。「個人研究費研究計画書」には、次年度に各教員が取り組む研究課題、内容、方法、
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意義等を記載し、「個人研究費研究成果報告書」には、前年度末に提出した「個人研究費研究計画

書」に照らして今年度の研究の取り組み状況と成果を報告する。これにより、教員は研究活動の

自己評価を行い、研究活動の改善に役立たせてきたと評価できる。しかし、これらもまた、ただ

ちに、教員の研究活動に対する業績評価に結びつくものではなかった。 

そこで、本学では、2007 年１月より「教員評価プロジェクトチーム」を発足させ、本学に相応

しい「教員評価」のあり方について議論を重ね、「教育、研究、社会活動、大学運営」の４領域の

活動の評価を、教員評価の基本におくことについて了承された。また、議論の過程で、10 を越え

る様々な大学例を参考にしながら、本学独自の評価について検討するということで、自己評価と

相互評価（個人のみの評価と個人と組織の両方による評価）、サイクル（毎年、２年毎や３年毎な

ど）、評価内容（定性的、定量的）、評価のフィードバックや異議申立ての方法について、領域の

ウエイト付け等の検討課題が出された。一方、４領域に関する評価項目として、項目は細分化し

ない方針で臨むこととし、研究に関しては、文部科学省の書式に基づいて項目案を作成、４領域

の重みは柔軟性を持たせるとし、今後検討することとした。それぞれの領域の項目等が検討され

た結果、2008 年７月、一応の試案がまとまり、各学部教授会の了承を得て、「教員評価」が試行

されることになった。試行の目的は、書式=評価項目や評価法などについて本学の教員評価にふさ

わしい、妥当な書式を作成することにある。経営学部では、2008 年 11 月段階で、約 85％の教員

が試行に参加し、学部長と評議員がそれらに目を通して、本学の教員評価に相応しい、妥当な書

式を作成するための検討を続けているところである。 

上記のように、経営学部においては、教員の教育研究活動について、従来から自己評価がなさ

れ、有効に機能してきたと判断しているが、相互評価等を組み入れた総合的な「教員評価」の構

築に向けて、努力を積み重ねているところである。 

�改善方�（�来の改善・改�に向けた方�）］ 
教員評価プロジェクトチームでは、教員評価の目的を、「各教員に求められている資質（教育、

研究、社会活動、大学運営）の現状を把握し、適正な評価を行うことによって、大学としての社

会的説明責任を果たし、大学が要請されている機能のレベルアップを図り、大学運営の改善や教

育研究活動の活性化のための指標とすることと定義している。教員個人は、自らの活動について

点検・評価し、その活性化に役立てるとともに、資質のレベルアップに努めることが期待される」

としている。このことについて、各教員の了解は得られている。今後は、それぞれの領域の項目

内容の妥当性や評価の方法等について検討を続けていかなければならないが、その過程で、学生

による授業評価をどのような形で取り入れていくのか、従来実施していた「個人研究費研究成果

報告書」、「個人研究費研究計画書」との関連をどうするのか、評価の結果を待遇に反映させるの

か等についての、議論と合意形成を進める。なお、研究業績については、学位（博士）取得者に

対しては給与を１号級上げるという形で、業績が待遇にすでに反映されている。 

 

���教員選考基�における教育研究能力・実績�の��の適切性 
�現状説明］�点検・評価（長所と�題点）］ 

本学部の教員の選考については、「追手門学院大学経営学部教授会人事に関する内規」に基づき、

教育研究能力・実績等が適切に審査されている。具体的には、応募者に、本学所定の履歴書・研

究業績書・教育研究業績書と、担当が求められている科目のシラバスや研究業績の現物（または

コピー）を添付して提出してもらい、人事委員会および人事教授会が選任した、３人の審査委員

により、場合によっては学部長等も加わった席で行われる面接での業績評価も踏まえて、厳正な
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審査が行われている。したがって、現状においては、問題はないと判断している。 

���方�（��の�����に��た方�）］ 
現行の方法を、今後も適切に維持して進めていきたい。 

 
（大学と併設短期大学（部）との��） 
���大学と併設短期大学（部）にお�る����の�員��の適切� 
�現状��］ 
短期大学（部）は併設していないので該当しない。 
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�．心理学部 
��達目標� 

心理学部の理念・目的、教育目標を達成するために、学部の教育課程、学生収容定員等に応じ

た教員組織を作りあげ、維持することを目的とする。具体的な目標は以下の通りである。 

（１）大学設置基準の必要定員数を確保するだけではなく、さらに改善を図る。 

（２）専任教員の年齢構成のバランスを図り、さらに教員採用の際には、男女の区別なく適任者

を採用する。 

（３）教員の募集、任免、昇任の手続きを明文化し、厳格に適用する。教育研究の充実を図るこ

とが優秀な教員を確保することは必須の条件である。教育・研究活動を通じて社会有為な学

生を育成できる能力と、教育研究活動をより円滑に進めるための様々な校務に携わることが

できることが教員には求められる。さらに心理学という学問の性質上、基本的に人間に関心

を持ち、学生、教員、事務職員といった同僚と適切に関わることができる対人能力や対人関

係に関する健全な価値観を有する人材を求めなければならない。 

 
（教員組織） 
必須�学部・学科等の理念・目的�びに教育課程の��・性格、学生数との関係における

��学部の教員組織の適切性 （大学基礎データ 表 19・表 19-2） 
�現状�明� 

心理学部には二つの教員所属体がある。それらは心理学科と資格課程教室である。心理学科に

は、20 名の教員（教授 13 名・準教授６名・講師１名）が所属する。資格課程教室には５名の教

員（教授４名・準教授１名）が所属する。両教室ともに教員の専門分野は多岐に亘っており、心

理学部が提供する心理学、資格課程（教職、社会教育主事、博物館学）の各領域を十分にカバー

している。 

『大学基礎データ（表 19－２）』によれば専任教員１人あたりの在籍学生数は、39.6 人である。 

心理学科の理念・目的、教育目標である豊かな教養と高い倫理観を背景に主体的に状況を判断

し、自ら将来の課題を探求し、課題に対して幅広い視野から柔軟かつ総合的な判断を下すことの

できる課題探求能力と自己教育力の育成に重点を置いてかかる教育目的の実現のために、学年縦

断的に一貫した学修を可能にし、かつ促進するために体系的なカリキュラムを整備している。『履

修要項』に記されている通り、心理学科のカリキュラムは大学の教養教育を重視しつつ、この期

間に自分の将来を考えるための科目を設置して、将来を見据えたうえで大学の過ごし方を考え、

より具体的な目的を持って大学生活を過ごすことができるようにカリキュラムを工夫した点に特

徴がある。換言すると、単に心理学を学ぶというのではなく、自分の将来の目的に応じて様々な

心理学のなかから必要な心理学を選び出して学ぶという方式である。さらに社会における心理学

の実際についての情報の提供と実践、進路によるコースの設定、地域社会との連携を図り、地域

社会における心理学の拠点化をすることに基づいたカリキュラムの構成を行っている。カリキュ

ラムの基本方針は次の通りである。 

（１）科目設定に関しては４つの柱（系）を明確にする。 

概論科目群、特講、演習、講読については、認知・脳科学系、生涯発達・生涯教育心理学系、

臨床心理学系、社会・犯罪心理学系の４つの系の名称を付けることで科目の特徴を明示する。 

（２）大学における目的・生涯の目的を考える科目を設定する。 

「ライフスタイル演習１」（自分を知り、他者と関わり他者を知る）、「ライフスタイル演習２」
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（自分の将来設計・キャリアプランニング）、「心理学総合科目１」（心理学を職業に生かす（心

理職とその仕事内容、技能ガイダンス科目））、「心理学総合科目２」（人生を知る）など自分を

知り、将来を見据え、今の学習の意味づけをすることで計画的に大学で過ごし、学習の動機を

高める。 

（３）科目間の構造化を図る 
どの科目をどのような順序で履修するかを学年配当により順序づけ、明確にする。 

（４）進路・目的に応じた履修モデルの設定と科目の対応 
科目履修の仕方を目的に応じてなされるように、人の心のケアと福祉に関わる仕事に就くメ

ンタルケアメジャー、子どもの発達と教育のサポートに関わる仕事に就くチャイルドサポート

メジャー、企業に就職して種々の仕事に役に立つ心理学を学ぶビジネスリサーチメジャーに分

け、それに応じた科目履修モデルを設定する。 

（５）実践的科目の導入 
「心理現場へのインターンシップ」、「メンタルケア演習」、「チャイルドサポート演習」、「ビ

ジネスリサーチ演習」等の科目を設定し、実際的な心理学の導入の科目群（実践演習）を設定

する。 

（６）総合科目の導入 
心理学の総合的基礎教育を達成するために、総合科目群を導入する。ここでは、大学におけ

る目的・生涯の目的を考える科目、実践的科目、その他の総合科目を配する。具体的には、「心

理学の総合的理解」、「心理学総合科目１」（心理学を職業に生かす（心理職とその仕事内容、技

能ガイダンス科目））、「心理学総合科目２」（人生を知る）などである。 

開講科目の詳細は別項に譲るが、一般教養的授業科目と専門教育的授業科目は４年間を通して

バランスよく履修できるように設定されている。他学部の専門的な学科教育科目も学生の幅広い

関心に応じて履修できるように編成されている。 

���・��（��と���）］ 
専任教員１人あたりの学生数は他の学科に比して多くはない。しかし、この数字の分母のなか

には心理学科科目を担当しない（いわゆる卒業研究を指導しない）資格課程教室５名、地域支援

心理研究センター附属こころのクリニックの教員１名が含まれているので、実態を反映するもの

とは言えない。少人数教育が最も実現されるべき卒業研究指導のクラス人数について見てみると

19 名の専任教員が担当しており、教員１人あたりの学生数は、12.7 人である。これは多くもなく

少なくもない数字であるが、あくまで平均である。個々のクラス人数を見ると、最大で 29 名、最

小で１名というクラス間格差（標準偏差 7.4）がある。ひところ臨床心理学が人気であったが、

最近は傾向がかわってきており、生涯教育心理学、社会犯罪心理学系にも一部のクラスで人数が

偏るために、分野間の均衡を図ることも考える必要がある。 

���方�（将来の��・��に向けた方�）］ 
学生の心理学の分野選好の変化に応じて、分野ごとの専任教員をバランスよく効果的に配置す

る必要がある。特に生涯教育心理学、社会・犯罪心理学系の教員の充実を図っていかなければな

らない。2010 年度までには３名の教授が定年退職の予定であり、このうちの２名は生物学および

哲学を専門としていたが、今後の教員補充において、特に不足が目立つ生涯教育心理学、１名が

退職予定の社会・犯罪心理学系を中心に補充を図っていく。 

 
必��大学設置基準� 12 �との関�における専任教員の�置づけの���（専任教員は、
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専ら�大学における教育研究に従事しているか） 
�現状��］ 

「教育職員の勤務に係る常任理事会大学部会内規」の規程により、専任教員の責任担当コマは

春・秋の各学期 2.5 コマまたは３コマ年間 5.5 コマと定められている。さらに学部の授業につい

て各学期３日以上出講しなければならないことになっている。他大学への兼任講師としての出講

は、「教育職員の学外兼職に関する規程」によって、週３コマまでに制限されている。 

人間学部から 2006 年に発足した心理学部の 2008 年度現在の専任教員数は、心理学科所属教員

21 名、資格課程所属教員５名であり、それぞれの学科会議を定期的に開催し、両学科協力して学

部運営にあたっている。心理学科所属の全教員が４つの学系のいずれかに所属し、学科教育と共

通教育の双方に責任を持つという体制に移行した。2003 年度に大学院心理学専攻の臨床心理学コ

ースが臨床心理士認定機構により第２種資格認定指定校となり、さらには 2006 年には第１種指定

校に認定された。このことにより臨床心理学専門の教員数が他の専門の教員数に比較して 10 名と

非常に多く、しかも現場での実践体験を積んできたことが重視されたために研究業績において他

の専門の教員に比較して少ない傾向がある。 

�点�・��（長所と問題点）］ 
先述のように教員の構成においてその専門性から見ると臨床心理学の教員数がほかの専門に比

較して圧倒的に多い現状がある。心理学の専門分野は非常に広く、しかも学生の要望も臨床心理

学に偏向しているという状態ではない。教員数をこのままで放置すれば、心理学部の教育に重大

な支障が生まれることも考えられる状況であり、心理学部としては教員数はともかくとして専門

分野の均等化を図ることが必要であると言える。学部の担当コマや出講回数は次年度の時間割作

成時に規定にしたがってチェックされ、規定にしたがって適正に運用されている。他大学への出

講およびそのほかの兼職については、事前に教授会に申告する義務が課されて、教授会および人

事課にてチェックされている。 

���方策（��の��・��に向けた方策）］ 
心理学部は専任教員増を現在求めており、特に生涯教育心理学、社会・犯罪心理学系の教員の

充実を図っていかなければならない。また、2010 年には３名の教授が定年退職の予定であり、こ

のうちの２名は生物学および哲学を専門としていたが、今後は心理学の分野のさらなる補強が図

られなければいけない。 

規程および内部チェックによって学内における教育研究に専心して従事するように運営されて

おり、今後ともこの体制を続けていく。 

 

必���要な授業科目への専任教員の配置状況 （大学���ー� �３） 
�現状��］ 

必修科目 24 科目は 100％、必修選択科目 148 科目の 94.9％、全開設科目の 95.6％を専任教員

が担当している。これは他学科、他学部、他大学の同様学科と比べても極めて高水準な配置状況

である。 

�点�・��（長所と問題点）］ 
質の高い講義を学生に担保するという点では、非常に望ましいが、25 名中 18 名の教員が大学

院と兼担という現状から見ると、教員の負担が大きく、研究時間の確保等に問題が生じている。

これは長い目で見れば、学部教育の質の低下につながるおそれがあり、何らかの対策が求められ

る。 
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�改�方�（将来の改�・改�に�けた方�）］ 
必要に応じた、兼任、特任教員、任期制教員の採用および大学院担当授業数に応じて、学部担

当時間数の減少などが考慮されてよい。2006 年度改組の完成年度 2009 年度以降、学部カリキュ

ラムの改編が議論されるべきである。 

 
必��教員組織の年齢構成の適切性 （大学基�データ 表 21） 
�現�説明］ 

教員の年齢構成は下表の通りである。 

 
年代           60           50           40           30～ 

人数  （%）    ８（30.8）   ７（26.9）   ７（26.9）   ３（15.5） 

 
�点検・��（��と問題点）］ 

50 歳 40 歳代の教員の比率は 30％以内に留まっており適切である。しかしながら 60 歳代以上が

30％を超え、30 歳代未満の教員の比率が 20％にも満たないのはやや偏りがあると言わざるを得な

い。 

�改�方�（将来の改�・改�に�けた方�）］ 
追手門学院大学教員定年規程が 2007 年４月 20 日に改正されたため、1972 年４月１日から 2008

年３月 31 日任用の教員の定年は 70 歳であり、2008 年４月１日以降任用の教員の定年は 65 歳で

ある。これによって、将来的には 60 歳代の教員の比率は減少することが見込まれる。これに伴う

後任教員公募の際に年齢基準を厳密に適用することで、より適切な年齢構成を期する。 

 

必��教育課程編成の目的を�体的に�現するための教員間における連絡��の��とその

�当性 
�現�説明］ 

心理学部に在籍している教員は、2008 年度現在、心理学部専任教員 19 名、教職課程担当教員

が５名、学生相談室担当専任教員 1名、地域支援心理研究センター専任教員１名の合計 26 名で構

成されている。教職課程担当教員と学生相談室担当教員を除く心理学部専任教員については、月

に１～２回開催される定例学科会議に全員参加し、心理学部教育課程の目的に沿ったカリキュラ

ム運営が適切に運営されるよう相互の情報連絡や話し合いを行っている。特に 2008 年度からは、

心理学部のカリキュラムの目玉である新たな３つのメジャー演習（メンタルケアメジャー、チャ

イルドサポートメジャー・ビジネスリサーチメジャー）が始まり、メジャー担当教員間における

演習授業運営方法についての話し合いが授業時間外で多く持たれている。また、心理学部カリキ

ュラムではその学問的特性の影響もあり、共担演習科目が多数配置されている。ゆるやかなメジ

ャー選択制度にそった演習授業の在り方や問題点の見直しを早急に行えるよう、担当教員間で授

業後にその回の報告と次回の授業運営について常に話し合いを行っている。なかでも 2008 年度に

は複雑化していたメンタルケアメジャーの履修科目について教員間で話し合いを行い「心理検

査・査定系科目」と「心理療法・面接系科目」に分けた履修モデルを完成させ、ゼミ選択までの

体系的な学習モデルを学生に提示し説明を行った。また、1 回生に配当され多くの専任教員で担

当する「新入生演習」、「ライフスタイル演習」科目については担当する心理学部教員でそのコン
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セプトと教育方針、成績評価方法について共通した枠組みで実施することを授業開始前までに確

認する機会を設けて授業運営が行われている。 

�点検・評価（��と問題点）］ 
心理学部における教育課程編成の目的を実現するための教員間における連絡調整の多くは、主

にメジャー担当教員ごとで検討され、そのプランが学科会議で報告されるプロセスをとっている。

しかしながら、実際には担当外のメジャーにおいてどのような授業運営や工夫が目的にそって行

われているかをお互いに周知するには至っていない。メジャー担当者での連絡調整には、授業時

間外にかなりの時間を割いており、情報が担当者間で常に共有されていることは教員努力として

評価に値する。しかしながら、学部・学科全体がメジャーの垣根を越えて、ほかのメジャーにお

ける授業運営状況を把握し、その妥当性について議論する時間がとれていない点は今後検討が必

要である。また、時間的制約のために話し合いができない場合の連絡調整の多くは E－mail で行

われているが、内容によっては緊急性を要するものや調整期間が短いものなどもあり、ある程度

先を見越した教員間の連絡調整システムの構築が必要と思われる。 

�改�方�（将来の改�・改�に�けた方�）］ 
人間学部から心理学部に改組し、2009 年度で完成年度を迎える。これまでは新カリキュラムの

運用についてのメジャー担当教員間での情報共有や連絡調整が主な課題であったが、今後は学部

全体を通してのカリキュラム運営や教育方法の在り方について見直しが必要に成ると思われる。

また、心理学部が主に使用している２号館の改築が控えており、フロアーデザインの検討とカリ

キュラム内容との整合性や教育課程編成の目的を達成できるための環境整備などについても計画

的に話し合っていくことが望まれる。そのためには、完成年度を迎えた時点でそれまでの問題点

を洗い直し、将来的ビジョンを見据えて、学部教員全体で上記の点について議論を行っていくこ

とが必要不可欠と思われる。 

 

任��教員組織における社会人の�け入れ状況 
�現状��］�点検・評価（��と問題点）］ 

現在社会人を専任教員として採用することは行われていない。 

�改�方�（将来の改�・改�に�けた方�）］ 
将来的には、アカデミックな業績とは別に心理臨床実践分野等の特殊な分野においては、特任

教員制度、有期教員制度の導入も視野に入れて、学生の多彩なニーズに応じる教員任用形態も検

討されるべきであろう。 

 
任��教員組織における女性教員の占める割合 
�現状��］ 

心理学科の専任女性教員数は８名（教授５名、准教授１名、講師２名）であり、専任教員 26

名に占める比率は 30.8％である。 

�点検・評価（��と問題点）］ 
女性教員の比率は他学部、他学に比しても非常に高率である。ただ、年齢構成比で見ると 60、

50 歳代に偏りがあり、将来的には女性教員の比率が減少するおそれがある。 

�改�方�（将来の改�・改�に�けた方�）］ 
教員組織の年齢構成の適切性とともに後任教員任用に際して、ジェンダーの観点も考慮にいれ

る必要がある。 
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（教育研究支援職員） 
必須�実験・実習を�う教育、���教育、情報処理関連教育�を実�するための人的補助

体制の�備状�と人員配置の��性 
�現状説明］ 

心理学部にあっては、学部カリキュラムの「実験心理学演習」「心理現場へのインターンシップ」

をはじめとして、各種の研究法・技法演習において教育支援職員の必要性は認められる。現状で

は、学部として確保している支援職員は、心理学実験準備室担当の事務職員１名のみである。こ

の職員は心理学教室の管理運営に関わる事務作業を担当する者であり、教育研究支援職員は存在

していない。 

情報関連教育にあっては、総合情報教育センターが教育支援の役割を担っており、必要に応じ

て当センターの支援を受けている。 

�点検・��（��と問題点）］ 
心理学部にはその実験講座的性格から、実験・調査・検査・情報処理などについては支援職員

が配置されることが望ましいが、学部の規模から考えても、かかる専任職員の配置は現状では困

難である。また、支援職員が配置されてもその人数が１、２名では多数の教員からの要求を満た

すことは不可能である。教師自らが身体を動かしている姿を学生に見せることにも、教育的意義

は認められる。いろいろな意味で教育研究支援の教員・職員がいることは、質的向上に資する。 

�改善��（��の改善・改�に向けた��）］ 
学部単位での十分な数の支援職員の配置に対する補助金などの、公的な支援制度の設立が不可

欠であると考えられる。少なくとも、心理学科には教育に関する支援職員と研究に関する支援職

員の２名は必須である。 

 
必須�教員と教育研究支援職員との間の連携・協力関�の��性 
�現状説明］ 

上記のように、本学部には教育研究支援職員は配置されていないため、具体的な連携・協力も

存在しない。一般的な情報教育に関する総合情報教育センターからの支援については、学期初め

でのセンターとの打ち合わせにより、支障なくとり行われている。 

�点検・��（��と問題点）］ 
現状説明で記載した通り、支障なく行われており、特に問題点は見あたらない。 

�改善��（��の改善・改�に向けた��）］ 
問題とすべき点はなく、現状通りで行っていくことでよく、改善点として挙げるべき点はない。 

 
任意���ー�ン�・�シ�タン�（��）の制度�の状�とその�用の��性 
�現状説明］ 

本学での TA は、大学の総合情報教育センターが確保し、情報教育に関する授業に関して、授業

担当者の要請に応じて派遣している者のみである。心理学部にあっては、「実験心理学演習」や「新

入生演習」などの授業で、コンピュータを使用する必要がある場合に派遣を依頼して利用してい

る。 

�点検・��（��と問題点）］ 
コンピュータの使用に際しては、学生の間に著しい能力差が見られるため、かかる授業にあっ
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ては TA の存在は、教育の能率を著しく向上させるものである。総合情報教育センターが管理して

配置することにより、TA 配置をめぐるトラブルも少なくできていると考えられる。問題は TA を

最適な数だけ確保することが困難な場合があることであろう。 

［����（�来の��・��に向けた��）］ 
心理学部独自の TA として、大学院生から TA を採用して、心理学研究法・技法演習などに配置

することも考えられるが、本大学院は修士コースのみであり、教員と院生の間に不公平な人間関

係を生む可能性や、現在の院生の忙しさなどを考えると、この実現は困難である。 

他大学院の博士課程の院生を対象に、TA を募集することが考えられるが、本学の現在の人事制

度では実現できない。 

 
（教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続） 
��：教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその�用の適切性 
［現���］ 

従来、専任教員の募集は担当教員の推薦という場合と公募をとる場合があった。しかし 2003

年より公募によって募集をしている。公募の場合は、関係学会・国立学術情報研究所・本学ホー

ムページなどの教員採用サイトに掲載している。応募者が集まった時点で学科人事委員会によっ

て書類選考、面接を経て適切な候補者を選考する。その後、心理学科会議・心理学部教授会にて

了承を得たのち、審査委員５名（心理学科委員、主査を含める４名、資格課程より 1 名）を選出

し、学部長立ち合いでの審査委員会で履歴書・研究業績・教育活動・社会活動および担当科目と

の対応などを審査する。そして、その判定結果を心理学部人事委員会に報告する。その後、学部

教授会での承認を経たのち、さらに全学教育職員人事委員会の承認を経て学長によって任免され

る。 

学部・学科内での専任教員の昇格についての手続きは、学科の人事委員会で教育年限を満たす

教員に研究業績の提出を求め、審査を実施する。その後、学科会議で承認された教員人事は全学

教育職員人事委員会で検討され、承認されれば、次に心理学部の主任会議を経て、心理学部人事

教授会で選出された審査委員５名（心理学科委員、主査を含め４名、資格課程より 1 名）により

審査される。研究業績の承認基準は「心理学科昇進基準の申し合わせ」すなわち、2003 年学科会

議申し合わせによる合意事項によって、2003 年よりポイント制を導入している。例えば、准教授

から教授への昇任の教育年限は８～10年、15 ポイント以上（レフリーのある専門雑誌投稿を含む

論文、学会誌：３ポイント、紀要論文：1 ポイント、専門書：３～５ポイント、分担：１～２ポ

イントなど）である。また、講師から准教授は教育歴４～５年、８ポイント（レフリー付き学会

誌論文があることが望ましい）、講師へは教育歴２～３年で４ポイント（レフリー付き学会誌論文

があることが望ましい）の基準に達していることが求められている。研究業績の種別についても

公平を期すために詳細にポイントが振り分けられている。さらに、研究業績以外にも学会活動、

社会活動・実践活動・学内貢献を考慮する場合もある。現在までに、以上のような基準で昇任が

行われている。 

［点検・評価（長所と問題点）］ 
昇任基準に関しては、かならずしも問題がないわけではない。学問分野の違いの考慮、論文の

質的、内容的評価、教育や学生への援助の加味など、今後さらに考慮すべき課題がある。 

［����（�来の��・��に向けた��）］ 
［点検・評価］に述べたようにポイント制が形骸化しないように、論文の質的評価、教育や学
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生への支援の在り方などを加味していくための具体策が望まれる。 

 

任意�任期制等を含�、教員の適�な流動化を促進させるための��の導�状況 
��状��］ 

本学任用期限付専任教員（任期制教員 Aおよび B）に関する規程は 2008 年２月に制定されてい

る。すなわち任期制教員 A は、大学教員選択定年制により定年前に退職した場合で、本人の申し

出に基づき、全学教育職員人事委員会の審議を経て任用が決定された場合である。また任期制教

員 Bは、（１）教員に欠員が生じ、本学の全学および学部学科の基準教員数から見て、学部の教育

上早急に補充が必要な場合、（２）大学院博士課程の演習指導教員に欠員が生じ大学院の教育上早

急に補充が必要な場合、（３）本学の存在意義をより高めるために、知名度を有し、顕著な業績を

上げている研究者、企業人を採用する場合、（４）大学が必要と認める特定分野を担当する教員を

採用する場合である。 

制定されたのは 2008 年２月なので、まだこの規程に拠る任用期限付き教員は在籍していない。 

�点検・評価（��と��点）］ 
今後、教職員のライフスタイルが多様化し、その価値基準によって任用期間を選び得ることは、

同時に流動性を促進させるという側面からは評価できる。また、教員 A および教員 B をバランス

よく採用することによって流動化が促進されると考えられる。 

���方策（��の��・��に�けた方策）］ 
まだ実際には運用されていないが、教員 A の場合は教員の自由意志を尊重すること、また B は

より的確な人材を選出する手立てを構築することが期待される。 

 
（教育研究活動の評価） 
必��教員の教育研究活動についての評価方�とその有効性 
��状��］ 

心理学部においては、毎年、論文１編、学会発表１件これを教員の最低到達目標としてきた。

また、私学においては、研究活動に加え、教育活動の重視が強く求められるので、各教員が教材

等の工夫を行ったり、学生に対するきめ細かい指導・教育を行うことを目標としている。 

心理学部では、教員の当該年度の研究活動状況を、心理学科の機関誌である「心理学論集」に

毎年掲載して学内外に公表し、教員の研究活動の自己点検を促すとともに、研究活動活性化への

刺激剤としている。研究活動については、「評価大項目６．研究環境」において詳述した。また教

育活動についても適宜掲載し、各教員への教育活動活性化への資料を提供している。また、オフ

ィスアワーや教員によるアカデミック・アドバイザー制を設け、学生へのきめ細かい指導を行っ

ている。 

�点検・評価（��と��点）］ 
本学の教員評価の試行に際して、2008 年９月 30 日までに、教育活動を含めた書類を各教員が

大学に提出した。それらを概観するに、演習科目における実践的演習の展開や、教育効果を上げ

るための教材作成が行われていることは高く評価できよう。またアカデミック・アドバイザー制

によって、学生へのきめ細かい指導が行われていることは、心理学部独自の施策であり、高い評

価に値すると考えている。 

���方策（��の��・��に�けた方策）］ 
研究活動については、「評価大項目６．研究環境」を参照されたい。教育活動については、各教
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員が工夫を重ねているので、現状をさらに充実させていきたい。オフィスアワーや教員によるア

カデミック・アドバイザー制は、学生へのきめ細かい指導・教育が成果を上げているので、今後

とも継続する。 

 

必�：教員選考基準における教育研究能力・実�への�慮の適切性 
�現状��］ 

研究能力に関しては、少なくとも年に１編の論文と学会発表１件を教員選考基準（採用および

昇任）の最低基準とし、学会誌等の審査論文数を重視する。また、私学においは教育活動の重視

が強く求められるので、教材等の工夫や学生に対するきめ細かい指導・教育が行えるかどうかも

教員選考基準に加えている。 

心理学部では、独自の教員選考基準を設けており、それに基づいて採用および昇任選考を行っ

ている。基本的には、教育研究活動をポイント制にして、その合計得点が採用・昇任条件を満た

しておれば採用および昇任を可とするものである。 

学術論文では、外国の学会誌（筆頭執筆者は５ポイント）、日本における外国雑誌（筆頭執筆者

は４ポイント）、国内学会誌（レフリー付：筆頭執筆者は３ポイント）、紀要（外国語での執筆：

筆頭執筆者は 1.5 ポイント）、紀要（筆頭執筆者は１ポイント）で、第２執筆者以下は筆頭執筆者

ポイントの半分とする。同様に、著書（専門書）、教科書、一般書、翻訳書、一般雑誌、報告書に

ついて、単著か共著か分担執筆かでポイントを割り振っている。また、学会活動、社会貢献（実

践活動）、学内貢献、教育活動も考慮している。 

教授への選考基準は、学会誌（レフリー付）を含み 15 ポイント以上（英語論文のあることが望

ましい。なお 10 ポイント以上は筆頭執筆者であることが必要である）で、準教授の教育歴が８～

10 年である。準教授への選考基準は８ポイント（レフリー付学会誌論文があることが望ましい）

で、講師の教育歴が４～５年である。講師への選考基準は４ポイント（レフリー付学会誌論文が

あることが望ましい）で、助教の教育歴が２～３年である。 

�点検・��（��と��点）］ 
教員選考基準をポイント制にすることによって、選考の公平性を保つことができるので、適切

な教員選考基準と考えている。ただ、各研究活動へのポイントの妥当性の判断にはいささか困難

なところがあるが、各教員に具体的なポイントを公表しているので、おおむね理解が得られてい

るものと考えている。 

�����（��の��・��に�けた��）］ 
教員選考基準にポイント制を導入しているが、今後ポイントの妥当性を、採用および昇任教員

のその後の研究・教育活動を点検ししがら高めていきたいと考えている。 

 
（大学と併設短期大学（部）との関�） 
必�：大学と併設短期大学（部）における各���の�員��の適切性 
�現状��］ 
短期大学（部）は併設していないので該当しない。 
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�．社会学部 
���目標］ 
本学部の理念・目的・教育目標を実現するために、学部の教育課程、学生収容定員等に応じた

教育研究上必要な教員組織体制を維持し、教育研究の成果を十分発揮することが目標である。具

体的には、大学設置基準で必要とされている教員数を単に確保するだけでなく、年齢構成のバラ

ンス・男女比のバランスを考慮しつつ、本学部の理念・目的・教育目標を実現するために必要な

教員数を確保し、教育研究のための人的体制の整備・改善を図ることを目標とする。 

 
（教員組織） 
必��学部・学科等の理念・目的�びに教育課程の��・性�、学生数との関�における

当�学部の教員組織の適切性 （大学基礎�ー� 表 19・表 19-2） 
�現���］ 

2006 年度に改組発足した社会学部は、学部・学科の理念・目標を、社会学部規程第２条におい

て「基礎的教養としての社会学、社会福祉学的知見を理解し、社会学的なものの見方ができ、社

会福祉マインドをもった、人間性豊かな自立した市民、職業人を育成すること」と定め、文化社

会学・社会人間学・社会福祉学の専門分野別に３コースを設けている。そして、社会および人間

に関わる幅広い知見の学修を、講義系科目、演習系科目、実習・体験型科目などを通して進めて

いる。 

現在社会学部の専任教員は 18 名（教授８名、准教授６名、講師４名）である。うち３名は主と

して全学共通の体育科目を担当する教員で、また１名は主として全学共通の情報教育を担当する

教員である。これ以外の 14 名によって、文化社会学・社会人間学・社会福祉学の３コースは運営

されている。その内訳は、文化社会学コース担当５名（准教授４名、講師１名）、社会人間学コー

ス担当５名（教授５名）、社会福祉学コース担当４名（教授１名、准教授２名、講師１名）である。 

また、この 14 名は、１年から４年までのゼミ（１年次配当の「新入生演習」「表現演習」、２年

次配当の「基礎演習１・２」、３年次配当の「社会学演習１・２」「社会福祉援助技術演習１・２」、

４年次配当の「社会学演習３・４」「社会福祉援助技術演習３・４」）をおのおの分担して担当し

ている。 

社会学部の入学定員は 150 名、編入定員は７名で、収容定員は 614 名である。在籍学生数は、

2009 年５月１日現在で 733 名であり、専任教員１人あたりの在籍学生数は 40.7 名である。 

�点�・��（��と問題点）］ 
社会学部の教員組織は、専任教員 18 名と大学設置基準上必要な専任教員数 14 名を一応上回っ

ている。しかし、３コースを主として担当・運営している教員数は 14 名であり、必要専任教員数

に関する大学設置基準の精神からすると、ギリギリであると認識している。2008 年度の「社会福

祉士および介護福祉士法」の改正によるカリキュラム改正に伴い、社会福祉学コースの科目・実

習時間数が増加したものの、専任教員の増員はなされなかったので、この点でもギリギリである

と認識している。 

また、社会学部では「卒業論文」が必修であるだけでなく、社会福祉学コースでは実習が重視

されている。そのため専任教員１人あたりの在籍学生数は 40 名以内に抑える必要があると認識し

ているが、40.7 名と僅かながらも超えてしまっていることも問題であると認識している。さらに、

文化社会学コース担当に教授がいないこと、逆に、社会人間学コース担当には教授しかいないこ

とは、バランスを欠いており教員組織としてかならずしも適切でないと考えている。 
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�改善�策（��の改善�改�に向けた�策）］ 
2011 年度からのカリキュラム改編に向けて、現在、社会福祉士養成課程の見直しや、学修目標

を明確にするために導入した履修モデルである３コース制の見直しなどを検討しているところで

あるが、それと同時並行的に、昇任人事を起こすことによって学部の組織構成上の問題点を改善

する予定である。また、必要な人員の増強については、経営（人事権）の問題であるので学部独

自で改善することはできないが、全学的な人事計画を決定する全学教育職員人事委員会と協議し

ながら、上記の問題点の改善を図りたい。 

 
必��大学設置基準第 12 条との関係における専任教員の�置づけの適切�（専任教員は、

専ら自大学における教育研究に従事しているか） 
�現状�明］ 
専任教員の責任担当コマ数は、「追手門学院大学教育職員の勤務に係わる常任理事会大学部会内

規」により、原則として週 5.5 コマと規定されている。また、専任教員の他大学への出講につい

ては、学長への願い出および教授会での承認を条件に認められているが、週３コマ（90 分授業×

３）以内に限定されており、他大学への出講以外の兼職についても、学長への願い出が必要とな

っている（「追手門学院大学教育職員の学外兼職に関する規程」）。 

社会学部では、他大学等の兼任講師を委嘱されている教員は 18 名中６名であるが、いずれも週

３コマ以内である。 

�点検�評価（長�と問題点）］ 
以上の諸策により、専任教員は専ら本学における教育研究に従事することが義務づけられてお

り、大学設置基準第 12 条との関係において適切であると判断している。 

�改善�策（��の改善�改�に向けた�策）］ 
現時点で特に改善すべき点はない。 

 
必��主要な授業科目への専任教員の配置状況 （大学基�デー� 表３） 
�現状�明］ 

社会学部では必修科目数 30 のすべてを専任教員が担当しており、専兼比率 100％である。選択

必修科目については、137 科目数のうち専任教員が 114 科目を担当し、兼任教員が 23 科目を担当

しており、専兼比率は83.2％である。さらに、社会学部の全開設授業科目数は174で、その内85.6％

の 149 授業科目を専任教員が担当している。 

�点検�評価（長�と問題点）］ 
社会学部は、専任教員数が少ない割には、主要な科目に対する専任教員の配置状況は良好であ

ると考えている。ただし、それはゼミを中心とした少人数教育を維持するために、専任教員が責

任担当コマ数 5.5 コマを超えて担当しているからである。それは、教育活動に熱心であると評価

することもできるが、この状態が恒常化していることは問題であると考えている。 

�改善�策（��の改善�改�に向けた�策）］ 
専兼比率をさらに向上させ、教育の質を向上させるとともに、社会学部の教育目標を達成する

ために、経営（人事権）の問題であるので学部独自で改善することはできないが、全学的な人事

計画を決定する全学教育職員人事委員会と協議しながら、必要な人員の増強を図りたい。 

 

必��教員組織の年�構成の適切� （大学基�デー� 表 21） 
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�現状��］ 
現在 18 名の年齢構成は、61 歳～70 歳が５名、51歳～60 歳が４名、41 歳～50 歳が６名、31 歳

～40 歳が３名である。 

�点検・��（�所と問題点）］ 
上記のように、大きく見ると年齢構成に大きな問題はないように見えるが、詳細に見ると、18

名中 41 歳～45 歳が６名で 33.3％、次いで 61 歳～65 歳が４名で 22.2％を占め、この部分で年齢

バランスが欠けているのが問題である。 

�改善��（��の改善・改�に�けた��）］ 
今後、退職者が生じたときに、年齢バランスの改善を考慮しながら計画的に採用人事を進めて

いきたい。 

 

必��教育課程編成の目的を具体的に実現するための教員間における連絡調整の状況とそ

の�当性  
�現状��］ 
カリキュラムに関する問題のうち、大学全体に関わる事柄は教務委員会で検討され学部教授会

に諮られる。社会学部のみに関わる事柄は学部教授会で検討され審議される。審議決定事項を実

現するために必要となる具体的な事務連絡や細部の調整については、教務委員を中心に学科会議

で行われている。また、社会福祉士受験資格取得課程を有する社会福祉学コースでは、学科会議

とは別に、独自のミーティングも行われ、そこで連絡調整が行われている。 

�点検・��（�所と問題点）］ 
カリキュラムに関しては、教務委員を中心に学科会議で、また社会福祉学コースについては担

当教員全員が参加するミーティングで、適切に連絡調整が行われているので、教育課程編成の目

的を具体的に実現するための教員間における連絡調整そのものには問題はないと考えている。 

�改善��（��の改善・改�に�けた��）］ 
連絡調整状況に関しては、現時点で改善すべき点は特にない。 

 
任��教員組織における女性教員の占める�� 
�現状��］ 
現在 18 名の専任教員のうち、女性教員は４名（教授２名、准教授１名、講師１名）であり、女

性教員の比率は 22.2％である。 

�点検・��（�所と問題点）］ 
若干少ないようにも思えるが、専任教員の採用にあたっては本学部の教育・研究の充実という

視点から選考しており、問題はない。 

�改善��（��の改善・改�に�けた��）］ 
今後の採用においても、男女比のバランスも勘案しつつ、必要な採用人事を行っていく。 

 

（教育研究��職員） 
必��実験・実習を伴う教育、���教育、����関連教育�を実�するための人的��

体�の整�状況と人員配置の適切性 
�現状��］ 

2007 年度より、「調査・福祉実習室」の開設に伴って教務課所属派遣職員１名を配置している。
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同室は月曜から金曜日まで開室されており、同職員は社会調査および社会福祉の実習関連科目の

事務を補助するほか、担当教員との連絡調整にあたっている。 

�点�・��（�所と��点）］ 
社会調査実習の受講者数、社会福祉実習参加者数から判断して、１名の配置で適切であると考

えている。また、実習に関する補助事務は、外部団体との連絡・調整などの業務はあるが、教務

事務に直接関係するので、教務課所属となっているのは適切であると考えている。 

�改善��（��の改善・改�に��た��）］ 
現時点で改善すべき点は特にない。今後も適切な人的補助体制を維持していく。 

 
���教員と教育研究支援職員との間の連携・協力関係の適切� 
�現���］ 
教務課・図書館・総合情報教育センターを始め、全学の事務組織が教育研究支援組織であると

考えられるが、社会学部に直接関係する独自の教育研究支援職員としては、2007 年度より開設さ

れた「調査・福祉実習室」の教務課所属職員１名がいる。社会調査担当の教員および社会福祉学

コースの教員と、同職員は定期的な打ち合わせや電子メールを利用して緊密に連絡をとっている。

また、教務課社会学部係との連絡も取りつつ、同職員の職務が円滑となるよう協議なども行って

いる。 

�点�・��（�所と��点）］ 
教員と教育研究支援職員との間の連携・協力関係は良好、適切であると判断している。 

�改善��（��の改善・改�に��た��）］ 
現時点で改善すべき点はないが、今後も適切な連携・協力関係を保っていく。 

 
（教員の�集・任�・昇格に�する基準・手�） 
���教員の�集・任�・昇格に関する基準・手�の内�と�の�用の適切� 
�現���］ 
社会学部の教員の採用・昇格については、「追手門学院大学社会学部教授会の人事に関する内規」

（『追手門学院規程集』参照）のなかで、以下のように基準が定められている。 

１ 教授 

（１）博士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有し、研究上の業績

を有する者 

（２）研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者 

（３）大学において教授の経歴のある者 

（４）大学において満５年以上准教授の経歴があり、教育研究上の業績があると認められる者 

（５）芸術、体育等については、特殊の技能に秀で、教育の経歴のある者 

（６）専攻分野について、特に優れた知識および経験を有する者 

２ 准教授 

（１）前項に規定する教授となることのできる者 

（２）大学において准教授又は専任の講師の経歴のある者 

（３）大学において満３年以上専任講師の経歴があり、教育研究上の能力があると認められる者 

（４）修士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有する者 

（５）研究所、試験所、調査所等に５年以上在職し、研究上の業績があると認められる者 
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（６）専攻分野について、優れた知識および経験を有する者 

３ 専任講師 

（１）第１項又は第２項に規定する教授又は准教授となることのできる者 

（２）大学において満２年以上助教の経歴があり、教育研究上の能力があると認められる者 

（３）その他特殊な専攻分野について教育上の能力があると認められる者 

� 助教 

（１）修士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有する者 

（２）前号の者に準ずる能力があると認められる者 

 

採用・昇格の手続きは、「追手門学院大学全学教育職員人事委員会規程」、「追手門学院大学全学

教育職員人事委員会規程実施に係る常任理事会大学部会申し合わせ」、「追手門学院大学社会学部

教授会の人事に関する内規」（『追手門学院規程集』参照）に即して行う。その概要は次の通りで

ある。 

１．採用人事 

採用人事は原則として公募で行われる。学科会議・体育担当者教室会議で公募条件（専門分野、

職種、担当予定科目など）に関する原案を作成し、社会学部人事委員会の議を経たのち、全学教

育職員人事委員会の承認を求め、その後に、教授のみで構成される社会学部人事教授会で、公募

手続きの開始、公募期間、採用候補者の第一次の書類選考・第二次の面接にあたる委員などを正

式に決定する。採用候補者の選考が終了すると、教授５名からなる審査委員会を任用案件ごとに

立ち上げ、教員任用基準により、任用候補者について審査する。審査委員会は、審査結果を人事

教授会に報告し、人事教授会はその審査結果に基づき審査し、無記名投票により出席者の３分の

２以上の賛成が得られれば、採用を決定する。この決定内容は、その後、全学教育職員人事委員

会に報告され、その承認を得ることになっている。さらに、その後、大学評議会に報告されると

ともに、常任理事会で諮られることになっている。 

２．昇任人事 

手続き的には採用人事と類似している。学科会議・体育担当者教室会議で、任用基準を満たし

ている専任教員の昇任人事に関する原案を作成し、該当者に履歴書・研究業績書・教育業績書を

提出させ、社会学部人事委員会の議を経たのち、全学教育職員人事委員会の承認を求め、その後

に、教授のみで構成される社会学部人事教授会で、教授５名からなる審査委員会を昇任人事案件

ごとに立ち上げ、教員任用基準により、昇任候補者について審査する。審査委員会は、審査結果

を人事教授会に報告し、人事教授会はその審査結果に基づき審査し、無記名投票により出席者の

３分の２以上の賛成が得られれば、昇任を決定する。この決定内容は、その後、大学評議会に報

告されるとともに、全学教育職員人事委員会に報告され、その承認を得ることになっている。さ

らに、その後、常任理事会で諮られることになっている。 

３．任用期限付き教員、兼任講師 

任用期限付き教員の採用については、「追手門学院大学任用期限付教員に関する規程」に基づき

同様の手続きが行われる（ただし、これまで実績はない）。兼任講師の採用についても、同様の手

続きが行われ、人事教授会で履歴書・研究業績書・教育業績書を審査し決定している。 

���・評価（��と���）］ 
任用基準・手続内容・運用に関しては、おおむね適切であると判断している。ただし、本学心

理学部が導入しているポイント制など、任用に関する研究業績の明確な評価基準がないために、
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透明性・公平性にやや欠ける点があることは問題である。また、研究業績に余りにも重きがおか

れ、教育業績が軽視される傾向があることも問題である。 

�改善方策（��の改善・改�に向けた方策）］ 
上記の問題点は、社会学部独自で解決できるわけではない。学部間で任用に関する業績評価基

準が著しく異なることは問題であるので、全学教育職員人事委員会で、全学的な業績評価基準や

教育業績の評価方法を検討する必要があることが議論されている。この議論の結果を受けて、社

会学部独自の改善方策を検討したい。 

 
（教育研究活動の評価） 
必�：教員の教育研究活動についての評価方法とその有効性 
�現状�明］ 

本学では、毎年度末に「個人研究費研究成果報告書」と「個人研究費研究計画書」を作成し、

学科長に提出することになっている（学科長、学部長経由で最終的には学長に提出する）。「個人

研究費研究計画書」には、次年度に各教員が取り組む研究課題、内容、方法、意義等を記載し、

「個人研究費研究成果報告書」には、前年度末に提出した「個人研究費研究計画書」に照らして

今年度の研究の取り組み状況と成果を報告する。こうした書類作成を通じて、教員は研究活動の

自己評価を行い、研究活動の改善に役立たせることになっている。また、社会学部独自の取り組

みとしては、教員の当該年度の研究活動状況を「追手門学院大学社会学部自己評価：社会学部 FD・

自己評価委員会年報」に毎年掲載して学内外に公表し、教員の研究活動の自己点検・評価を促し

ている。 

また、教育活動に関しては、全学的組織である追手門学院大学全学自己評価委員会が、毎年度

「学生による授業評価アンケート」を実施しており、その結果は、全学、学部、学科、学年およ

び科目ベースで集計され、各教員にフィードバックされている。各教員は、「学生による授業評価

アンケート」の集計結果をもとに、自らの教育活動の自己点検・評価をしている。 

本学では、2007 年１月より「教員評価プロジェクト」を発足させ、本学に相応しい「教員評価」

のあり方について議論を重ね、「教育、研究、社会活動、大学運営」の４領域の活動の評価を、教

員評価の基本におくこととなり、2008 年７月、一応の試案をもとに、本学の教員評価に相応しい

書式を作成するための試行が行われ、その後、書式の検討・改善を経て、実施のための試行が 2010

年度に行われることになっている。この「教員評価」は社会学部教授会では、反対意見が多く合

意が得られていない。 

�点検・評価（長�と問題点）］ 
「学生による授業評価アンケート」に参加しない教員や、「追手門学院大学社会学部自己評価：

社会学部 FD・自己評価委員会年報」に研究活動状況を報告しない教員が数名存在する。「教員評

価」が人事考課につながると反対する教員も数名いる。そうした教員が存在するために「教員評

価」の構築が進まないことが問題である。 

�改善方策（��の改善・改�に向けた方策）］ 
現時点で、有効な改善方策を見いだせていない。 

 
必�：教員�考基準における教育研究能力・実績�の��の��性 
�現状�明］ 
研究能力・実績については、「追手門学院大学社会学部教授会の人事に関する内規」に明文化さ
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れていることが厳格に適用されており、配慮はおおむね適切であると考えている。また教育能力・

実績については、教育経験年数が考慮されるので、配慮はおおむね適切であると考えている。ま

た、公募にあたって、第二次選考で面接を実施しており、面接時に教育についての考え方や抱負・

教育実績を述べさせるなどしており、適切な配慮がなされていると判断している。 

�点検・評価（��と問題点）］ 
上記の「人事に関する内規」には、要求される最低限の研究業績数が具体的に記載されている

わけではない。これは弾力的に運用できるという利点も確かにあるが、透明性に欠けるので、要

求される最低限の研究業績数を申し合わせる必要がある。また、教育能力・実績に関しては、公

募時の提出書類に担当予定科目のシラバス案を求めたり、二次選考の面接時に模擬授業を課すな

ど工夫をする必要がある。 

�改善方策（��の改善・改�に�けた方策）］ 
学部間で教育研究能力に関する業績評価基準が著しく異なることは問題であるので、業績評価

基準や教育業績の評価方法に関する全学教育職員人事委員会の議論の結果が出てから、社会学部

の改善方策を検討したい。 

教育能力・実績への配慮については、公募時の提出書類に教育活動に関する抱負や担当予定科

目のシラバス案を求めたり、二次選考の面接時に模擬授業を課すなど、さらに改善したい。 

 
（大学と併設短期大学（部）との関�） 
必��大学と併設短期大学（部）における����の人員配�の適切性 
����明］ 
短期大学（部）は併設していないので該当しない。 
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�．国際教養学部（�文学部��） 
�到達目標� 
１．学部全体 
国際教養学部の理念は、①現代社会の理解に役立つ基礎情報文化の教育を目指す、②21 世紀の

国際社会に通用する国際語学教育を目指す、の２点であった。 

この二つの理念を、学部としてさらに具体化したものが、以下の二つの教育目標である。 

１．日本語の迅速で的確な理解力と表現力を基盤としながら、情報技術を身につけ、内外の文化

に対する基本的な理解力と対応力を養う。 

２．欧米とアジアの両方を視野に入れ、特に国際語としての英語と、アジアにおいて重要な役割

を果たしている中国語の２ヵ国語の能力を養成する。 

本学部は、以上二つの理念に沿う形で、アジア学科と英語コミュニケーション学科の２学科に

よって構成されている。 

以下、学部としての到達目標のみ掲げる。 

国際教養学部は他学部とは違って、学科所属ではあるがセンター勤務の教員がいること、また

全学的な外国語教育の担当をするドイツ語・フランス語の教員を擁すること、および全学向け共

通教育の担当を引き受けている多くの教員がいることなどを教員組織の特質とする。したがって、

単純に学部の学生数に対応させて割り出される教員数の適用は、本学部の実態にはそぐわないと

考える。社会や学生のニーズにこたえるための学部教育の充実に必要な教員の確保に努めたい。 

 
２．アジア学科 
全国でも数少ない「アジア」を標榜する学科としての重要性を自覚し、１人でも多く、アジア

を理解し、アジアと共生することのできる人材を養成するために、これに見合う能力と教育意欲

とをもった教員を擁し、かつ、互いに最大限の力が発揮できるよう、相互に協力し合うことので

きる組織であること。 

 

�．英語コミュニケーション学科 

大学設置基準に見る英語コミュニケーション学科の最小必要教員数は７名であるが、現在では

14 名であるが、１名の欠員が補充されるので実質的には 15 名になる。この 15 名の教員数を今後

も維持することは不可能であるので、英語文化学科から英語コミュニケーション学科に移行した

際に、学科のカリキュラムの核となる英語教育を担当可能な教員を最大限に残すことが重要であ

り目標でもある。というのは、実践的英語を教える教員の比率が高まれば、学科の教育目的が達

成できるからである。また、学科内の英語文化学会の活動を整備・点検して、教員相互の教育研

究を支援し、学生による教員評価をさらに継続して行って、授業の質を高めて公開授業を継続し

ていくことも目標である。また、英語を母語とする教員採用の場合でも、日本語をしっかりと理

解できるバイリンガルな外国人の採用を継続し、日本人の場合でも面接時の模擬授業をも選考基

準のなかに加味することを継続し、優秀な女性教員を採用して男女比の割合を適正にしていく。

さらに、英語学習支援の設置を準備しているので、コンピュータ利用の英語学習支援を行い、ま

すます需要の高まる海外留学の支援や各種の海外研修プログラムの充実を図るために、その留学

支援のできる人事を継続していく。 

昇任人事については、業績ならびに研究論文の具体的な数値化を検討し、学界および社会での

活動実績に留意して採用や昇格の透明化を図る。また、研究業績のみならず、教員の教育方法や
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模擬授業の評価を加え、教授能力に対しても適正な配慮を行い、すべての教員に公開授業を義務

付け、教員が研究の成果を学生指導や教育に傾注できるような環境にする。 

 

（教員組織） 
必��学部・学科�の理�・目的��に教育��の��・��、学生数との��における�

�学部の教員組織の適切� （大学���ータ 表 19・表 19-2） 
１．アジア学科 
�現���］ 
現在入学定員 100 名、編入学定員５名、収容定員 430 名に対し、専任教員 13 名で構成されてい

る。学科の専任教員 13 名で、うち教授が 10 名、准教授が３名である。年齢構成は、60 歳以上３

名、50 歳代６名、40 歳代２名、30 歳代２名である。専任教員１人あたりの在籍学生数は、43.2

人である。ただし、うち１名は全学の留学生の日本語教育にあたり、国際交流教育センターの事

務職を兼任しており、これはあくまで計算上の数字である。 

アジア学科の専任教員の専門分野を地域別に言えば、東アジアのうち中国が５名、日本が５名、

東南アジア１名、南アジア２名、西・西南アジア１名である。また、専攻別に言えば哲学が２名、

史学が４名、文学・語学が５名、地理学が２名、という構成になっている。 

���・評価（��と���）］ 
アジア学科は専任教員１人あたりの在籍学生数が 43.2 人であり、本学経済学部や経営学部のす

べての学科が 50 以上であることを考えれば、教員数は十分に見えるが、これは計算上の数字であ

る。アジア学科の教学がカバーしなければならない範囲は、時間的・空間的に大きなひろがりを

もち、また内容も多様である。その意味で、目的を達成するためには、現行の教員数では不足で

ある。 

また、アジア学科の目的は、語学（中国語・英語）とフィールドワークをはじめとする同時代

理解を柱とするとされているが、専任教員のうち純然たる語学の専門家は１名、フィールドワー

クの専門家は３名である。一方、史学の４名、文学の２名、哲学の２名はいずれも広義の歴史に

本領があり、教学の内容と目的に合わないところがある。 

���方�（��の��・��に�けた方�）］ 
アジア学科は、教員増が切に望まれる。大阪という大学の立地から考えても、隣接する韓国・

朝鮮の歴史・文化の専門家はぜひ必要であろう。在学生にも、韓国・朝鮮語を学ぶものは多い。

また、イスラーム社会の専門家も、１人ではなお不足である。また、現在の年齢構成から考えれ

ば、若年層の教員がぜひ必要である。 

また、目的も、現代社会の要求を視野に入れつつ、現有の教員が研究教育に最大の力を発揮す

ることこそが社会貢献であるとすれば、今後、見直していく必要があろう。 

 

２．英語コミュニケーション学科 

�現���］ 
旧文学部の英語文化学科の学生入学定員 110 名で、教員は他学部の外国語教育を兼務していた

ため、多い時には英語教員 13 名、ドイツ語・フランス語教員が６名の時期もあった。また、ドイ

ツ語・フランス語の教員は他学部の外国語教育を兼務しているが、英語教員は他学部の英語教育

を兼務することは現在ない。 

現在、英語コミュニケーション学科の入学定員は 130 名、編入学定員は５名で、収容定員 530
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名に対し専任教員 14 名で構成され、そのなかの３名はドイツ語・フランス語ドイツ語も教え、兼

任教員数は 21 名である。英語教員では、文学系が３名、英語学系が４名、英語教育系が３名、言

語情報系が１名である。しかし、学科では英語コミュニケーション能力を備えた人材の育成を目

指し、１、２年次で専修英語、３、４年次でキャリア形成、あるいは資格取得に特化した実践英

語を設置し、実践英語の担当者をすべて専任教員が行っているが、専修英語の一部の担当者に兼

任教員を充てなければならないのが実情である。また、英語教育を行うには少人数制のクラスが

不可欠であるが、実際には英語を母語とする教員の担当する英語コミュニケーションの学生数は

40 名程度になり、英語を母語とする専任教員は２名である。 

�点�・評価（��と問題点）］ 
英語コミュニケーション学科では、英語とドイツ語とフランス語を担当する教員が混在し、英

語を母語とする教員も２名いるので、英語コミュニケーション能力を備えた国際人の養成には望

ましいと言える。しかし、専任教員１人あたりの在籍学生数は 43.7 と多く、他学部の場合のよう

な大多数の学生を対象とする講義を行えないのが実情であり、語学教育の性質上少人数制の授業

が望まれるので、専任教員１人あたりの在籍学生数を 30 名程度に減らす必要がある。また、１、

２年次で行う専修英語での専任教員の比率もそれほど高くないのは問題である。英語コミュニケ

ーション学科は、カリキュラムの重点を英語文化から英語コミュニケーションへと移行したこと

により、実践英語やキャリア形成を念頭においた英語科目を設置したので、それに見合った教員

組織が必要である。 

�����（�来の��・��に向けた��）］ 

英語コミュニケーション学科では、英語コミュニケーション能力の養成を主眼とし英語教育を

確かなものにするため、専修英語あるいは実践英語を担当できる英語教員の比率をもう少し高め、

英語教育の観点から実践的な英語を担当できる教員を採用する必要がある。そして、少人数での

英語教育を習熟度別クラス編成で行うために、英語を母語とする教員の採用の場合でも日本語を

しっかりと理解できるバイリンガルな外国人を今後も採用していく。 

 

必��大学設置��� 12 �との��における専任教員の�置�けの��性（専任教員は、

専ら自大学における教育研究に��しているか） 
１．アジア学科 

��状��］ 
専任教員が他大学への出講する場合は、週に３コマまでと定められている。また、他大学へ出

講するためには、兼任届を出して教授会の承認を受けることが必要である。 

アジア学科の教員は、アジア学科への志願者が減少傾向にあるという危機感もあって、自らの

研究活動のみならず、教育にも特に近年おおむね熱心であると言ってよい。ただし、同上の理由

によって、教員の本意ではないながら、ともすれば志願者確保のための会議や活動に時間をとら

れ、研究活動はいうにおよばず、本来最も重要であるはずの、在学生への教育にあてる時間が減

少している。 

�点�・評価（��と問題点）］ 
アジア学科の教員が、自らの教育研究活動において、個々に大きな努力を払っていることは、

評価されてよいと思う。各学界で高く評価される研究を行う教員も少なくない。また、演習など

で時間外に学生の指導を熱心に行う教員も多い。ただし、上記のように、大学内外の状況の変化

によって、これらの時間が年々減少していることは否めず、大きな問題となっている。 
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���方策（将来の��・��に向けた方策）］ 
教育研究にあてる時間が減少していることは、本学科や本学に限らない。だからといって、そ

れに耐え忍んでばかりいることはできない。時間があれば生まれるはずの優れた業績が生まれず

に終わり、手をかければ育つはずの学生が芽を出さずに終わることに、なんの痛痒も感じないの

では、かえって研究者、教育者としては失格である。教育研究により多くの時間と労力をあてる

べく、上に立つ立場になった教員が賢明な采配をふるい、各教員が連携していくことが必要であ

ろう。 

 
２．英語コミュニケーション学科 

�現状�明］ 
専任教員は原則として週 5.5 コマの授業を担当することが「追手門学院大学教育職員の勤務に

係わる常任理事会大学部会内規」（『追手門学院規程集』参照）により規定されている。また、専

任教員の他大学への出講については、週３コマ（90 分授業×３）に限定されており（「追手門学

院大学教育職員の学外兼職に関する規程」、『追手門学院規程集』参照）、さらに教授会で承認を受

ける必要がある。なお、他大学への出講以外の兼職につては大学当局への届け出が必要である。 

英語コミュニケーション学科の教員では、３名が上記の規程で定められた範囲内で他大学への

出講をしている。 

���・��（長所と���）］ 
英語コミュニケーションの専任教員は、上記の規程を守り自大学における教育研究に従事する

ことが義務付けられているのは適切である。また、学科内での役割や英語文化学会での役職が教

員に割り振られるので、なるべく他大学への出講を控えるような状況がある。しかし、英語コミ

ュニケーションの３名の教員が他大学に出講し、様々な学生を教えることによって本学での教育

に資するところがあるのは長所である。ただ、高校などからの出張授業などの要望が増加しつつ

あるので、教員に均等な出張授業の割り当てが困難な場合がある。 

���方策（将来の��・��に向けた方策）］ 
特に英語コミュニケーション学科では、将来に向けての方策を講じる必要性はないが、教員の

他大学への現在の出講状況を維持するように学科内での役割や英語文化学会の役職を教員に均等

に割り振り、学生に対する教育が十分に行える時間の余裕が見つけられるように今後も配慮して

いく。 

 
必���要な授業科目への専任教員の配�状況 （大学���ー� �３） 
�．アジア学科 
�現状�明］ 

アジア学科では、２年生以上各学年に配当された必修の演習科目を最重要科目ととらえ、これ

らは学生定員をもうけて少人数クラスとし、日本語担当教員を除く専任教員全員が、２～３年生

のうちのいずれかの演習を担当するとともに、やむを得ない場合を除き、すべてのクラスを専任

教員が担当するようにしている。また、学生が３・４年生時にできるだけ同一の教員のもとで学

べるよう、教員の割り当てについても、工夫している。 

また、２年生以上に配当される、「中国語現地演習」と「フィールドワーク」という、海外（「フ

ィールドワーク」には沖縄コースもあり）研修科目についても、引率・指導にあたる教員はすべ

て専任教員としている。 
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このほかの柱として、専修中国語科目と、講義科目がある。専修中国語については、特に、１

年生に履修者が多い「専修中国語初級講読」を重視して、これらについては、３クラスを設け、

やむを得ない場合を除いて、専任教員が担当することにしている。 

�点�・評価（��と問題点）］ 
学生は、各学年必修で、少人数クラス編成の演習を通じて、空間的、時間的にひろがりのある

アジア学科の学問領域のなかで自らの研究対象を絞り、大学の醍醐味である、卒業論文あるいは

卒業レポートを仕上げていく。この指導には、比較的手がかけられており、一定の教育効果を挙

げてきたと言ってよいだろう。 

アジア学科の学問が覆う領域は広く、教員の専門分野が一人ひとり異なっている（中国語を担

当するうちの３人が中国文学を専門とすることだけが例外である）。このことを考えれば、この「卒

業演習」はすべての教員が担当することが望ましいのはもちろんである。しかし、実際にはこれ

は不可能であって、教員はほぼ２年に１回、「卒業演習」を担当することになっている。 

また、「フィールドワーク」や「中国語現地演習」など海外研修科目は、学習面で効果の高いこ

とが確認されているが、専任教員 14 名（実質 13 名）のうち、毎年８名（もしくは７名）の教員

が、夏休みに１週間ないし１ヵ月海外へ学生を引率するその負担は重い。 

�改�方策（��の改�・改�に向けた方策）］ 
「卒業演習」については、できるだけ多くの学生が、自らの希望する教員のもと、自らの希望

するテーマで卒業研究を完成することができよう、３・４年生合同の演習などが、改組前から画

策されているが、事務上の困難などを理由に、未だ実現を見ていない。早期の実現が望まれる。

また、海外研修科目については、人数の集りにくいコースを隔年開講にするなどの方法もあるが、

これは一方で、学習効果の高い科目の受講者を減らすことになり、ジレンマがある。 

アジアにかかわる学問が、今後、いよいよ必要になることはあっても、不要になっていくこと

はないと考えられるので、その点からも教員の補充など、より多くの学生の希望に応えられる体

制づくりが望まれる。 

 

２．英語コミュニケーション学科 

�現���］ 
英語コミュニケーション学科では、学科科目の講義科目あるいは全学共通科目・基本科目の講

義科目を担当し、自らの研究領域にかかわる授業科目を担当している。全学向けの科目の「新入

生演習」の担当は８名、基本科目の担当は４名、外国語科目のドイツ語・フランス語の担当は３

名である。学科科目の大黒柱である、１年次から３年次まで必修の「専修英語」については、な

るべく多くの専任教員が担当し、いわば担任として重要な情報を伝達し学生の指導を行っている。

また、３年次から始まる選択必修の「実践英語」ではほぼ専任教員が担当している。そして、学

科の必修科目の専兼比率は 59.8％、選択必修の専兼比率は 82.6％、全開設授業科目の専兼比率は

66.5％である。このほか、学科科目で、夏期休暇中にカナダのバンクーバーに１ヵ月学生を引率

する「カナダ現地演習」「カナダ文化演習」は、日本人と英語を母語とする専任教員の２名が担当

している。 

�点�・評価（��と問題点）］ 
学科科目の大黒柱である、１年次から３年次まで必修の「専修英語」をなるべく多くの専任教

員が担当するように配慮しているが、必修科目の専兼比率が 59.8％と低いのは問題である。また、

３年次から始まる選択必修の「実践英語」ではほぼ専任教員が担当できているのは評価でき、選
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択必修の専兼比率の 82.6％は他学科と比べても低めであるのは否めない。また、全開設授業科目

の専兼比率は 66.5％と低いのも問題である。ただ、「カナダ現地演習」「カナダ文化演習」では、

学生の英語力を高めるように、日本人と英語を母語とする専任教員の２名が協力して担当し事前

事後の授業を行っているのは評価できる。 

���方�（��の��・��に向けた方�）］ 
英語コミュニケーション学科科目の大黒柱である、１年次から３年次まで必修の「専修英語」

をほぼ専任教員が担当でき、３年次から始まる選択必修の「実践英語」ではすべての専任教員が

担当できるような授業計画を行えるようにカリキュラムの見直しを現在行っている。ただ、英語

コミュニケーション能力の養成には、それに費やす授業時間もかなり必要であるので、現在カリ

キュラムの見直しと並行して、コンピュータを活用した自学自習のプログラムを１、２年次の「英

語ライティング」の授業で導入している。 

 

必��教員組織の年齢構成の��性 （大学���ータ 表 21） 
１．アジア学科 
�現���］ 

アジア学科の年齢構成は、60 歳以上３名、50 歳代６名、40 歳代２名、30歳代２名である。 

���・評価（��と問題�）］ 
アジア学科では教員が高年齢層に偏っていると言わざるを得ない。学生からも、そのような一

種の不満をきくことがある。専門の性質（他大学に同じ専門のポストが少ない）もあって、教員

の入れかわりが少ないことがその原因だと思われる。個々の教員を見るとき、年齢が高いことは

かならずマイナスになるとは限らない。しかし、集団として教員に若年層が少ないことは、特に、

フィールドワークや語学教育など学生とのかかわり、学生との双方向のやりとりを重視する学科

の特質から考えても、大きなマイナス要因である。 

���方�（��の��・��に向けた方�）］ 
アジア学科では、若年層の教員が補充されることがぜひとも必要である。また、年齢構成にあ

わせて、教学内容を見直すことも考えていかなくてはならない。これは、教員の年齢が高くなっ

たから、内容を縮小するということではなく、身の丈にあった教育をするということである。例

えば、2009 年度から、「共育システム」と名づけた TA を活用した教育の本格的導入をするべく、

現在予算申請中であることなどが、これにあたる。 

 

２．英語コミュニケーション学科 

�現���］ 
英語コミュニケーション学科の教員構成は、教授９名、准教授３名、講師３名である。現在の

教員の年齢構成は、66 歳～70 歳が２名、61 歳～65 歳が２名、56 歳～60 歳が２名、51 歳～55 歳

が２名、46 歳～50 歳が１名、41 歳～45 歳が２名、36 歳～40 歳が１名、31 歳～35 歳が２名であ

る。 

���・評価（��と問題�）］ 
英語コミュニケーション学科の英語担当の教員の年齢構成に関しては、ほぼ平均的な形で構成

されているのは評価できるが、ドイツ語・フランス語の教員の年齢が高いのは問題である。教員

構成では、教授の数が９名と多く、准教授３名と講師３名の合計が６名と少ないのは問題である。 

���方�（��の��・��に向けた方�）］ 
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英語コミュニケーション学科では、従来の異文化理解や異文化コミュニケーションの比重を少

なくし、キャリア形成や資格を目指す英語教育に移行したため、そのような英語教育を行える教

員組織を念頭に置いている。そのため、現在も行っているように、在職している教員が退職する

際に、実践的な英語教育を専門とする若年層の教員を採用するように配慮し、英語を母語とする

教員の採用の場合でも若年層の外国人を今後も採用するように配慮して教員の年齢構成を平均化

していく。 

 

必��教育課程編成の目的を��的に実現するための教員間における連絡調整の��とその

�当� 
�現��明］ 
１．学部�� 
本学部では、教育課程編成の目的を実現するための教員間の連絡調整は、基本的には各学科の

学科長のもとに開催される学科会議に委ねられ、学科を越える間題については、学部長が主催す

る学科・教室主任会議で調整を行う。学科・教室主任会議には、両学科長と中国語主任、英語主

任、ドイツ語・フランス語教室主任が出席するほか、教務課文学部係長も臨席し、必要に応じて

議事に加わる。 

 

２．アジア学科 
�現��明］ 
アジア学科における教員の意思疎通を図る最も重要な場は学科会議で、１ヵ月におよそ１、２

回の頻度で開催される。また、中国語関連科目や、「アジアフィールドワーク」科目など、群とな

った科目の担当者が集合して、個別に話し合いを持つこともある。最近では、電子メールのやり

とりで、こうした話し合いが行われることも多い。 

�点�・��（長�と問題点）］ 
アジア学科では最近の繁忙化で、十分な意思疎通を行う時間がますます足りなくなっているの

が実情である。学科会議を開催するが、ほかの委員会などで欠席せざるを得ない教員がいること

もままある。電子メールのやりとりがこれを補っているが、懸案が多く意識されながら、それを

解決する暇もなく、次の業務が始まっている。 

アジア文化学科時代から、カリキュラム改編や組織がえ、そして受験生確保を主たる目的とす

る新規事業の開始が絶え間なく行われている。そのため、いったん作った制度を継続して運用す

るなかで問題点を探り出し、おちついて話し合って、教学を改善するということが大変行われに

くくなっている。アジア学科はこうしたいきかたそのものを、考え直す時期にきている。 

�改善��（�来の改善・改�に�けた��）］ 
教員が互いに連携し、また信頼しつつ、教育に最大限の力を発揮できるような環境作りが必要

である。教員が増えることが望まれるが、それが即座に実行されるかどうかわからない以上、無

用な業務をできるだけ削ることが急務であるが、これは、個々の教員や学科のレベルだけでなし

うることではない。仕事を依頼するた立場になった者が、不要な仕事の削減も含めて賢明に采配

をふるうことや、仕事を適正に分担すること、また教員間でうまく協力しあうことなどによって、

業務をできるだけ効率よく進めることが求められている。 

 
�．英語コミュニケーション学科 
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��状��］ 
英語コミュニケーション学科では、教務および授業計画担当の教員を中心に、教務課と連携し

ながら、次年度のカリキュラム編成を行っている。その資料が学科会議や教室会議で検討された

後、各教員は担当科目ごとにシラバスを作成する。教員間の連絡調整や科目間の相互連携は学科

会議やドイツ語・フランス語教室の会議で行われ、最終的には、国際教養学部教授会で調整が行

われる。また、兼任教員との科目連絡などの調整は、窓口となる専任教員を通じて行われるが、

特に専修英語についてはそれぞれの科目の概要を作成して各教員に配布して周知徹底している。 

�点検・評価（長�と問題点）］ 
学科会議や教室会議の状況は、必要に応じて学科長や教室主任から学科・教室主任会議で学部

長に報告され、学部全体としては教授会で審議されるので特段の支障は見られない。英語コミュ

ニケーション学科では、学科専用のメールを使用して各教員間の連絡調整が図られ、特に専修英

語についてはそれぞれの科目の概要を作成している点は評価できる。また、教員は、学生の基礎

学力の充実を図るために１～２年次の専修英語の授業科目で自学自習のプログラムを導入してい

るため、この運営方法についても学科専用メールでのやり取りで、専修英語科目間の連絡調整を

行い、兼任講師に対しては窓口となる専任教員が連絡調整に努めているのも良い。 

�改善方�（��の改善・改�に向けた方�）］ 
今後さらに多様化する学生・社会のニーズに対応するため、英語コミュニケーション学科では、

学科長と教務委員を中心としてカリキュラムの見直しを進め学科会議を通じて意見聴取を行い、

教員間の連絡をスムーズに図れるように改善している。また、学科会議、教室会議を通じて、学

生の英語運用能力修得のための自学自習の学習支援を行うため、学科科目の専修英語の科目で学

生の自学自習の成績を考慮するために教員間での連絡調整をさらに継続して行う。 

 

任意�教員組織における社会人の受け入れ状況 
１．アジア学科 
��状��］ 
アジア学科では専任・兼任を含め、教員として社会人を受け入れることはしていない。そのか

わり、個々の教員が、授業に社会人講師を招いて効果をあげている。講師はときには、アジア学

科の前身である東洋文化学科やアジア文化学科の卒業生であることもあり、学生の学習意欲向上

にも益している。 

�点検・評価（長�と問題点）］ 
授業に学外から社会人を招くことは、学生のみならず教員にとってもよい刺激になり、学習面

で一定の効果をあげてきた。特に、卒業生の出講は、学生の意欲向上に資するところが大きい。

ただ、アジア学科において、こうした活動はいまだ、各授業のなかで閉じたかたちで行われるこ

とが多く、いまだ、学科の教員のあいだでノウハウや効果が共有されていないところに問題があ

る。 

�改善方�（��の改善・改�に向けた方�）］ 
上記の問題を解決するために、まず、学科会議などの場で、社会人による授業についての情報

を共有することが必要である。 

 

２．英語コミュニケーション学科 

��状��］ 
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英語コミュニケーション学科では、現在社会人を専任教員として採用していないが、今年度よ

り実践英語の資格取得のための授業で３名ほどの社会人を観光英語やビジネス英語などの講師と

して招き、学生に専門的知識を授けてもらうことにしている。 

���・評価（��と問題�）］ 
英語コミュニケーション学科では、現在社会人を専任教員として採用していないが、国際語の

英語を利用した職種は社会に多様に存在するので、今年より各界で活躍する社会人を講師として

招くことは、学生のキャリア形成にとって意義深い。また、学生の英語学習の動機付けを行って、

キャリア教育を目指すことも評価できる。 

�����（��の��・��に�けた��）］ 
今後も、英語の世界で活躍する社会人を数多く講師として招いて講演を行うことを継続し、学

生の英語学習の動機付けを行うと共に学生の多様なニーズに応えていく。 

 
任意�教員組織に�ける外国人の受け入れ状況 
１．アジア学科 
�現状説明］ 

アジア学科では、1996 年、外国人教員（中国籍）１人が専任教員に加わった。当該教員は、中

国語と中国文学にかかわる科目を担当している。 

また、アジア学科から全学に提供している外国語科目の中国語も、会話系の科目はすべて中国

語のネイティヴに担当してもらっていて、兼任講師として７人の外国人教員がいる。これらの教

員のうち、３名は、学科科目の専修中国語も担当している。兼任講師には、また、韓国・朝鮮語

担当者をはじめ、２人の韓国籍の教員がいる。 

���・評価（��と問題�）］ 
専任の外国人教員は研究・教育いずれにも熱心であり、また各種委員や学科の会計など、学科

の諸事にもかかわって、学科の力となってきた。基準教員数との関係から言って、妥当な受け入

れ状況と考える。 

�����（��の��・��に�けた��）］ 
学科が必要とする分野の優れた研究者が外国人である場合の採用の障害は、学科には基本的に

はないが、そういう応募が果たして一般化するかどうかは、むしろ日本社会そのものの問題であ

る。 

 

２．英語コミュニケーション学科 

�現状説明］ 
英語コミュニケーション学科では、日本人の専任教員 14 名のなか、英語を母語とする外国人の

専任教員は２名でどちらもアメリカ人である。そして、専修英語についての科目の概要を英文で

作成し、また自学自習用の問題作成などを担当して教学面で重要な役割を果たしている。また、

日本人の兼任講師が 11 名であるのに対して４名の外国人の兼任講師がいる。この４名の兼任講師

は、すべて「英語コミュニケーション」や「トラベルイングリッシュ」など英語会話系の科目を

担当している。 

���・評価（��と問題�）］ 
英語コミュニケーション学科での専任の外国人数が２名とそれほど高くないのは問題であるが、

自学自習用の問題などを作成して教学面で重要な役割を果たし、英文による説明文やパンフレッ
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トの作成なども行っているのは評価できる。しかし、専任の外国人の国籍も様々であることが望

ましいのは事実である。また、かつてはイギリス人の兼任講師もいたが、現在ではイギリス英語

を話す外国人の兼任講師がいないのは問題である。 

�改善��（将来の改善�改�に�けた��）］ 
英語コミュニケーション学科での専任の外国人の数を増やすために、日本語も理解できる外国

人を探す努力を続けなければならない。また、従来のイギリス英語からアメリカ英語への語学教

育が移行していることは事実であるが、兼任講師ではイギリス英語を話す外国人を以前は採用し

ていたので、今後もそういった候補者を探す努力を続ける。 

 

任��教員組織における女性教員の�める割合 
１．アジア学科 
�現���］ 
アジア学科の専任教員 14 人のうち、２人、すなわち 14.3％が女性教員である。これらの女性

教員は、女性であるからという理由で、ほかの教員と異なるあつかいを受けたことはこれまでな

い。また、２人とも育児休業を取得することができている（１人は 1997 年４月～1998 年２月（当

時東洋文化学科）、１人は 2008 年６月～2009 年７月）。 

また、兼任講師のうち 18 名が女性で、これは専任教員の割合よりもかなり高い。 

�点��評価（長�と問題点）］ 
目下、アジア学科は、女性にとって働きにくい場ではない。将来的にも維持し、改善すること

が望まれる。ただ、兼任講師に女性が多いのは大きな課題である。これらの講師のうちの多くの

人は本務校をもたず、兼任講師における女性の比率の高さは、日本の大学における男女格差の問

題をそのまま反映しているということができるからである。 

�改善��（将来の改善�改�に�けた��）］ 
大学の「経営」が重視されるようになってから、専任教員数をできるだけ抑え、兼任講師でま

かなうということがますます多くなっている。また、もともと女性研究者の比率の高い人文科学

の分野は常勤兼任を問わず、いよいよポストが少なくなっている。こうした社会の大きな動きに

安易に乗ることなく、必要な場合は抗することも必要である。 

 

２．英語コミュニケーション学科 

�現���］ 
英語コミュニケーション学科の専任教員 14 名のうち、４名が女性教員である。また、これらの

女性教員は、学科長などの重責を担って重要な役職についている。また、女性教員のなかの１名

は半年間ではあるが育児休業を取得している。また、兼任講師の６名が女性であるが、これは専

任教員の場合の比率よりも低い。 

�点��評価（長�と問題点）］ 
学科の性質上、英語を話す技能を伸ばす女性教員が増えてきたことは事実である。そういうこ

ともあって、４名の専任教員がいることはよいことであり、大学全体あるいは学科で重要な職責

を果たしている点も大いに評価すべきである。ただ、兼任講師に関しては、職歴が重要視される

ので、他大学で専任教員となれない場合には兼任講師として採用されないこともあるので、６名

と少ないのは問題であるかもしれない。 

�改善��（将来の改善�改�に�けた��）］ 
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英語コミュニケーション学科では、英語に堪能な実務家肌の教員の採用を念頭に置いてきたこ

ともあって、現在のような女性の専任教員が増えていると思われる。今後も、優秀な実務家肌の

女性の専任あるいは兼任教員を採用して女性教員の比率を高める努力を継続していく。 

 

（教育研究支援職員） 
���実��実習を�う教育、外国語教育、情報処理関連教育�を実�するための人的補助

��の����と人員配置の��性 
１．アジア学科 
�現���］ 
ほかでも述べたが、外国語教育は、特に改組以降の、アジア学科の柱である。しかし、目下、

中国語をはじめとする外国語教育はすべて教員１人によって行われている。中国語教育にはアジ

ア文化学科時代から力を入れ、本学に中国人留学生が多いことから、これら留学生を TA として、

一般学生の中国語の能力を引き上げることを目指して、毎年の TA謝金を予算要求してきた。しか

し、これまでのところこの要求は実現していない。 

������（��と問題�）］ 
外国語教育は、少人数であるほど効果があがる。本学は外国語についてクラスサイズの取り決

めがあるが、それでも 40 人前後にはなり、これで中国語に堪能な人材を育てることは、本人にか

なりの意欲がなければ難しい。特に中国語は、文法はさほど難しくないが、最初の発音の基礎訓

練で多くの学生がつまづく。 

�改���（��の改��改�に向けた��）］ 
ネイティヴと非ネイティヴの教員が２人で同時に授業に臨むことができればよいが、それは費

用の面で難しいであろう。とすれば、TA がついて、教員の特に発音指導を、教室で、あるいは補

習として補助することが望まれる。効果は大きいはずである。また、これによって、留学生が大

学内で、しかも教えるという仕事によって収入を得る機会を増やせば、留学生教育の質の向上に

も資するであろう。 

 

２．英語コミュニケーション学科 

�現���］ 
英語コミュニケーション学科の情報処理関連教育については総合情報教育センターが運営する

自習室で情報機器の使用などの支援や補助を行っているが、特に教育研究支援職員は配置されて

いない。そのため、一般的な情報処理関連の教育については学期初めの総合情報教育センターと

の打ち合わせに留まっている。また、海外留学や学生交流に関しては国際交流教育センターが私

費留学、学生交換留学、海外研修プログラムの事項に関して学生指導を行っているが、特に教育

研究支援職員は配置されていない。 

������（��と問題�）］ 
英語コミュニケーション学科の情報処理関連教育については、教育研究支援職員は配置されて

いないため教員が学生補助員の支援を得ている。そのため、新しいコンピュータが導入されるた

びに問題が生じ総合情報教育センターに連絡することがあるのは問題である。また、学科では英

語の自学自習のプログラムを専任教員が時間をかけて作成しコンピュータで操作できるように工

夫しているが、外国語教育あるいは情報処理関連に詳しい教育研究支援職員が配置されていれば

大いに役立つはずである。 
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�����（��の��・��に向けた��）］ 
専任教員のコンピュータ・リテラシーは、すべての教員が何らかの形でコンピュータ設置の教

室で授業を行える程度にまで向上しているが、まだまだ十分であるとは言えない。しかし、教育

研究支援職員が配置されていないため、今後も総合情報教育センター主催の各種説明会などに参

加するよう教員に呼びかける。それと並行して、英語の習得には様々な工夫が必要であるが、外

国語教育あるいは情報処理関連に詳しい教育研究支援職員が不在であるため、学科で協議して自

学自習のプログラムを作成している。 

 
必��教員と教育研究支援職員との間の連携・協力関係の�切性 
�．アジア学科 
�現�説明］ 
国際教養学部の教学については、教務課国際教養学部係、国際交流教育センター、総合情報教

育センターの職員、図書館職員、また研究については、図書館職員、学長事務室（研究費助成関

連）と深くかかわっている。 

教務課国際教養学部係は、教学の事務的な側面全般にかかわる。文学部と国際教養学部の学生

が混在する現在、授業計画、時間割編成その他において、打ち合わせがもたれるなど、連携・協

力は以前より進んでいる。 

国際交流教育センターは、海外研修（「アジアフィールドワーク」「中国語現地演習」）の事務面

を担い、教学を担う教員と相互に緊密な連絡をとって、教学に貢献している。また、国際交流教

育センターは全学の交換留学を取り扱っているが、交換留学生には国際教養学部の学生が選ばれ

ることが多い。これは本人のみならず周囲の学生の向上にも大いに役立っている。また、いった

ん交換留学生にかかわるトラブルがあれば、国際交流教育センターの職員が学部の教員と協力し

て解決にあたっている。 

図書館については、アジア学科の学生は学問の性質上、図書館を利用することが多く、図書館

の職員は、場合によっては研究の内容にまで踏みこんで指導をし、教員の補助的な役割をも果た

している。教員の研究のための図書の一切について行っていることは、もちろんである。 

���・��（長�と問��）］ 
職員との連携・協力は以前より進んでいる。意欲と能力の高い職員によって、教学は大いに助

けられていると言ってよいだろう。しかし、それはまだ十分とは言えないし、また、連携・協力

しなくてはいけない場面が多くなった分、教員が目指すところと、職員が目指すところにズレが

あって、意思疎通がスムーズに行われないこともある。 

�����（��の��・��に向けた��）］ 
教員と職員のあいだにより一層の信頼関係を築くことが重要であろうと思われる。大学が、教

員と職員が、ますます互いを認め合うことのできる環境になる必要がある。職員が、教員の要望

にこたえてともに教壇に立ったり、また自らの希望で授業を聴講したりするための、時間を優遇

する制度があれば、よいのではないだろうか。 

 

�．英語コミュニケーション学科 

�現�説明］ 
英語コミュニケーション学科に関しては、専属の教育研究支援職員が配置されていないので、

アジア学科の説明にある以外、教員と教育研究支援職員との間の連携・協力関係は存在しない。 
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���・��（��と問題�）］ 
英語コミュニケーション学科に関しては、教育研究支援職員が配置されていない。それゆえ、

専任教員はすべての情報機器に精通していなければならないのは問題である。特に、兼任講師の

場合には機器の説明会などに出席できない場合もあるので、不都合が生じる懸念があるのは問題

である。 

���方�（��の��・��に向けた方�）］ 
英語コミュニケーション学科では、「新入生演習」などの時間を利用して学生にばらつきが見ら

れるコンピュータ・リテラシーを高めようとしている。また、学生補助員を授業時に配置しても

らうように毎年総合教育情報センターに依頼している。 

 
任意�ティーチング・アシスタント（��）の制度�の状�とその活用の��性 
１．アジア学科 
�現状説明］ 
アジア学科では、2008 年度まで、毎年４月に実施してきた新入生オリエンテーションツアーで、

在校生に TA をお願いし、活躍してもらってきた。2009 年度から、これを拡充し、アジア学科の

「共育システム」（学びあい教えあう）として、さらに多くの TA を採用し、教学に生かすことを

計画し、現在予算申請中である。具体的には、新入生向け導入演習「新入生演習」（名称「追大シ

ェルパ」）や中国語科目（「学内留学」）などにあたる TA が中心となる予定である。 

TA は、教育効果をひき上げること、教員の負担を軽減することなどに、役立つばかりではない。

TA となった学生自身が、自らの大学における存在意義をみつけ、これがよき学びにつながること

が、重要である。 

���・��（��と問題�）］ 
これまで、アジア学会の予算を使って、主として大学院生である中国人留学生などによる TA

を試行してきた。本年度から予算付けがなされた。少人数方式に中国語会話の補習など、教わる

側にも、教える側にも、一定の効果がある。 

���方�（��の��・��に向けた方�）］ 
今後、一層の拡充に努めたい。 

 
２．英語コミュニケーション学科 

�現状説明］ 
英語コミュニケーション学科では、コンピュータを利用した授業を行うため、1995 年度より総

合情報教育センター配属の学生を補助員（ティーチング・アシスタント）として継続活用してい

る。これは、主にコンピュータを利用しての授業を１、２年次で行っている性質上、初めてコン

ピュータを使用する学生への授業支援と補助を行うことを目的とするものである。それゆえ、主

に専修英語群の「英語ライティング」、あるいは講義科目の「情報科学各論」、「言語情報処理概論」、

「コンピュータと英語教育」、「コンピュータと英語研究」で TA を利用した授業が行われ、そのほ

かの演習クラスでもコンピュータを利用しての授業が行われている。 

���・��（��と問題�）］ 
教員すべてが、コンピュータや視聴覚教材に精通しているわけではない現状を考えると、学生

の補助員制度は有効である。さらに、新入生にとって、若い学生の補助員は気楽に何でも質問で

き、学生と補助員とのコミュニケーションや補助は授業で重要な役割を担っている。補助員はテ
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クニカルな面を援助するのがその仕事であるが、同じ教室に教員以外に補助員がいること、つま

り教員と見習うべき先輩の学生がいることは、学生たちにも良い刺激を与える。現在、補助員の

コンピュータ習熟度にばらつきがあることが見受けられるのは問題である。 

�改善��（��の改善・改�に�けた��）］ 
英語コミュニケーション学科は、学生補助員を充実させることを今後も要望していく。現在、

補助員のコンピュータ習熟度にばらつきがあることが見受けられるが、これはすでに実施されて

いる事前講習のレベルを高めることで改善されつつある。この補助員は、１年間を通して同じク

ラスに配置されるのが原則であるが、新学期開始後の数週間はクラスあたりの補助員の数を増や

し、あるいは慣れてきた段階でその数や頻度を減らすように要求し実行している。また、英語教

育に利用可能な視聴覚教材の選定あるいは情報を学科に提供できるような体制にするために、学

科の教員が総合情報教育センター運営委員会の構成員となっている。 

 

（教員の募集・任�・昇格に�する基準・手�） 
必��教員の募集・任�・昇格に関する基準・手�の内�とその運用の��� 
この項目については、学部全体で述べる。 

�現���］ 
専任教員の募集に関しては、アジア学科、英語コミュニケーション学科やドイツ語・フランス

語教室で必要が生じた場合に、学科会議や教室会議でその教員募集案をまとめ、学科長・教室主

任の主任会議・人事委員会を経て全学教育職員人事委員会に諮って承認を得る。全学教育職員人

事委員会の承認が得られれば、学部長を代表者として募集を開始する。応募者について学科・教

室での第一次選考を経て侯補者を、学部長を通じて全学教育職員人事委員会に報告する。全学教

育職員人事委員会においてその承認が得られれば、その侯補者について人事教授会（構成員は教

授のみ）において教授５名からなる審査委員会を設置し、候補者の審査を行う。審査委員会の結

果は人事教授会に報告され、同教授会において採否が決定される。人事教授会において任用が決

定されれば、全学教育職員人事委員会および教授会に報告の後、最終的に採用が決定される。 

専任教員の昇格についても、ほぼ教員募集・採用と同一の手順をとる。教授、准教授、講師、

助教についての任用基準は、内規に規定されており、次のようになっている。 

（１）教授 

① 博士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有し、研究上の業績を

有する者 

② 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者 

③ 大学において教授の経歴のある者 

④ 大学において満５年以上准教授の経歴があり、教育研究上の業績があると認められる者 

⑤ 専攻分野について、特に優れた知識および経験を有する者 

（２）准教授 

① 前項に規定する教授となることのできる者 

② 大学において准教授又は専任の講師の経歴のある者 

③ 大学において満３年以上専任講師の経歴があり、教育研究上の能力があると認められる者 

④ 修士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有する者 

⑤ 研究所、試験所、調査所等に５年以上在職し、研究上の業績があると認められる者 

⑥ 専攻分野について、優れた知識および経験を有する者 
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（３）専任講師 

① 第１項又は第２項に規定する教授又は准教授となることのできる者 

② 大学において満２年以上助教の経歴があり、教育研究上の能力があると認められる者 

③ その他特殊な専攻分野について教育上の能力があると認められる者 

（４）助教 

① 修士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有する者 

② 前号の者に準ずる能力があると認められる者 

 

兼任教員の任免に関しては、学科・教室会議で原案をつくり、人事教授会において審議決定さ

れる。任用基準は、専任教員の場合に準ずる。 

免職等の教員処分に関しては、本学の規程である「大学懲戒委員会規程」により行われる。本

学の「大学懲戒委員会規程」における懲戒委員会は、大学の独自機関ではなく学院全体の機関で

あり、その構成は学院長、大学長、学部長、学校長、幼稚園長、事務局長、当該職員の所属する

学校部局の職員（２名）となっており、懲戒の種類は教戒、停職、諭旨解雇、懲戒解雇の４種類

である。 

�点検・��（長所と問題点）］ 
採用や昇格については、極めて民主的に行われ、教員の自治に委ねられている点は長所である

が、その採用や昇格基準については在職年数の明記はあるものの、業績ならびに研究論文につい

ての基準の具体的な明記がないのは問題である。また、その手続きに関しても、専任教員の専門

とする分野が広いため、採用ないし昇格を検討する場合に、ともすれば当該分野の専任教員に教

授がいない場合が生じている。この場合には、准教授以下を特別に業績についての参考委員とす

る措置が講じられているが、准教授以下にも適当な人材を得ないケースもある。当該教員の業績

を審査する専門分野の教員がいない場合には、他大学の教員の意見を参考として聴取した場合も

あるので、これは制度化してもよいのではないかと思われる。教員の免職を含む処分については、

学院全体の大きな組織である懲戒委員会の審議を経なければならず、そのため軽微な職務違反に

ついては実務上厳重注意が行われているが、免職を含む処分については懲戒委員会の規模が大き

すぎる。 

�改���（��の改�・改�に�けた��）］ 
専任教員の採用に関しては、今後も候補者の選考を学科の教員全員が行い、面接や模擬授業を

参考に全員で賛否を問うようにしたい。また、昇任の場合にも、学科長が候補者の業績などの書

類を会議で回覧し全教員の賛否を今後も問う。また、業績ならびに研究論文についての基準の明

記がないため、学科ごとに昇任人事にばらつきがあるが、業績ならびに研究論文の具体的な数値

化を検討し、採用や昇格の透明化を図ろうとしている。 

 

任意�任期制等を含む、教員の適�な流動化を��さ�るための措置の���� 
１．アジア学科 
�現��明］ 
３年任期の任期制教員 Bタイプと、65 歳をすぎて本学をいったん退職し、毎年契約を更改する

任期制教員 Aタイプがある。アジア学科は 2009 年度４月からオーストラリアを専門領域とする教

員を、任期制 Bとして採用した。アジア学科では、他大学に余りない領域を専門とする人が多く、

教員が流動しにくい。そこで、現在のように、60 歳代４人、50歳代６人、と高い年齢に勤続年数



８．教員組織（国際教養学部） 
 

558 

の長い人が多い。それを補うための方策として、学外から講師を招いたり、学生を TA に採用する

などの方法で、学科や授業に新しい空気を入れるようにしている。 

��検・評価（長所と���）］ 
任期制教員がいること、増やすことがかならずしもよいとは限らない。教員の定着性の高さは

逆に長所でもあることを忘れてはならない。 

���方策（��の��・��に向けた方策）］ 
アジア学科では、学外から講師を招いたり、学生を TA に採用するなどの方法で、学科や授業に

新しい空気を入れるようにしている。 

勤続年数の長い教員は、個々に、あるいは互いに注意を喚起しあいながら、機会をみつけて新

しい環境に自らを置いたり、新しいものに学ぶ姿勢を忘れないようにする必要があるだろう。 

 

�．英語コミュニケーション学科 

�現���］ 
英語コミュニケーション学科では、契約の任期を３年と定め、満 70 歳までと規定している任用

期限付専任教員や実社会での経験豊富な経歴を有する客員教員の採用についての規定もあって、

必要に応じて教員の教育研究能力・実績を配慮することになっているが、このような形で採用さ

れた教員は現在存在しない。以前には学科に客員教授が１名いたことがある。 

��検・評価（長所と���）］ 
英語コミュニケーション学科では、多様な分野の教員が望ましいと考え、以前は客員教授とし

て採用したが、学科専属ではなく学部専属の方が望ましい客員教授であったことも事実である。

学科では、任期制の実務家教員の採用などで多様な種類の英語教育が可能であろうが、現在はそ

ういった措置を導入していない。ただ、今後はどのような年齢の任期制教員をどのように活用で

きるのかを検討していくのはよいことである。 

���方策（��の��・��に向けた方策）］ 
英語コミュニケーション学科では、実践英語の「トラベルイングリッシュ」、「通訳英語」など

の授業を活性化するために学外から観光ガイドや通訳の講師を３名招いて、実際に現地を訪れて

観光ガイドを行ったりする企画を今年度に実施する。その際の講師は任期制ではないが、様々な

形で多様な講師を気軽に招聘できるように学科では配慮している。 

 

（教育研究活動の評価） 
必��教員の教育研究活動についての評価方法とその有�性 
この項目については、学部全体で述べる。 

�現���］ 
国際教養学部としては、大学の HP の「研究者総覧」に掲載されるほか、英語コミュニケーショ

ン学科では、学科教員の研究活動について、著書、学術研究論文の自己申告を毎年集計し、ホー

ムページに転載している。また、昨年度より、学部教員は研究活動、教育活動、社会活動、大学

運営活動についての報告書を作成して大学に報告している。この研究活動に関しては、学部の紀

要など定期的に研究成果を発表する場が設けられているが、教員相互の研究向上を図る機会を設

けるために、アジア学科ではアジア学会、英語コミュニケーション学科では英語文化学会を組織

して、それぞれ『アジア学科年報』、『英語文化学会論集』を毎年発行している。しかし、教員の

研究活動に対する評価が具体的に下されることは現在行われていない。また、教員の学生に対す
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る教育の一環である授業評価は、専任教員が担当する科目を対象に、アンケート方式と記述方式

の２種類で学期末に実施され、その学生の評価は各項目について数値化して教員に手渡されてい

る。また、教員に公開する授業も一部行われ、より良い授業展開に向けて前進している。 

�点検・評価（�所と問題点）］ 
全教員がその教育・研究活動について毎年報告して、その実績を例示することは評価されるべ

きであるが、その評価が具体的になされていないのは問題である。また、研究が学際的になった

現在、様々な学部・学科横断的な共同研究なども視野に入れるべきであるが、そのような共同研

究はいまだ稀である感がある。そして、教員の教育活動の重要な要素となる授業評価を学生から

受けて、その結果を数値化して各教員にフィードバックされている点は評価される。学生による

授業評価が絶対的なものではないにしても、教員は、自己の授業形態や教育法を見直し、担当授

業の活性化を意識的に図るようになるからである。ただ、学生による評価がどの程度の妥当性を

持つかは、疑問もあり今後の検証が必要である。 

���方�（��の��・��に向けた方�）］ 
教員の研究活動の成果である論文に関しては、以前より行われている掲載ページ数と概要を明

示する方法を継続する。また、その際にその論文が査読を経過して掲載されたものであるかにつ

いての表記を追加し、論文の年間の最低分量も数値化して明示することを継続する。また、教員

の教育活動については、昨年提出した教育活動報告書のように、学内・学外での活動について報

告し、特に学内での学生支援の状況をも明確にする。 

 
必��教員選考基準における教育研究能力・実績への配慮の適切性 
�．アジア学科 
�現状�明］ 
教員選考は、特別な場合を除き公募によって行われ、応募にあたって、履歴書のほか研究業績

書と教育業績表、両方の提出が求められる。これらによって、学科内の選考委員、次に学部の選

考委員、最後に人事教授会の構成員（教授のみ）が審査する。 

�点検・評価（�所と問題点）］ 
この５～10年の間に公募が原則となり、選考の透明性が増した。しかし、人事の選考にあてる

ことのできる時間が絶対的に不足している。アジア学科に特徴的な問題としては、各人の専門分

野が異なるため、ある教員が行う選考の内容について、ほかの教員が判断できず、「おまかせ」状

態になりやすいことがある。 

���方�（��の��・��に向けた方�）］ 
できるだけ時間をかけて公募・選考ができるようにする必要がある。 

 
２．��コ���ケー��ン学科 

�現状�明］ 
本学部の教員の選考については、「追手門学院大学国際教養学部教授会人事に関する内規」に基

づき、教育研究能力・実績等が適切に審査されている。具体的には、応募者に、本学所定の履歴

書・研究業績書・教育研究業績書と、研究業績の現物（またはコピー）の提出を義務付け、人事

教授会が選出した５人の審査委員により厳正な審査が行われている。また、専任教員選考基準に

おける教育研究能力・実績への配慮は、国際教養学部教授会の人事に関する内規で記述されてい

る「専攻分野について、特に優れた知識および経験を有する者」という文言によって柔軟に対応
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できるようになっている。 

�点検・評価（長�と問題点）］ 
英語コミュニケーション学科では、教員選考基準と手続きの明確化、公募を原則としているこ

とも適切である。また、学科では教員の教育研究能力・実績への配慮を行っているので、特に問

題はないと思われる。ただ、従来の英米文学、英語学、英語教育などの研究分野を専攻とする教

員の配慮は十全であるが、それらの分野とは異なる実務家英語教員の場合に関しては、その実務

の内容評価についてどのような配慮を行うのかは疑問の余地が残る。 

�改善��（�来の改善・改�に��た��）］ 
英語コミュニケーション学科では、今後も教員選考基準と手続きの明確化、公募の原則を維持

する。また、選考については学科の教員全員が行うことを継続する。また、長期的人事計画の基

に年齢構成の適切性の維持、改善を図り、特色ある学科作りの観点から実務家英語教員の実務の

内容評価についても具体的に検討して選考基準を明確化している。 

 
（大学と併設短期大学（部）との関�） 
���大学と併設短期大学（部）に��る����の人員配�の適切性 
����明］ 
短期大学（部）は併設していないので該当しない。 
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（３）大学院研究科の教員組織 
�．経済学研究科 
���目�］ 

国際的に重要な地位を占める日本および国際社会において、指導的な役割を果たす高度な専門

家および研究者を養成し、同時に先端的研究を発信しえる教員組織を実現する。 

（教員組織） 
必��大学院研究科の理�・目的�びに教育課程の��、性�、学生数、��上の��と

の関�における当�大学院研究科の教員組織の適切性、妥当性 （大学���ー� 表
19-3・表 19-4） 

�現状��］ 
経済学研究科は、経済学の分野において創造的かつ独創的な研究を推進し、先駆的な情報を発

信するとともに、経済学の高度な専門的知識を習得し、また関連する専門領域にわたる幅広い学

際性を発揮する能力を身に付けた研究者・高度の専門家を育成することを目的としている。 

そのため、経済学研究科博士前期課程では、経済理論・経済史分野、経済政策分野、財政学・

金融論分野、数理・情報分野で構成され、計 20 の特論が設置されている。担当教員は 19 名（国

内研修者含む）、そのうち３名は兼任で、あとはすべて経済学部の教授である。同博士後期課程に

ついては、担当教員 19 名、そのうち３名が兼任である。全体から見ると教員組織は適切に維持さ

れており、妥当だと言える。 

博士前期課程（学生収容定員 30 名）の担当者は、専任教員０名、兼担当教員数 16 名、兼任教

員数２名（非常勤）によって構成されている。したがって、兼担当教員１人あたりの学生収容定

員数は 1.88 名である。現在の在籍学生数は５名であり、兼坦当教員１人あたりでは 0.31 人とな

っている。 

博士後期課程（学生収容定員９名）の担当者は、専任教員数０名（国内研修者含む）、兼担当教

員数９名、兼任教員数２名（非常勤）によって構成されている。したがって兼担当教員１人あた

りの学生収容定員数は１名である。現在の学生数は２名であり、兼担当教員１人あたり 0.22 名と

なっている。 

�点�・��（��と問題点）］ 
修士課程のみが設置されていた時代より、しばしば時代の経済動向や社会的ニーズの変化を反

映したカリキュラムの改変を積極的に進めており、高度な専門教育の実効性の増大に努力して、

それに対応する教員構成を整備する努力を怠らなかった。そして博士後期課程の開設を機に、教

授陣容の豊富さは一段と高まった。しかしながら、博士前期課程の学生は税理士を志望する者が

多く、そのため特定の指導教員の演習、特論に集中する傾向がある。担当者は学部との兼坦教員

であるため、特定の教員に過度の負担がかかることとなる。これは教員にとっても学生にとって

も好ましい状態とは言えない。 

博士後期課程の学生は現在留学生のみであり、留学生は中国経済論を研究する者が多く、同分

野を専門とする教員が配置されていないという問題がある。以上、問題点もあるが、学生数から

見て、教員組織は妥当と言える。 

�改�方策（将来の改�・改�に向けた方策）］ 
絶えず学生や社会のニーズに合わせた教員組織を考え、整備していかなければならない。学部

と兼坦する教員の負担を軽減する方策として、大学院担当教員を増員する必要がある。また、後

期課程においては、留学生が中国経済論を研究する場合が多く、将来的に同分野を専門とする教
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員を配置する方向で改善する必要がある。 

 
必��大学院研究科における組織的な教育を�施するための、教員の適切な役割分担 

および連携体制��の状� 
�現状��］ 
経済学研究科には研究科委員会が組織され、研究科に関するすべての事項が報告、審議される。

また、必要に応じて博士後期課程会議を開き、同課程独自の問題について報告、審議されている。

さらに、全学的な各研究科間の連絡調整のために大学院委員会が定期的に開かれ、選出された大

学院委員がこれを担当している。研究科委員会は定期・臨時に開催され、比較的小規模な組織で

あるため、教員の役割分担および連携体制は適切に維持されており、妥当だと言える。 

��検・��（��と問題�）］ 
経済学研究科では、入試制度・教育課程・教員組織・指導内容・役割分担など、数多くの問題

を検討し、対応できている。しかしながら、大学院の専任教員が０名で、すべて学部との兼担当

教員によって研究科が担われているため、学部基礎教育や新入生導入教育の重視へと大学全体の

比重が移行し、その負担が過重になると、研究科における教育に大きな影響をおよぼしかねない

という懸念が生じている。大学院が学部の付随的組織と位置付けられてきたための問題であろう。 

�改善方策（将来の改善・改�に向けた方策）］ 
大学院をとりまく社会情勢は流動的であるが、今後大学院が社会人教育・生涯教育に取り組む

必要性は増大するであろうし、地域との連携も重要になると考えられる。大学院を学部の付随的

組織と位置付けていると、学部基礎教育や新入生導入教育の負担が増加するなか、大学院がすべ

て兼担教員に担われている現状では、大学院における教育・研究の空洞化が生じるおそれがある。

大学における大学院教育の位置付けを見直し、大学院研究科の目的に沿って再編成することが将

来の重要な改善方向であろう。そのための一つの施策として、現在コース制の導入が検討されて

いる。 

 
（教育研究支援職員） 
必��大学院研究科における研究支援職員の充�度 
�現状��］ 
現在、経済学研究科における研究支援職員制度は存在していない。 

��検・��（��と問題�）］ 
研究支援職員制度は現在のところ存在していないが、現行の大学院の規模や学生数を勘案すれ

ば、適切かつ妥当である。 

�改善方策（将来の改善・改�に向けた方策）］ 
情報処理関連については、将来研究支援職員が必要であると考えられる。ただし、本学には総

合情報教育センターが開設されており、とりあえずはセンターの拡充によって当該問題に対応し

ていくことが重要である。 

 
必��大学院研究科における教員と研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性 
�現状��］ 

前述したように、研究支援職員制度は存在していないため、連携・協力関係も存在しない。 

��検・��（��と問題�）］ 
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研究支援職員制度が存在しないが、現行の大学院の規模から見れば妥当である。 

�改善方�（将来の改善・改�に向けた方�）］ 
将来における大学院教育の重要性を考えると、研究支援職員制度のスタートに向けて検討する

ことが課題となる。 

 
（教員の募集・任免・昇格に関する基準・�続） 
���大学院担当の専任教員の募集・任免・昇格に関する基準・�続の内�とその�用の適

切性 
�現状�明］ 
大学院担当の教員は同時に経済学部の教員であり、したがって教員の募集、任免、昇格に関し

ては経済学部と同じである。経済学専攻では学部から独立して教員の募集は行っていない。 

博士前期課程の担当者は、経済学部教授の兼任である。経済学研究科では、経済学部教授就任

者において、経済学専攻の兼担が提案され、審査のうえ承認されるというプロセスを経る。博士

後期課程担当者については、前期課程の担当者のなかから博士授与や単著、レフリー付論文点数

などを勘案して、後期課程会議において審査委員会を組織し、審査のうえ承認されるというプロ

セスが設けられている。 

兼任教員（非常勤）については、かならずしも明確な採用基準はないが、それぞれの課程の担

当者としてふさわしい研究業績と教育経験を慎重かつ十分に審査して、経済学研究科委員会にお

いて兼任を承認するというプロセスが設けられている。 

�点検・評価（長�と�題点）］ 
経済学部では准教授の在職年数を比較的長くとっていることから、教授昇任時には相当の研究

業績と教育実績の蓄積が十分満たされることとなっている。大学院研究科委員会では、審査委員

会を組織して慎重に審査し、研究科委員会で承認して大学院博士課程の講義および研究演習担当

者を選ぶことにより、優秀な教員組織が形成されている。しかしながら、前期課程担当者の人数

が限られることとなり、現状のあり方については、繰り返し研究科委員会においても議論されて

いるところである。後期課程担当者への承認についても、後期課程担当者会議において、現在の

昇任人事に関する内規について継続的に議論されている。 

�改善方�（将来の改善・改�に向けた方�）］ 
研究科委員会では博士前期課程に経済学部准教授が担当する科目「福祉社会論特論」「NPO 特論」

を 2010 年度から新設する。また、後期課程についても担当者の一層の充実に向けて改善の努力が

継続されている。 
 
（教育・研究活動の評価） 
���大学院研究科における教員の教育活動および研究活動の評価の実�状�とその��

性 
�現状�明］ 

経済学研究科の兼担当教員は同時に経済学部の教員であり、教育・研究活動の評価は経済学部

との連携によって行われている。経済学部の項目を参照されたい。 

�点検・評価（長�と�題点）］ 
経済学部研究科が経済学部との連携に依存していることは、本研究科の規模から見て適切かつ

妥当と言える。経済学部の項目を参照されたい。 
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なお、2008 年には本研究科において課程博士が誕生したことは特記できよう。これは、本研究

科の教育と研究が充実していることを示すものとして評価できる。 

�改善方策（将来の改善�改革に向けた方策）］ 
経済学研究科の財政や管理運営に一定の独自性を持たせる方向で改善させることが将来的に必

要であろう。改善方策については、経済学部の項目を参照されたい。 

 
（大学院と他の教育研究組織�機関等との関�） 
必��学内外の大学院と学部、研究所等の教育研究組織間の人的交流の��とその適切性

（大学基��ータ 表 12） 
�現���］ 

経済学研究科は経済学部と連携して、学内外の大学、研究所等の教育研究組織間と人的交流を

行っており、経済学部の項目を参照されたい。教育研究交流の成果は、大学の発行する各種紀要

に発表されている。また、学内では大学院委員会が組織され、他研究科とのすべての交流につい

て議論検討が続けられている。 

なお、本研究科として独立した、学外の大学、研究所等の教育研究組織間の人的交流は行われ

ていないため、本研究科として派遣あるいは受け入れた研究者は存在しない。ただし本研究科の

教員が個人として他大学研究組織の研究員として参加している場合はある。例を挙げると、九州

大学石炭研究資料センター（現九州大学附属図書館記録資料館）の学外研究員にその設立以来委

嘱されている事例がある。 

��検�評価（�所と���）］ 
経済学研究科が独自の財政基盤を持つことが困難であるため、経済学部と連携して活動してい

ることは、適切であり妥当である。 
�改善方策（将来の改善�改革に向けた方策）］ 

学外の優秀な教育研究機関との人的交流は、本研究科のレベルアップにとって重要であると考

えられるので、財政的基盤を整備しつつ実施していく方向における改革が必要である。 
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�．経営学研究科 
���目�］ 

本研究科の理念・目的である、『経営に係わる多面的な諸問題を対象に、研究・情報発信を行い、

広い視野と専門分野に関する深い見識を兼ね備えた、研究者・高度職業人を育成することを目的

としている。加えて、複雑化する社会や企業・組織の現実の課題を常に踏まえ、地域社会に根ざ

した知の交流の場を作り上げ、社会のニーズに応えると共に、国際的に通用する社会有為の人材

を育成することを目的としている』に即して、優れた人材を育成することが目的である。 

 
（教員組織） 
必��大学院研究科の理念・目的�びに教育課程の��、性格、学生数、法�上の��と

の関係における当該大学院研究科の教員組織の適�性、�当性（大学���ー� 表
19-3・表 19-4） 

�現���］ 
経営学研究科においては、７つの分野、すなわち「経営」、「会計」、「法律」、「情報」、「起業」、

「国際」、「経営心理」の諸分野を設定している。博士前期課程においては、30の特論が設置され

ている。担当教員は 26 名であり、すべて経営学部の教員である。博士後期課程については、13

の特殊研究科目が設置され、担当教員は 10 名、内１名が兼任で残りは前期課程および経営学部の

教員である。博士前期課程は収容定員 30 名、在籍学生数 26 名、博士後期課程においては収容定

員９名、在籍学生数７名である。 

���・評価（長�と問題�）］ 
全体的な学生数と教員数については適正と考えるが、博士前期課程については特定の教員に学

生が集中し当該教員の負担が大きくなっているという問題がある。博士後期課程については、教

員の退職などによって分野によっては演習指導の体制がとれなくなっている。経営学研究科のひ

とつの柱である会計分野ではすでに後期課程の演習指導の教員が不在であり、募集の努力によっ

ても現在のところ埋まっていない。 

�改�方�（��の改�・改革に向けた方�）］ 
博士前期課程における特定教員への集中の問題は、当該教員の学部持ちコマを減らすことで対

応すべしとの議論もあるが、方針はでていない。分野によっては博士後期課程の演習指導体制が

とれなくなっている件については、できるだけ計画的に内部昇格を円滑に行うことで対応したい

が、一方で審査には厳正さも求められることから即効性は期待できない。博士後期課程演習担当

の教員については、65 歳から 70 歳への定年延長をするという案や院特任教授という案も有効で

はあるが、大学院は学部の附属的な位置づけであるところから全学的な理解は得られず、改革の

方向は決まっていない。 

 
必��大学院研究科における組織的な教育を実�するための、教員の適�な��分担およ 

び��体制��の�� 
�現���］ 

経営学研究科内には研究科委員会が置かれている。大学院委員が２名選出されている。研究科

委員会は定期・臨時に開催され、研究科の運営に関わる事項について議論・審議がなされている。

研究科としての FD 委員、自己評価委員も設定され、研究科内の FD・自己評価委員会も随時開催

され、また必要に応じて博士後期課程担当者による博士後期課程担当者会議も開催される。全学
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的には大学院委員会が定期・臨時に開催され大学院レベルでの全学的な審議を行っている。 

�点�・��（長�と問題点）］ 
大学院の専任教員はゼロで、すべて学部との兼担教員によって構成されている。現在のところ

様々な問題をこなしているが、今後大学院レベルの教育を活性化していこうとした場合、その負

担が懸念される。例えば入試や国際交流にかかわる事項についても、入試部や国際交流教育セン

ターは学部のことに手一杯で大学院レベルまで手がまわりにくいという事情もあり、十分な連携

ができているとは言い難い。 

�改善方�（将来の改善・改革に向けた方�）］ 
社会の変化や要請が変化するなかで、研究科の理念を実現するためには様々な改革が求められ

る。現時点では全学的に大学院は学部の附属的な位置づけであるが、将来的には組織を再編成す

る必要がある。 

 

（教育研究支援職員） 
必��大学院研究科における研究支援職員の�実度 
�現��明］�点�・��（長�と問題点）］ 

経営学研究科に対する研究支援と関連する組織としては、経営学部が経済学部と共同で設けて

いる経済・経営資料室がある。そこでは、職員１名を置いて経営学、経済学関連の専門雑誌、紀

要類を中心に収集・整理している。しかし、職務内容から見て、研究支援とまではいかない。ま

た、教務科の経営学部係では、研究科紀要の実務において研究科の担当教員に助力している。 

全学的には、学長室において、学内で開催される学会の事務的支援、学内プロジェクトの開催

支援、科学研究費・民間研究補助金の獲得・申請に関する業務を行っている。 

以上、資料室、経営学部係、学長室の業務を見れば、そこでは教員と職員の連携・協力がある

ことがわかる。最後に全体的に見て、教育が重視されるなかで、研究支援も含めて、研究に対す

る資源配分（とりわけ時間配分）は総合的に勘案してみる段階かと考えられる。 

�改善方�（将来の改善・改革に向けた方�）］ 
教育を重視することはもちろん重要である。しかし、教育の背後に研究があるということも忘

れるべきではない。その意味で、経営資源は限られてはいるが、その制約のもとで研究を支える

努力も必要である。また、教員が負担する大学行政業務の効率化をはかり、研究に対する時間配

分を適正化することも考えねばならない。 

 

必��大学院研究科における教員と研究支援職員との間の連携・協力関係の適�性 
�現��明］ 

現在、経営学研究科における研究支援職員制度は存在していない。情報システムに関する研究

上の相談は、ある程度総合情報教育センターのスタッフがその任にあたっている。 

�点�・��（長�と問題点）］ 
現在の大学院の規模や学生数を勘案すれば妥当と考える。 

�改善方�（将来の改善・改革に向けた方�）］ 
産業界との連携や、受託研究の受け入れが本格化する段階で必要な研究支援職員制度を立ち上

げていく必要がある。情報システムに関わる支援も高度化し専門性が要求されるようになりつつ

あるなかで、総合情報教育センターのスタッフを強化しミッションを明確化することが求められ

る。これらは将来の改善方向であり、現時点では具体的な計画にはなっていない。 
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任意�大学院研究科におけるティー�ング・アシスタント（��）、��ー�・アシスタン

ト（��）の制度化の��とその活用の��� 
�現���］�点�・評価（��と問題点）］ 
ティーティング・アシスタントは、現在、経営情報関連の一部の授業において活用されている

程度で、十分には活用されていない。 

���方�（��の��・��に�けた方�）］ 
今後、制度化をはかり、十分に活用する必要がある。それは、教員の負担を軽減するだけでな

く、大学院生の教育の場としても意味があるからである。 

 
（教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続） 
必��大学院担当の専任教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内�とその運用の 

��� 
�現���］ 
経営学研究科独自で専任教員を配置しているわけではないため、人事（募集・任免・昇格）に

ついては、学部と共通で進めている。すなわち、学部において「経営学部教授会の人事に関する

内規」に則り、学部・研究科両方の担当科目を勘案しながら人事を進め、それを学部教授会に諮

り、その後研究科委員会において承認を求めるという手続きをとっている。もちろん、大学院担

当教員の資格審査に関しては独自の基準を設けており、研究科委員会はそれに基づいて決定をく

だす。審査基準としては、全学的なものとして「追手門学院大学大学院担当教員資格審査規程」

があり、そのもとで経営学研究科では独自にきめ細かく「経営学研究科担当教員資格審査に係る

内規」を規定している。 

経営学研究科においては、昇格に関しては、４段階に分かれる。前期課程講義担当、同演習担

当、後期課程講義担当、同演習担当の４つがそれである。各段階の担当候補者の審査を行う委員

会は、より上位の段階の担当教員によって構成されるようにしている。資格審査に関する議決は

出席者の３分の２以上の多数で決定する。募集の手続きは、公募によって行うことにしている。 

研究科の人事は、学部の人事と同様に、最終的には全学の「全学教育職員人事委員会」の承認

をもって決定する。 

�点�・評価（��と問題点）］ 
上記通り、研究科教員の人事は、きめ細かい規定に基づき厳格に進めている。この点は十分に

評価できる。しかし、研究科の場合は、学部の人事に比較して、分野によっては教員の確保がよ

り困難となることがある。特に後期課程演習担当者において顕著であり、経営学研究科において

は、現在、会計学分野の後期課程演習担当の採用人事にそれが起こっている。また、昇格人事の

審査においては、上位の段階の審査ほど審査担当教員の人数が減るという問題もある。 

���方�（��の��・��に�けた方�）］ 
こうした現実をみれば、規程の運用において若干弾力化をはかる必要があると考えられる。 

 
（教育・研究活�の評価） 
必��大学院研究科における教員の教育活�およ�研究活�の評価の実���とその� 

�� 
�現���］�点�・評価（��と問題点）］ 
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研究科の教育は文字通り少人数教育が可能である。現在、院生の在籍人数（前期課程 38 人、後

期課程５人）に対して、学部との兼任ではあるが、総勢 25 人の専任教員を配置している。平均的

には、教員１人あたりの院生数は２人以下であり、きめの細かいいき届いた教育指導ができてい

るものと考えている。また、各院生の履修や研究について、関係する教員の間で密に情報を交換

しあい、指導教育の向上に努めている。 

しかし、教員組織の項で述べたように、教員間の負担には不均衡がある。１人あたり院生数２

人以下というのは、あくまで平均の話であり、特定分野（国際経営、マーケティング・起業、経

営学）の教員に院生が集中している。 

また、教員間の連携については、必要のつど情報交換や協議をしているが、十分とは言えない

かもしれない。 

院生の自発的な組織として「院生研究会」が設置されている。これは、院生のなかから幹事を

選び、院生が主体的に運営する組織で、年に３～４回研究会を開き、そこへ研究科教員も参加し

ている。 

研究科教員の研究については、専任教員の全員が学部教員でもあるので、学部の該当項目を参

照されたい。研究成果は、全学自己評価委員会から刊行される「追手門学院大学研究者総覧」に

載せられている。また、本学では全学的に毎年各教員から研究成果報告書を提出する決まりにな

っている。さらに、目下全学的な教員評価に取り組んでおり、そこでも各教員に「研究成果」の

提出を求めている。 

�����（��の��・��に向�た��）］ 
特定分野への院生の集中、教員間負担の不均衡については、該当教員に対してはほかの面での

負担（学部でのコマや大学の行政など）を減らすとともに、現在院生が余り集まらない分野につ

いては募集を一層強化することなどが考えられる。 

院生の指導に対する教員間連携については、チームで院生を指導するような体制ができないも

のか、現在検討している。 

「院生研究会」はさらに発展させる必要がある。教員の参加を増やし、研究発表のレベルを引

き上げていくことが課題である。また、その場で院生が修士論文の中間報告をすることも考えら

れる。 

 

（大学院と�の教育研究組織・�関�との関係） 
必��学内外の大学院と学部、研究所�の教育研究組織間の人的交流の��とその���

（大学���ー� 表 12） 
�現���］��検・評価（長所と�題�）］ 

海外の大学との交換教員制度、海外研修制度（短期、中期、長期の３種類）、国内研修制度など

を通じて、学外の研究組織と研究交流を行っており、それは学内での研究、教育に活かされてい

る。 

また、本学には、歴史と伝統のあるユニークなオーストラリア研究所や、近年の社会的ニーズ

に応じて設立されたベンチャービジネス研究所があり、経営学研究科においても、それら研究所

と密に連携を取りながら研究を進めている。なかでもベンチャービジネス研究所は経営学部の発

案によって設置されたものであり、経営学研究科との関係が深い。 

さらに、本学は共同研究の助成制度を有しており、そこでは海外も含めて、ほかの大学の研究

者の参加も求めることができるようになっている。 
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最後に、全学的な組織として、大学院委員会があり、そこにおいて大学院の教育、研究上の意

見・情報の交換を行っている。 

���方�（��の��・��に���方�）］ 
経営学研究科は、上記のような制度を利用しつつ、ほかの教育・研究機関との交流・連携を進

めているが、この方面においては、今後一段と活性化を図らねばならないと考えられる。特に、

ベンチャービジネス研究所との連携活動の具体化が重要である。 
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�．心理学研究科 
��達目標� 

心理学研究科は、大学の教育理念である「独立自彊・社会有為～自由と調和の人間教育をめざ

して～」をもとに、「心理学の専門資格を有し心理職に就き活躍できる高度専門職業人を養成する

こと、知識基盤社会を支える高度な心理学の専門的知識を有する教養人を養成すること、将来は

研究者となるための人材を養成すること」という人材養成目的を定めている。心理学研究科では、

この目標を達成するために、専門の異なる教員を多数配置し、個々の学生の興味関心に応じた研

究について、指導教員の懇切丁寧な指導のもとその学問的深まりを目指すとともに研究者として

の基礎的態度を育成することを目指している。さらに、自分の専門領域だけでなく、他領域の学

問も深めることによって、幅広い知識をもち狭い領域に偏らない研究姿勢を持つことも目指して

いる。 

（教員組織） 
必��大学院研究科の理念・目的��に教育課程の種�、性格、学生数、法��の基�と

の関�における当�大学院研究科の教員組織の�切性、�当性 （大学基礎�ータ 表
19-3・表 19-4） 

�現���� 
心理学研究科では、大学の教育理念である「独立自彊」「社会有為」をもとに、心理学の専門知

識と資格を持ちそれによって社会に貢献できる高度専門職業人を養成することや、将来研究者と

なるための人材を養成することなどを目的としている。この目標を達成するために、「臨床心理学

コース」「生涯発達・生涯教育心理学コース」「社会・環境・犯罪心理学コース」の３つのコース

を設けている。 

臨床心理学コースでは、臨床心理学の研究者養成とともに、心理臨床の専門的知識と技能を用

いて心理的問題に関わり援助するための高度専門職業人養成という２つの教育を目的としている。

臨床心理学コースは、日本臨床心理士資格認定協会より臨床心理士養成第１種指定校として認定

を受けている。このコースの必修科目を担当する教員は９人であり、全員が臨床心理士である。

９人のうち、１人は臨床発達心理士の資格も持っている。また１人は、追手門学院大学地域支援

心理研究センターの専任教員である。その他に「臨床心理関連行政論」を担当する心理学部専任

教員が１人いる。必修科目を担当する各教員の専門は、精神科医１名のほかは、学校臨床、精神

分析、人間性心理学、発達障害など多岐にわたる。学生数は 2009 年度で、修士課程１年生と２年

生を合わせて 27 人である。臨床心理士を目指す院生たちにとっては、各専門分野を深く学ぶ特論

科目だけでなく、心理学のテストや技能を学ぶ演習科目や、得た知識を社会で使えるように体験

的に学ぶ学内外での実習科目が必要であるため、それぞれをバランスよく学べるように科目を配

置し、担当にふさわしい教員を置いている。修士論文の指導科目である「臨床心理学コース演習

１・２」は、地域支援心理研究センター専任教員以外の全教員が担当し、院生の興味関心に広く

応じられるようにしている。臨床心理面接特論、臨床心理査定演習などの演習科目は、複数担当

である。これは、それぞれが得意とする面接法や査定法を教えるためであり、そのことによって

学生に最良の教育を提供することができている。専任教員では十分にカバーできない領域につい

ては学外兼任を配置し、さらに、院生が担当する個々のケースについては「心理療法実習１・２

（学外スーパービジョン）」で、学外の専門家にスーパーバイズを依頼している。 

生涯発達・生涯教育心理学コースは、高度な心理学的専門知識をもとに、発達の現場や学校現

場において、訓練された専門職業人として活躍することを目指すとともに、知識基盤社会を支え
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る発達心理学・教育心理学の専門知識を持った教養人の養成、および研究者の育成を目的として

いる。このコースでは、日本臨床発達心理士資格認定運営機構が認定する臨床発達心理士、学校

心理士資格認定運営機構が認定する学校心理士の受験資格が得られる教育課程となっている。こ

のコースの必修科目を担当する教員は５人である。５人のうち、３人は臨床発達心理士と学校心

理士の資格を持ち、１人は学校心理士の資格を持っている。５人の専門は、発達心理学、青年心

理学、認知心理学、カウンセリング心理学、認知神経心理学であり、発達系と認知系の専門家で

ある。学生数は、2009 年度で、修士課程１年生と２年生を合わせて 10 人である。必修科目の「生

涯発達・生涯教育心理学コース演習１・２」は、５人の全教員が担当し修論指導を行っている。

また実習科目である「臨床発達心理実習」は全教員がオムニバスで担当しているが、カンファレ

ンス時には全教員が出席する。なお担当教員５人のうち１人が講師であるが、2010 年度より准教

授へ昇任の予定である。 

社会・環境・犯罪心理学コースでは、知識基盤社会を支える高度な心理学の専門的知識を持っ

た教養人の養成をすること、および研究者の養成を目指している。特に取得できる資格はないが、

このコースは生涯発達・生涯教育心理学コースの科目が履修可能になっている。社会・環境・犯

罪心理学コースの担当教員は、４人である。各自の専門は、社会心理学、交通心理学、環境心理

学、犯罪心理学である。学生数は、2009 年度で、修士課程１年生と２年生を合わせて２人である。

このコースでは、必修科目として「社会・環境・犯罪心理学コース演習Ⅰ・Ⅱ」が修士論文指導

の科目として、１年生から配置されており、４人の全教員が担当している。 

各コースとも他コースの学生が履修可能な選択科目があり、学生はさまざまな科目を履修でき、

多様な担当者の指導を受けられる。 

ただ修士論文については、臨床心理学コース、生涯発達・生涯教育心理学コースともに、院生

の希望が偏ってしまい、指導人数に偏りができている。 

���・��（��と問題�）］�����（��の��・��に�けた��）］ 
各コースとも、それぞれ専門に応じた教員が適切に配置されている。資格取得に関わる科目を

開講している臨床心理学コース、生涯発達・生涯教育心理学コースはともに、資格に関わる多数

の科目を開講しなければならない。特に認定協会によって開講科目が決められている臨床心理学

コースは、学生数が多いこともあり授業についての担当教員の負担が大きくなっている。負担を

軽減するために、漸次担当教員数も増えているが、大学院専任の教員制度が本学にはないため、

根本的な解決にはなっていないのが現実である。担当教員の半数が臨床心理学系の教員であり専

門のバランスにやや問題があるとも言えるが、入学生も圧倒的に臨床心理学系の学生が多いので、

入学者数と担当者数のバランスはとれていると言える。また、修論指導教員の偏りについては、

院生の希望を優先させるとなかなかうまく解決が図れない。 

 
必��大学院研究科における組織的な教育を実�するための、教員の適切な���担 

および���制��の�� 
�現���］ 
臨床心理学コースにおいては、「臨床心理面接特論」「臨床心理査定演習」など、複数で担当す

る科目がある。これは、担当教員それぞれが得意とする面接法や査定法を教えるためである。ま

た、「臨床心理基礎実習」「臨床心理実習」などの実習や「臨床心理学研究法演習（インテイクカ

ンファレンス）」も複数担当で行われている。臨床心理学コースでは、毎年 15 人前後の修士論文

を指導するために、教授だけでなく准教授や講師も、その専門性に応じて指導を行っている。修
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論計画発表や中間報告なども授業の一端に加えられているので、指導教員だけでなく、複数の教

員の指導が受けられる。このように複数で担当する科目が多いため、教員間の連携を密にするた

め、臨床系教員は定期的に会議を開いている。そこでは、授業の内容や修論指導教員の決定、外

部実習先の開拓や実習先への院生の配置などが話し合われている。 

生涯発達・生涯教育心理学コースでは、「臨床発達心理実習」において、実習のカンファレンス

を全員で担当している。カンファレンス等では、多様な見方が必要であり複数担当が望ましいと

考えてのことである。また実習のスーパーバイザーは指導教員以外から、学生が希望によって選

ぶことになっている。これは、１人の院生の指導をすべて 1 人の指導教員がするよりも、他者の

視点が入った方がいいのではないかと考えたからである。修士論文の指導教員についても、主担

当と副担当を設けている。主担当の教員を中心に、副担当の教員の意見も聞きながら論文を進め

ていくことになる。このコースでは、授業時間外に修論計画発表や中間報告会をしており、さま

ざまな教員の意見が聞けるようになっている。 

社会・環境・犯罪心理学コースでは、一年次から指導教員を決めて２年間にわたって指導を行

っている。また特に複数で担当している科目はない。 

�点�・��（��と��点）］���方�（��の��・��に�けた方�）］ 
臨床心理学コースや生涯発達・生涯教育心理学コースの授業では、各教員それぞれの専門性を

生かした指導の分担ができている。 

 
（教育研究支援職員） 
必���学院研究科における研究支援職員の充実度 
�現状��］ 

心理学研究科専任の研究支援職員はいない。心理学部心理学科には、心理実験準備室に 1 名の

派遣事務職員が勤務している。この職員が研究科の職務もかねているのが現状である。 

事務職員の職務は、心理実験準備室にある実験器具やテスト類の管理、実験室使用の管理、学

部学生や院生と教員との連絡係など多岐にわたるが、研究支援というよりは教育支援と言えるで

あろう。 

研究支援職員は、例えば心理学の場合であれば、情報処理関連の知識を持ち、実験プログラム

の作成補助や分析プログラムの使用方法の相談にのるなど、研究が円滑に進められるような補助

をする職員だと考えられる。本学には、総合情報教育センターがあり、インターネットや一般的

な相談にはのってくれるが、例えば個々の実験プログラム作成などは、指導教員の力量に頼らざ

るを得ない。また指導教員でも作成が困難な場合は、専門業者に依頼して有料でプログラムを作

成してもらうことになる。今のところ、そのような高度なプログラムを作成しなければならない

事態はほとんどなく、なんとかこれまでやってこられたというのが現状である。 

�点�・��（��と��点）］���方�（��の��・��に�けた方�）］ 
研究支援職員がいると、研究面でも教育面でも充実が望めるので、可能であれば設置が望まし

いと考えている。 

 

必���学院研究科における教員と研究支援職員との間の連携・�力関係の��性 
�現状��］ 

現在のところ、心理学研究科専任の研究支援職員はいない。 
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任意�大学院研究科におけるティーチング・アシスタント（��）、リサーチ・アシスタン

ト（��）の制度化の��とその�用の適�� 
�現��明］ 
心理学部においては、2009 年度から、心理学部の授業において、ティーチング・アシスタント

（TA）として大学院生を任用するということを試みに始めた。TAが採用されたのは、臨床系の専

門科目や実験実習のパソコンを使用して実験を行う科目などである。募集手続きや人数等も事前

に学科会議で承認された。学期の終了後、それぞれの担当者から、TA を用いた際の教育効果等が

報告されて、2010 年度以降も継続して TA の予算を申請していく予定である。このように、大学

院生を TA とする試みは学部で行われており、今のところ研究科では制度化していない。ただその

ために、大学院生の TA の報酬が学部生と同じになっており、早いうちに大学院で TA を制度化す

ることが望まれる。 

またリサーチ・アシスタント（RA）の制度についても同様で、現在研究科には存在しない。実

験施行のために、個人的に RA を雇用するということは行われているが、制度としては確立してい

ない。 

��検・��（��と���）］���方�（将来の��・��に�けた方�）］ 
心理学研究科心理学専攻は、2011 年度を目指して博士後期課程の設立を計画している。博士後

期課程の学生にとっては、将来指導者としての資質を高めるためにも TA の経験は貴重である。そ

のため博士後期課程設立の際には、その教育の一環として TA 制度を取り入れたいと考えている。

またそれととともに、RA制度についても検討したいと考えている。 

 

（教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続） 
���大学院担当の専任教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内�とその�用の適

�� 
�現��明］ 
本学には大学院専任教員はいないため、専任教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続きは、

学部で行われている。その手続きは以下のようになっている。各学部とも、教員採用にあたって

は、まず全学教育職員人事委員会により、人員配置の了承を得て、採用人事を開始する。採用の

具体的な判断は各学部における人事教授会でなされるが、学部間での教員採用の基準に関してで

きるだけ共通の基準を持つことができるように、全学教育職員人事委員会において各学部の基準

を披瀝する機会を持つことによって、できる限り平準化をするようにしている。 

これは、昇任人事においても同様である。教員の昇任に関しても、全学教育職員人事委員会に

よる手続きのチェックと、実際には各学部における人事教授会で審査がなされる。昇任基準は、

学部により異なるが、できるだけ恣意的な判断によらないようにするために、また昇任する教員

にもその基準を明示することに意味があると考えて、心理学部のように明確な基準を設定してい

る学部もある。 

また、新任教員については、大学全体で新任教員の研修を行うとともに、各学部においても新

任教員の研修を行っている。これにより、大学の建学の精神から、教員の様々な役割、学内の諸

手続きのあり方等々を教示することで、できるだけ早期に大学の様子を知り、適応してもらうこ

とを目指したものである。 

大学院においては、基本的に学部において人員の採用、昇任は行われることから、人事に関し

ては、主として追手門学院大学大学院研究科委員会規程第２条第（２）項に「授業担当者の選考
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に関すること。」とあるように、大学院における科目担当者の選考を行うこととなっている。基本

的な手順は、当該教員の担当予定科目と業績との対応があるか否かを中心に、主査１名副査３名

で検討が行われ、研究科委員会で審議決定される。 

�点検・評価（�所と問題点）］���方�（��の��・��に�けた方�）］ 
研究科専任教員がいないため、学部で専任教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続きを行

っていることは妥当である。 

 
任意�任期制�を��、大学院研究科の教員の��な流動化を促進させるための��の導�

�� 
�現���］ 
本学任用期限付専任教員（任期制教員 Aおよび B）に関する規程は 2008 年２月に制定されてい

る。すなわち任期制教員 A は、大学教員選択定年制により定年前に退職した場合で、本人の申し

出に基づき、全学教育職員人事委員会の審議を経て任用が決定された場合である。また任期制教

員 Bは、（１）教員に欠員が生じ、本学の全学および学部学科の基準教員数から見て、学部の教育

上早急に補充が必要な場合、（２）大学院博士課程の演習指導教員に欠員が生じ大学院の教育上早

急に補充が必要な場合、（３）本学の存在意義をより高めるために、知名度を有し、顕著な業績を

上げている研究者、企業人を採用する場合、（４）大学が必要と認める特定分野を担当する教員を

採用する場合である。 

心理学研究科においては、本人の希望により、2010 年度から任期制教員 Aに１名の教員が採用

される。また、2011 年度から開設を目指している博士後期課程では、博士論文を指導できる教員

の確保のために、任期制教員 B の制度を利用する可能性もある。いずれの場合も、教員の専門や

教育能力などから研究科に必要不可欠と判断される場合である。 

�点検・評価（�所と問題点）］���方�（��の��・��に�けた方�）］ 
教職員のライフスタイルが多様化し、その価値基準によって任用期間を選び得ることは、同時

に流動性を促進させるという側面からも評価できる。心理学研究科にとっては、まだ施行前であ

るので、特に問題点は見られない。 

 

（教育・研究活動の評価） 
必��大学院研究科における教員の教育活動および研究活動の評価の�施��とその有�

性 
�現���］ 

大学院心理学研究科の専任担当教員はすべて心理学部に属しており、教育活動や研究活動につ

いては、心理学部 FD・自己評価委員会の年報である『追手門学院大学心理学部自己評価』と、心

理学科の紀要である『心理学論集』の彙報に毎年掲載されている。内容は、最近の研究課題、著

書・論文、学会発表、研究助成、社会活動、所属学会、資格などの項目を設けて毎年の成果を報

告している。 

教育活動については、心理学研究科 FD 談話会を１年に１回開催し、大学院の授業内容やその進

め方について、担当教員で話し合っている。また自己評価活動の一貫として、大学院の授業アン

ケートを行っている。学部の FD 談話会の内容は、『追手門学院大学心理学部自己評価』に掲載さ

れるが、研究科の FD 談話会の報告や授業アンケートの報告はどこにもされないため、現在学部で

発行している『追手門学院大学心理学部自己評価』に共同で掲載することを検討中である。 
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�点検・評価（�所と�題点）］ 
このような２つの報告書を刊行することによって、各教員の教育・研究の自己点検・自己評価

が推進されているものと思われるが、研究領域や研究課題の相違により、記載する項目や情報量

に個人差があり、十分な統一が図られていないのが現状である。また、報告される内容は、研究

活動が主眼で、学部や大学院における教育活動に関する情報はほとんど記載されていないため、

これらは改善が求められる点の１つである。 

�改善��（��の改善・改�に�けた��）］ 
2010 年度中には、大学院 FD 談話会の内容や授業アンケートの内容を『追手門学院大学心理学

部自己評価』に共同で掲載できるように調整する。 

 

（大学院と�の教育研究組織・機関等との関�） 
必��学内�の大学院と学部、研究所等の教育研究組織間の人的交流の状�とその���

（大学基��ータ 表 12） 
�現状�明］ 

本学では心理学部の専任教員が心理学研究科の教員を兼任している。本学にある地域支援心理

研究センターにおいては、心理学研究科に所属する多くの教員は、2004 年度よりオープン・リサ

ーチ・センター整備事業として設けられた同センターの所員として参加していた。５年間計画で

行ってきた研究は、2009 年３月に報告書を上梓してその成果を公表した。オープン・リサーチ・

センター整備事業終了後は、今後の目標を明確にして、研究テーマごとに所員を募集する等セン

ターの研究体制を再構築していくことが必要となっていた。そこで、2009 年度からは、社会の要

請を考慮して、新たに①子育て支援、②学校の教育力の回復、③高齢者支援という研究テーマを

センターで設定し、所員を募集した。現在心理学研究科心理学専攻を担当する教員 19 名のうち、

それらのテーマについて研究を進めたいという 11 名が所員として参加している。 

同センターは、個別的な臨床心理相談機関である「心のクリニック」を付設しており、事例研

究に基づく個別的な対応を図ることを目的に相談活動を行っている。この「心のクリニック」は

日本臨床心理士資格認定協会第一種指定大学院に必要な実習施設となっており、臨床心理学コー

スの学生の内部実習を行っている。心理学研究科心理学専攻臨床心理学コースの教員は「心のク

リック」の相談員であり、「心のクリニック」で院生の指導にあたっている。また、2007 年９月

よりは、精神科医でもある臨床心理士有資格者がセンター専任教員として勤務している。センタ

ー専任教員は、センター内でスーパーバイザーとして大学院生の実習指導にあたると同時に、心

理学研究科においても精神医学特論を開講しており、地域支援心理研究センターと心理学研究科

の人的交流の一端となっている。さらに、センター所員や心のクリニック相談員として、心理学

研究科の教員は、同センターの紀要である『地域支援心理研究センター紀要』および『心のクリ

ニック紀要』に研究成果を発表している。 

また 2008 年度の心理学研究科の設置とともに、地域支援心理研究センターは、それまで受け入

れてきた臨床心理士を目指す臨床心理学コースの大学院生のみに関わらず、学校心理士、臨床発

達心理士を目指している生涯発達・生涯教育心理学コース、社会・環境・犯罪心理学コースの大

学院生を対象とした実習施設としても活用できないかを検討中である。 

�点検・評価（�所と�題点）］�改善��（��の改善・改�に�けた��）］ 
2004 年度に設立され､2005 年４月より新しい建物で活動を始めた地域支援心理研究センターに

おける教育・研究活動は、徐々にその成果を上げつつある。「心のクリニック」での心理臨床的援
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助活動では、多方面からの来談者を受け入れ、心理学研究科の学生の実習の場としても徐々に拡

大しつつあることは評価に値する。2009 年度よりセンターが掲げたテーマのひとつである子育て

支援については、センター内に新たに相談室を設け、心理学研究科内の生涯発達・生涯教育心理

学コース、社会・環境・犯罪心理学コースの大学院生たちとともに、担当教員も入って、地域の

支援をしていくことを検討中である。これによって、人的交流がより一層活発になることが期待

できる。
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�．文学研究科 
［��目標］ 
（１）教員組織に関わる、文学研究科の理念・目的・教育目標の明確化 

（２）教育・研究指導に関する教員間の情報・意見交換と相互評価の活性化 

（３）院生への聞き取り調査等、（２）の活性化に向けてのデータの蓄積 

 

（教員組織） 
この項目については、研究科全体で述べる。 

必��大学院研究科の理念・目的�びに教育課程の��、性�、学生数、��上の基準と

の関係における当�大学院研究科の教員組織の��性、�当性 （大学基礎データ 表
19-3・表 19-4） 

［現状説明］ 
文学研究科は修士課程をそれぞれ擁する複数の専攻からなり、2008 年から３専攻体制をとって

いる。本研究科の学生収容定員は各専攻 10 名、在籍学生数は社会学専攻０名、中国文化専攻４名、

英文学専攻０名、計４名である『大学基礎データ（表 18）』。教員組織については、社会・国際教

養各学部所属の教員が本研究科の授業を兼担している。教員数は社会学専攻 11 名、中国文化専攻

12 名、英文学専攻６名、計 29 名である。設置基準上の必要教員数は、研究指導教員数と研究指

導補助教員数をあわせて３専攻各５名、計 15 名であり、研究指導教員として必要とされる教授の

数も含め、基準を満たしている『大学基礎データ（表 19-３）』。 

［点検・評価（長所と��点）］ 
［現状説明］での数字が示すように、本研究科の教員組織は在籍学生数との関係で十二分な教

育・研究指導体制となっているが、各専攻の理念・目的に沿った授業科目の充実という点ではか

ならずしも十分と言えない面がある。また研究科全体としての理念・目的・教育目標等が明確に

されていない現状については、「本報告書評価大項目１．理念・目的（３）大学院研究科 d．文学

研究科冒頭項の［現状説明］（pp.27）」に述べた通りである。 

［改善方策（��の改善・改�に向けた方策）］ 
定員充足に向けての方策については、「本報告書評価大項目４．学生の受け入れ（３）大学院研

究科 d．文学研究科（定員管理）の［改善方策］（pp.392-393）」に述べた通りである。文学研究

科の理念・目的等の設定と深くかかわる研究科再編に向けての検討が開始されたことについては、

「本報告書評価大項目１理念・目的（３）大学院研究科 d．文学研究科冒頭項の［現状説明］（pp.27）」

に述べた通りである。 

 
必��大学院研究科における組織的な教育を実�するための、教員の��な��分担および

連�体制確�の状� 
この項目については、研究科全体および専攻別で述べる。 

１．研究科全体 
［現状説明］ 
本学の大学院研究科委員会規程に基づき、文学研究科長は研究科担当教員で構成される研究科

委員会を招集してその議長となり、文学研究科の運営にあたっているが、複数の専攻からなる研

究科の運営を円滑にするため、各専攻から選出された専攻主任が、研究科長の招集する専攻主任

会議と各専攻の教室会議で連絡調整の任にあたっている。また文学研究科では、大学院教育の改
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善にかかわる不断の自己点検・評価活動を推進するため、2007 年秋に文学研究科自己評価委員会

規程を定め、各専攻から選出された委員が委員長を中心にその任にあたることになっている。 

［点検・評価（長所と問題点）］ 
従来、文学研究科長は人間学部長と文学部長が２年任期の交代制で兼任してきたが、2004 年に

この方式は改められ、研究科長の任にあたる者が研究科の運営に専念できる体制が整えられた。

また文学研究科における研究科長、各専攻主任、各専攻の自己評価委員のあいだで現在兼任はな

く、適切な役割分担が図られている。それと同時に、［現状説明］に述べた自己評価委員会規程で

は、委員会が必要に応じ委員以外の者（例えば研究科長、専攻主任など）に出席を求め、意見を

聴くことができる旨を定めており、連携体制の確保にも配慮するよう努めている。 

［改善方策（�来の改善・改革に�けた方策）］ 
この項目について改善すべき点は、現状では特に認められない。 

 
２．�会学専攻 
［現状説明］ 
コンスタントに入学生、卒業生がある時期には、専攻会議、大学院担当教務委員の選定、修士

論文発表会等の組織的な活動を行ってきた。しかし、学生数が１名しかいないという状況のなか

では、上記の活動は不要となり、学生は卒業に必要な科目の修得と修士論文の指導をそれぞれ個

別の教員との関係のなかで行って、卒業していく現状となっている。 

［点検・評価（長所と問題点）］ 
たまに入学してきた学生は、常に１対１の状況で自己が選択した科目の履修と修士論文の作成

を行わねばならない。このことは、濃密な個人的指導を受けることができるという長所と学生同

士の討論や相互啓発ができないという短所を持っている。 

［改善方策（�来の改善・改革に�けた方策）］ 
学生募集のための抜本的改革を行って、志願者増を計るための投資を大学に要請するという方

策も考えられる。しかし、本学の経営状況と入学者数の恒常的減少の現状を考慮すると、専攻の

廃止を視野に入れた検討をなすべき時にきている。 

 
３．中�文�専攻 
［現状説明］ 

専攻主任のもとに、専攻科としての組織的な教育を実施するにあたって、教員の適切な役割分

担を決めるために、年２回の正式の会議と専攻主任または構成員のそのときどきの要請に基づく

会議が開かれている。この会議の報告は専攻主任会議で検討されている。またこの専攻主任会議

での検討結果は文学研究科委員会で報告がなされている。さらに新たに設置された自己評価委員

会のもとに３専攻の問題点が報告され、他専攻との意思疎通がより緊密になってきている。 

［点検・評価（長所と問題点）］ 
専攻主任のもとでの会議は主に院生の指導・カリキュラムに関する問題が多く議論される。指

導教官に基本的に当該の院生の指導が任せらるのは当然であると思うが、それをサポートする体

制、つまり院生のテーマに沿っての援助が少しも組織的に図られない仕組みになっているのは問

題であると考えている。 

［改善方策（�来の改善・改革に�けた方策）］ 
院生の指導にあたっての連携体制として、まず指導教員の当院生を修了させるための二年間の
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具体的プランを出してもらい、それを検討するための会議を組織する必要があると考えている。 

 
�．英文学専攻 
�現状��］ 
英文学専攻では、専攻主任が専攻主任会議に出席して文学研究科全体や各専攻に関わる事柄を

検討している。また、英文学専攻では英文学専攻主任が大学院担当者会議を定期的に開催して組

織的な教育を実施するための連絡や役割分担を図っている。また、英文学専攻でも今年度より自

己評価委員が中心となって大学院教育の改善の指針となるようにアンケート調査を実施して、そ

のアンケート結果を検討している。 

�点検・評価（��と��点）］ 
英文学専攻では、専攻主任が専攻主任会議に出席して定期的に大学院担当者会議を開催して緊

密な連携体制を確保しているのは評価できる。また、自己評価委員が自己評価委員会に出席して

学生からの改善要求などに向けて検討している点も評価できる。 

�改善��（��の改善・改�に向けた��）］ 
この項目について改善すべき点は、現状では特に認められない。 

 
（教育研究支援職員） 
この項目については、研究科全体で述べる。 

必��大学院研究科に�ける研究支援職員の�実度 
�現状��］ 

現在、文学研究科に研究支援職員の制度はない。 

 
必��大学院研究科に�ける教員と研究支援職員との�の連携・�力関�の��� 
�現状��］ 

現在、文学研究科に研究支援職員の制度はない。 

 

（教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続） 
この項目については、研究科全体で述べる。 

必��大学院担当の専任教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその運用の�

�� 
�現状��］ 
学外からの兼任教員をのぞく大学院担当教員は学部との兼担であるので、大学院担当の専任教

員の募集・任免・昇格に関する基準・手続きの内容とその運用については、社会、国際教養各学

部の当該項に譲り、ここでは大学院担当教員の資格審査について述べる。資格審査の手順は、ま

ず各専攻が３名からなる資格審査委員会を設置して審査の結果を文学研究科委員会に報告し、研

究科委員会で出席者の３分の２以上の多数で議決を行う。資格審査の基準は、その担当する専門

分野に関し、高度な教育研究上の指導能力があると認められる者について、以下のように定めら

れている―（修士課程担当教員の資格）①大学教授もしくは准教授で研究上の業績があると認め

られる者、②博士の学位を有する者、③研究上の業績が②と同等以上であると認められる者、（修

士課程演習担当教員の資格）先の資格を有し修士学位論文の研究指導を行える者。 

�点検・評価（��と��点）］�改善��（��の改善・改�に向けた��）］ 
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文学研究科における担当教員の資格審査は、本学の大学院担当教員資格審査規程に基づいて厳

格に行われており、その基準・手続きに関し、運用の面で特に改善すべき点は認められないが、

内容の面では、今後大学院教育のなかで重要となる社会に有用な人材養成の観点から、職業経験

や各種の社会経験を有する人材を視野に入れて資格審査基準の見直しを図ることが必要であり、

今後その方向で検討していきたい。 

 
（教育・研究活動の評価） 
この項目については、研究科全体で述べる。 

必��大学院研究科における教員の教育活動および研究活動の評価の実施状況とその有�性 
�現状��］ 
文学研究科の教育を担当する専任教員の教育・研究活動の詳細については、全学自己評価委員

会が毎年冊子と電子媒体のかたちで更新する「追手門学院大学研究者総覧」に公表されており、

また個人研究費の支出との関連で、研究の課題・内容・方法・意義について記した「個人研究費

研究計画書」と研究の取り組み状況および成果について記した「個人研究費研究成果報告書」を

毎年提出することが各教員に義務づけられている。これに加えて 2008 年には、大学評価申請のた

めの書類を作成する必要から教育・研究業績表の提出が、また学内の教員評価プロジェクト会議

からは、試行段階ではあるが、教育・研究・社会・大学運営の４領域にまたがる活動報告書の提

出が、それぞれ各教員に求められている。このように全学レベルでは、一本化されたかたちでは

ないものの教員評価に資するデータの集積がなされているが、教育・研究活動に関する文学研究

科独自の組織的な教員評価はこれまでのところ実施されていない。 

�点検・評価（長所と�題点）］�改善方�（��の改善・改�に向けた方�）］ 
教育・研究活動に関する教員評価の、データの集積にもまして重要な一面というべきは、常日

ごろ教員間でなされる地道な相互評価である。これについては、これまで文学研究科で各専攻の

レベルを超えた組織的な取り組みはなされてこなかったが、2007 年秋の文学研究科 FD 懇談会の

開催につづいて、2008 年には文学研究科自己評価委員会が組織され、同委員会を中心に、おもに

教育・研究指導面にかかわる聞き取り項目を作成して本研究科院生を対象に調査を実施し、その

調査結果が翌年、FD 懇談会の場で公表された。地道な作業ではあるが、今後こうしたデータの蓄

積を教員間の情報・意見交換と相互評価の活性化につなげていくことが本研究科の当面の目標で

ある。 

 
（大学院と他の教育研究組織・機関�との関�） 
この項目については、研究科全体で述べる。 

必��学内外の大学院と学�、研究所�の教育研究組織間の人的交流の状況とその��性 
（大学基礎データ 表 12） 

�現状��］ 
2008 年度までの過去３年間、文学研究科で教員・研究者の派遣・受け入れは短期・長期、新規・

継続ともにない『大学基礎データ（表 12）』。 

�点検・評価（長所と�題点）］�改善方�（��の改善・改�に向けた方�）］ 
人的交流は学会活動、海外調査、他大学・大学院への出講その他、あらゆる機会に教員・研究

者個々のレベルで実現されており、大学・大学院担当の教員が学内研究所の所員を兼任すること

によっても可能となっているが、文学研究科全体として学内外の教育研究組織との人的交流が図
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られていない点は改善の余地があり、今後検討していきたい。 
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�．事務組織 
�到達目標� 

大学の運営組織は、大別すると、教学組織と事務組織の２つの組織から成り立っており、お

互いに連携を密にして情報を共有し、同じ方向に進んでいくよう業務に取り組んでいかなけれ

ば、所期の目標を達成することは到底できない。 

本学が、現在、掲げている教育目標を達成するために必要な事務組織として到達すべき目標

は、次の通りである。 

（１）教育・研究を主とした教学組織と行政を主とした事務組織の役割を明確にしたうえ、お

互いにそれぞれの役割を認識し、協働できる体制創りを目指す。 

（２）大学運営に必要な戦略的な体制と合理的・効率的な事務組織に改編する。 

（３）迅速な意思決定・伝達を促進していくため、執行役員体制のさらなる充実化を図る。 

（４）職務に対する権限と責任の体制を構築し、事務組織を有効に機能させる。 

（５）各所管部署が所有している基礎データを共有し、データを利用して有効活用ができるよ

うな事務システム創りを促進する。 

（６）事務職員研修制度を体系化させると共に教学組織との強固な信頼関係を築くことができ

る新しい事務職員人事制度を確立する。 

 
（事務組織の構成） 

必��事務組織の構成と人員配置 （大学基礎データ 表 19-5） 
�現��明� 

本学院は幼稚園から大学院までを擁する総合学院である。以前は大学事務組織と幼稚園から

高校までの事務組織は、大きく２つの組織に分かれており、事務職員もそれぞれで独自に採用

を行ってきた。しかし、学校を取り巻く社会情勢の変化に対応する必要性から、法人全体の効

率的で適正な人員配置を目指し、2002 年４月から事務組織は法人全体で有機的に一元化された

（後掲の「事務組織図」（pp.585）参照）。 

事務組織のうち、法人業務系として法人事務局、経営戦略室、監査室がある。法人事務局に

は、総務課、人事課、財務課、管財課がある。これらの部署は、業務の中心は大学に関わるも

のとなっているが、幼稚園から中高等学校までの取りまとめも行う部署でもある。法人事務局

にはもうひとつ、大手前センターがある。ここでは学院が設置する公共施設「大阪城スクエア」

の管理・イベント運営を行っている。法人業務系には 72 名の事務職員を配置している。 

大学業務系としては、学長室、大学事務部、教務部、入試部、学生部、キャリア開発部、サ

テライトオフィス、オーストラリア研究所、教育研究所、ベンチャービジネス研究所、総合情

報教育センター、国際交流教育センター、地域支援心理研究センター、附属図書館がある。こ

れらの部署にはそれぞれ課・事務室があり、大学、大学院に関わる業務を行っている。大学業

務系には 143 名の事務職員を配置している。なかでも教学面に関わる教務部、学生募集のため

の入試部、学生生活に関わる学生部、就職支援のキャリア開発部への人員配置を重視し、学生

の生活・募集・就職に重点を置いた運営を可能としている。 

また、学長室は大学運営に関する新たな企画、改組転換、補助金の獲得、FD に関する業務な

ど、大学改革の中心的な部署であり、ここにも重点的に人員を配置している。 

本学の事務組織は、いずれも基本的に学部横断的な組織であるが、教務部では各学部毎に係
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を置き、各学部の教授会に関わる事務を行うなど、各学部との連携を密にし、教学面の充実を

推進している。 

事務組織間の意思疎通の手段としては、課長・事務長の会議体である「課長・事務長会」を

定例的に開催している。 

�点検・��（長�と��点）］ 
事務組織のなかには、少人数の部署もいくつかあり、組織運営の面から見ると、やや効率の

悪いところがある。 

また、全体的に専任職員数に比して、それ以外の職員数が多くなっている。これは、少子化

に伴う入学志願者減が予想されたこともあり、大学財政を健全な状態で維持するためにも、極

力専任職員の採用を控えてきたこと、退職勧奨や早期退職優遇制度などの実施を行い、人員の

削減を行ったことなどで、固定費である人件費を可能な限り抑制してきた結果である。そのた

め、本学の財務上の人件費比率は全国平均よりかなり低くなっているが、専任以外の職員の数

を増やすことで、事務業務の質は何とか維持している。しかしながら一方で、最近の業務内容

の複雑化、業務量の増加によって専任職員数が不足気味になってきている部署もある。 

さらに、専任職員の年齢構成を見ると、若年層が少なく、専任職員全体の 46％を 50 歳代以

上が占めるといういびつなものになっている。 

�改�方�（��の改�・改�に向けた方�）］ 
人員の重点的投入だけではなく、これまでは教員の部長しか配置できなかった部署にも、事

務部長を配置できる体制を整え、教員と事務職員の協働を一層推進できる体制にするため、2009

年 10 月改正に向けて事務組織規程の一部改正（案）を作成しているところである。 

また、事務組織としては、今後さらに整理と統合を行い、大学運営に関する迅速な意思決定

と業務遂行が可能となる体制を整えていく方向で検討する。 

専任職員に関しては、2007 年度から積極的に 20 歳代、30 歳代を中途採用している。新卒採

用も積極的に行う予定であり、今後は年齢構成と財政的なバランスを見据えながら、より安定

した事務組織を構築するためにも、専任職員数の増加を図っていく。 
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�事務組織と教学組織との関係� 
���事務組織と教学組織との間の連携協力関係の�立状況  
�現状��］ 

事務組織と教学組織との間の連携協力関係については、大学全体の運営に関するものと大学

の各部門に関するものの２つの協力関係がある。 

１つ目の大学全体に関するものとしては、本学では、執行役員会大学運営部会、執行役員会

特別重点化部会および大学評議会があり、その何れの会議体にも事務職員が深く関係している。 

執行役員会大学運営部会においては、全構成員 11 名のうち、学長室事務部長および大学事務

部長の２名が事務職の執行役員として加わっており、大学運営の意思決定に大きく関与してい

る。なお、部会の所管部署である学長事務室の事務職員がオブザーバーとして出席している。 

また、執行役員会特別重点化部会においては、全構成員４名の正式なメンバーとしてではな

いが、キャリア開発部長代理および入試部次長の２名が事務職員管理職として同席しているほ

かに、入試広報課員がオブザーバーとして陪席している。 

本学では、会議体への同席者および陪席者は、正式な構成メンバーと同様に発言することが

認知されているので、大学の入試対策および就職対策の構築に大きく関わっている。なお、こ

れらの部会では、大学評議会や教授会に付議する議題について、事前に審議し、調整がなされ

ている。学長室は、学長を補佐し、全学に関わる教学事項についての業務を遂行する組織で、

副学長が学長室長を兼任し、ほかに調査役として数名の学部教員を任命しているほか、学長事

務室事務長および数名の事務室員が構成員となっている。 

２つ目の大学の各部門に関するものとしては、教育研究活動に関する業務を運営するほとん

どの組織に置かれている教務委員会等各種委員会の活動を通して行われている。これらの委員

会の構成委員は、各学部選出の教員ならびに当該委員会の所管部署の事務部長、次長、課長・

事務長および事務職員である。これらの委員会の委員長は、教員であるが、委員会の審議には

事務職員も加わっており、意思決定に深く関わっている。 

本学は、５学部８学科４研究科６専攻を有する人文社会科学系の中規模大学であるが、事務

組織は、管理運営全般について全学共通に編成されている。また、教務、入試、学生、キャリ

ア開発など学部等の教学に関わる業務の担当部署も全学共通で編成されている。 

学部毎の事務室は置いていないが、教務課の組織のなかに学部教授会、研究科委員会および

学部独自の人事・教学に関する業務を担当する学部係を置き、各学部３名の事務職員を配置し、

学部長および研究科長の業務を支援している。なお、学部係は、学部教授会および研究科委員

会の運営に大きく関わっており、ほかの事務組織との連携協力関係を築くうえで、重要な役割

を担っている。 

�点�・評��長所と�題点�］ 
事務組織と教学組織との間の連携協力関係は、良好である。学部教授会、研究科委員会およ

び各種委員会業務については、定期的に教員の委員が交代してしまうので、事務職員の方が業

務に精通しており、会議運営の主体となっている。 

しかし、各会議体の委員長は、教員が務めており、一定の任期を終えると交代してしまうの

で、運営方針が短期完結型となっており、中長期的な展望に立って業務を遂行していくことが

難しい状況となっている。 

���方策���の��・��に�けた方策�］ 
教学における業務担当部署については、現在、教員部長を配置しているが、事務部長が置け
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るように事務組織規程を改正する。 

また、現在、執行役員会経営管理部会のなかで、合理的・効率的な事務組織へ改編すること

が検討事項として設定されており、2010 年度に向けて検討を始めているところである。 

 
���大学運営における、事務組織と教学組織との有機的一体性を��さ�る��の��

性 
�現状��］ 

本学の事務組織は、法人事務局長をトップとし、その下に管理部門の経営戦略室事務部長お

よび法人事務局次長ならびに大学事務部門の学長室事務部長、大学事務部長、入試部次長、学

生部次長およびキャリア開発部長代理を配置し、その下に課長・事務長および課員を配置して

いる。 

大学運営に関する事務上の課題については、事務局長と事務部長・次長とで構成する部次長

会や法人事務局次長と課長・事務長とで構成する課長・事務長会において協議・報告がなされ

ており、事務独自の問題については、それらの会議体で完結し、報告会にて事務職員全体に周

知されている。 

管理部門においては、職員人事管理、労務管理、財務管理、財産管理などの業務については、

事務組織が主体となって担当しており、教学組織は関わっていない。なお、学部教授会や研究

科委員会の教学組織においては、事務的な補助をする以外に事務組織は大きく関わっていない。 

また、学部教授会の下部組織である各種委員会、執行役員会大学運営部会、執行役員会特別

重点化部会および大学評議会においては、教員と事務職員が相互に協力し合って重要事項を決

定しており、事務組織と教学組織が有機的一体性をもって大学運営にあたっている仕組みとな

っている。 

�点検・評�（長所と問題点）］ 
事務組織と教学組織が有機的一体性をもって大学運営にあたっていると言えるが、2009 年４

月から発足した執行役員会大学運営部会および執行役員会特別重点化部会では、大学運営に関

する事項を審議・決定し、大学評議会においては、大学の教学に関する事項を審議・決定する

ように棲み分けを行う予定であったが、かならずしもそのようになっていないのが現状である。 

�改���（��の改�・改�に向けた��）］ 
執行役員会経営管理部会において、事務組織規程の改正を諮ると共に大学評議会および各種

委員会の正式な構成メンバーとして、職員の事務部長・次長を加えるよう規程改正（案）を作

成しているところである。 

 
（事務組織の役�） 
���教学に関わる企画・立案・補佐機能を担う事務組織体�の��性 
�現状��］ 

教学に関わる企画・立案は、新規事項および継続事項共に各種委員会における教員の委員と

担当の事務職員とで協議して決定し、上位の会議体である学部教授会および大学評議会に諮ら

れて決定されている。 

事務職員は、企画・立案から決定までのプロセスにおいて、補佐機能の働きを担っている。 

また、全学的な教学事項の企画・立案・補佐機能については、大学評議会を所管している学

長室が大きく関わっており、学長室事務部長および学長事務室員が主体となって業務を担当し
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ている。 

�点検・評�（長所と問題点）］ 
現在の事務組織体制は、教学に関わる企画・立案・補佐機能を担っていくうえで、適切であ

ると思うが、今後、大学の競争的環境が激化していくことを考えると、かならずしも事務職員

の企画・立案・補佐能力が高いとは言い難い。 

�改���（�来の改�・改革に�けた��）］ 
今後、事務職員が教学に関わる企画・立案・補佐機能を十分に果たしていくにあたって、執

行役員会経営管理部会に諮るため、人材を育成するための新しい事務職員人事制度を確立する

と共に事務職員研修制度を体系化させるべく検討しているところである。 

 
���学内の意思決定・伝達システムの中での事務組織の役�とその活動の適切性 
�現状�明］ 

大学の意思決定機関としては執行機能を伴う執行役員会大学運営部会と主に教学事項をあつ

かう大学評議会がある。また、主に入試・広報・キャリア問題を取り扱う執行役員会特別重点

化部会がほかにある。 

それぞれの会議体には、事務職員が正式メンバーとして参加しており、学内の意思決定に事

務組織が関与する体制が確立している。 

決定事項の伝達に関しては、教員組織は教授会で伝達されることとなっている。事務職員組

織には課長・事務長会によって伝達される。 

本学では、すべての教職員にパソコンが配置されているが、グループウェアシステムとして

は事務職員と学院執行部メンバーに限りロータス・ノーツが利用されてきた。そのため、事務

職員には掲示板機能を使って容易に伝達が可能となっているが、教員に対しては文書ベースで

の伝達に止まっている。このため往々にして連絡漏れの事態が散見される。また、事務職員の

場合、事務スペースが各課ごとに各フロアに散在していることもあって、逆に安易に電子メー

ルに頼りすぎているきらいもある。 

�点検・評�（長所と問題点）］ 
執行役員会は 2009 年４月に発足したばかりの会議体であり、本来はより円滑な業務執行を意

図していたが、従来よりの会議体である大学評議会との所管事項の線引き、棲み分けが未だ明

確にはできていないという状況にある。 

事務職員の連携については、物理的な制約があり対面での連絡体制が取りにくい状況にある

が、大スペースの執務フロアを建築中であり、早晩解消される見込みである。 

グループウェアシステムについては、現状のロータス・ノーツでは、老朽化や機能面で発展

性に限界があるため、新システムに更新を準備中である。 

�改���（�来の改�・改革に�けた��）］ 
大学が教職協働して、すなわち教職員一体となって改革を目指すためには、情報の共有体制

は不可欠である。そのための手段として、グループウェアシステムの更新を行い教職員間の活

用を拡大する。従来の事務職員のみでなく教員も利用できるシステムとして、サイボウズ・ガ

ルーン２に切りかえ、2010 年年初から稼動する。 

また、2009 年８月に新１号館（事務棟）が完成し、事務部門が同一フロアの大スペースに集

積することにより、教職員間・職員同士の横の連絡が円滑に動き出す予定である。 
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必��国際交流等の専門業務への事務組織の関与の状況 
�現状�明］ 

国際交流、情報教育、入試、就職等の専門業務への事務組織の関与であるが、本学ではそれ

ぞれ教員のセンター長・部長の下に、事務職員の事務部長・次長を配置することができる体制

となっている。当然ながらそれぞれに実務部門長としての事務長か課長を置いている。委員会

組織もあるが、各学部から選出された教員委員と担当所管課長等が構成員となっており、審議・

検討に参画するとともに、実務面はほぼ全面的に事務職員が担っている。 

本学では、これらの業務を従来から基本的に専任職員が中心に担ってきたが、近年優れた外

国語能力や情報処理能力、広報能力、相談能力など専門的知識や経験を求められる業務の領域

が拡大しており、これらの部門については契約職員・派遣職員の採用や業務委託などで対応し

ている。なお自己啓発・研修などにより専門業務を十分担えるようになった専任職員も順次育

ってきている。 

�点検・���長所と�題点�］ 
専門的業務が一層複雑化するなかにあって、一定の対応ができるような体制を機動的に採っ

ているとは言え、制度の継続性の観点もあり今後も組織の核である専任職員が資質を磨き、多

様な専門職種の中心となり運営することが求められている状況である。 

そのため、職員の研修制度を体系的に確立し直し、専任職員の資質向上を組織的に推進する

環境を整備することと、進化・複雑化する専門的業務に対し効果的に対応できる柔軟性に富ん

だ事務組織を構築することが目下の課題である。 

���方���来の��・��に向けた方��］ 
人事制度のさらなる充実を目指し、職員人事制度検討委員会で議論を重ねている。「多様な雇

用形態の活用検討」についてもテーマとなっており、専任職員ではあるが、総合職・専門職の

ように職種を分ける複線化について検討している。 

 
必��大学運営を経営面から支えうるような事務機能の確立状況 
�現状�明］ 

本学では、2002 年４月に、それまで法人機能と大学機能に分かれていた組織を統合し、管理

部門を１つにして、新らしく総務課、人事課、財務課および管財課の４つの管理部門を置いた。 

また、2008 年１月には、経営戦略室を新たに設置し、法人機能と大学機能の両方の機能を兼

ね備えた組織を強固にしたことに伴い、それまで複雑であった二重管理の必要がなくなり、大

学運営を経営面から強く支え得るようになった。 

�点検・���長所と�題点�］ 
法人事務局の管理部門において、法人と大学の両機能を果たしていくことは、大学運営につ

いて教学面からもよく考えながら、経営面のことを考えて調整していくという体制となってお

り、大学の意思決定を法人側に伝達していくうえで、円滑・迅速な組織になったと言える。 

しかし、統合前の事務職員の配属先は、大学組織と幼小中高組織とに明確に二分されていた

ため、未だもって双方の業務内容を十分に理解できていない事務職員が多く、かならずしも強

固に大学運営を経営面から支えているとは言い難い現状である。 

���方���来の��・��に向けた方��］ 
執行役員会経営管理部会に諮るため、大学運営を経営面から強く、しっかりと支えていくよ

うな新しい事務職員人事制度を確立すると共に事務職員の研修制度を体系化させるべく検討し
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ているところである。 

 

�大学院の事務組織� 
必須�大学院の充実と将来発展に関わる事務局としての企画・立案機能の��性 
����明］ 

本学では、大学院だけのための事務局は設けておらず、学部に関する事務部局が、大学院に

関する事務機能を併せ持っている。 

定型業務として、庶務的な連絡・調整、予算執行、授業で使用する資料の印刷、奨学金申請

等の業務を遂行し、事務職員は、研究科委員会や大学院委員会における補助的な機能を果たす

程度に留まっている。 

�点検・評����と問題点�］ 
大学院関係の規程の制定・改廃業務や大学評議会における大学院に関する重要事項の審議に

ついて、各事務部局が関わっていると言える。 

しかし、将来、大学院をどうしていくのかといった将来構想が明確になっていないこともあ

るが、かならずしも事務局が、大学院の充実と将来発展に大きく関わって、企画・立案機能を

果たしているとは言い難い。 

�改����将来の改�・改�に向けた���］ 
理事会内に設置している将来計画推進委員会に諮るため、大学院を将来的にどうするのかと

いった計画について検討しているところである。 

その審議結果に基づき、事務局をどうするのか、また、事務職員の配置をどうするのかを決

定する。 

 

���ッフ・���ロップ�ン���D�� 
必須�事務職員の研修機会の確�の��とその有�性 
����明］ 

事務職員は、一人ひとりが専門性や企画力を身につけ、大学運営に関する新しい提案を企画・

推進できるようにならなければならない。また、複雑化・多様化する業務を遂行するうえで、

他者との円満なコミュニケーションをはかれることも必須である。そのような事務職員の育成

ために、本学では、事務職員に対する研修機会に関しては比較的多く設けている。 

主な研修は以下の通りである。 

① 新任事務職員研修 
採用時には、学院全体の基本的な知識や事務職員としての基本的な素養を身に付けることを

目的としての初任者研修、その後は３ヵ月毎のフォローアップ研修を実施している。３ヵ月ご

とに内容に関連性を持たせ、前回の研修を３ヵ月間どう活かしてきたかについての発表を行う

など、考える研修を中心に行い、事務職員像を自分なりに築き上げる一助にしている。 
② 指名研修 

人事課の指名により、担当業務に役立つと思われる研修を受講させ、専門性の向上を図るも

の。人事課には様々な研修会の案内がくるため、そのなかから特に有益なものを選択している。

個別に専門的な内容のものが中心となる。 
③ 職場研修 

各部署において、問題点や懸案事項の解決、業務に直結する内容を共有させるため、年に２
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回実施するもの。各課・事務室単位での実施を義務付けている。 
④ 事務職員研修 

年に一度、「事務職員全体研修」「課長・事務長研修」「課長補佐・事務長補佐・係長研修」を

それぞれかならず実施している。 
事務職員全体研修では、学院を取り巻く重要な問題点の共有や、外部講師による様々な研修

を行うようにしている。 
課長・事務長研修では、管理職に求められる判断力と、提案・企画力を身に付けるものや、

部下の管理監督・指導できる力の養成、また、他部署との協調・協力を図り学院の運営方針に

沿って自部署の運営を行う能力の向上を図れるような研修を実施している。 
課長補佐・事務長補佐・係長研修では、実務の中心人物として、判断力と企画・提案力を身

に付けるものや、部下の監督・指導する能力の向上を図れるような内容を実施している。 
ほかにも、若手を中心に、ほかの組織を経験し見識と人脈をひろげ、今後の大学運営に資す

ることを目的として、日本私立学校振興・共済事業団への１年間の研修出向も実施している。 

また、桜美林大学大学院の大学アドミニストレーション専攻通信教育課程および立命館大学

の大学幹部職員養成プログラムは、大学が費用を負担する形で受講できる体制を整えている。

これらは経営管理のできる事務職員を育成するために実施しているものである。 

さらに各種団体が実施する研修会には、所属長の判断でいつでも参加させることができる。 

また、2008 年 11 月からは、本学主催で一般にも門戸を開いた形式の「学校経営管理セミナ

ー」をスタートさせた。このセミナーでは、大学運営に関して専門的な知識を持った講師を迎

え、大学事務職員のあり方や、大学が抱える諸問題についての考察などを、講演、シンポジウ

ムなどの形態で開催している。本学の事務職員は無料で参加させ、他大学の取り組み内容や、

社会情勢などを確認することで業務遂行の参考とし、さらには新しい企画・提案のきっかけに

してもらうことを目的として、実施しているものである。 

�点�・���長所と問題点�］ 
本学の事務職員に対する研修機会の確保は年々増加傾向にある。前述の「学校経営管理セミ

ナー」もその一つである。研修機会が多いというのは良いことであるが、現段階では体系的な

研修プログラムが用意されておらず、役に立ちそうなものはどんどん取り入れているという状

態である。 

研修機会を多く用意するのは、事務職員一人ひとりの自発的な参加を促すためでもある。研

修とは自己研鑽、自己啓発のために自発的に行われるべきものである。しかし、そのような積

極的な事務職員はまだまだ不足しているのが現状である。 

事務職員の意識がかわり、自発的な研修参加が常識となるよう方向付ける必要がある。 

�改善方策�将来の改善・改�に向けた方策�］ 
大学の運営は、ますます厳しくなることが予想される。本学の事務職員には、旧態依然とし

た事務職員から行政管理職員への脱皮を図ってもらうことが最重要課題である。すなわち、専

門性を持ち、自ら企画・運営・改善できる力量を持った事務職員を育成することが急務となっ

ている。 

現在、本学独自の研修プログラムの策定に着手しているところである。将来的にはこのプロ

グラムに沿って、体系的に研修を実施し、採用から定年までサポートできる体制を整えたい。 

 
�意�事務組織の専門性の向上と業務の���を図るための方�の��性 
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�現状��］ 
事務組織の専門性の向上については、それぞれの事務部局において、所属長が中心となり、

事務職員個々人が日常業務を遂行していくなかで、専門性の向上に努めている。 

事務職員研修制度の現状については、前述の通りであり、国際交流等専門業務への事務組織

の関与についても前述した通りであって、質的には、契約職員や派遣職員の能力に頼っている

部分がある。 

また、最近の情報化への進展に伴い、本学においても、合理的に業務が遂行されるようにな

ってきており、効率化が図られてきている。 

��検・評�（長所と�題�）］ 
事務組織の専門性の向上が図られると共に業務の効率化も図られてきているが、かならずし

も専門性が高くなってきている事務職員が多いとは言い難いのが現状である。 

�改���（��の改�・改革に向�た��）］ 
「組織は人となり」と言われているように、事務組織を強くするためには、組織を形成して

いる事務職員を強くする必要がある。 

事務職員の質を高め、専門性の向上と業務の効率化を図っていくにあたって、執行役員会経

営管理部会に諮るため、事務職員研修制度を体系化させると共に新しい事務職員人事制度を確

立することを検討しているところである。 

 
（事務組織と学校法人理事会との関係） 
任��事務組織と学校法人理事会との関係の適切性 
�現状��］ 

本学院においては、2008 年７月に理事会改革がなされ、現在の理事会は、19 名（寄附行為に

おいては 16 名以上 19 名以内となっており、学内理事として、理事長、学院長・学長、副学長、

中・高校長２名、小学校長、法人事務局長、常務理事２名、学部長１名の 10 名と学外理事９名。

ほかに監事として３名が同席している。）から成っている。内、事務職員の理事は、法人事務局

長１名のみである。 

なお、理事会開催時には、法人評議員として選出された事務職員の事務部長４名が、理事会

が適切に運営されていくように陪席している。 

また、理事会とは別に、理事長、学院長・学長、常務理事２名、副学長、法人事務局長およ

び常任監事の７名で構成されている学内理事会とも言える常任理事会がある。この常任理事会

には、法人事務局次長および総務課長の２名が陪席している。 

理事会および常任理事会において付議する重要な議題の設定については、事務局である総務

課が積極的に担っており、大学機能と法人機能の両機能を併せ持っているので、理事会と事務

組織の関係は密接である。 

��検・評�（長所と�題�）］ 
事務職員である法人事務局長、法人事務局次長および総務課長の３名が、理事会の運営にか

なりの部面において、大きく関わっていると言えるが、理事としての事務職員が、法人事務局

長１名という状況においては、事務組織と理事会との関係が適切であるとは言い難い。 

�改���（��の改�・改革に向�た��）］ 
理事会改革がなされて寄附行為が改正されたが、運営上、未だ不備なことがある。次回の理

事改選がある 2011 年７月までに、理事会への事務職員の関わりをさらに強くするため、理事構
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成に関する寄附行為の一部改正（案）の作成を開始しているところである。 
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10．施設・設備 

 

（１）大学における施設・設備等 

���目標� 

追手門学院は、2006 年に大学創立 40 周年、2008 年に学院創立 120 周年を迎え、その記念事

業として、キャンパス・リニューアル計画を実施してきた。そのなかで、体育館の改修工事や

研究棟耐震工事を行い、新築工事では、中央棟や６号館、同窓会館（将軍山会館）を建設し、

2009 年には、新１号館が竣工する予定である。これらの整備された施設・設備を、安全性に十

分留意したうえで有効活用することと共に地球温暖化対策等環境問題、障がい者対策に積極的

に取り組むことを目標とする。 

 

（施設・設備等の整備） 

必��大学・学�・大学院研究�の教育研究目的を実現するための施設・設備等���

の整備��の��性 （大学基��ータ � 36・� 37・� 38・� 40） 

�現���� 

１．校地 

現在のキャンパスの総面積は 123,967 ㎡で、大学設置基準上必要な校地面積である 77,409

㎡を上回っている。 

なお、上記以外に、学院の共用地として岡山県真庭市（湯原）に 4,631.98 ㎡、真庭市（蒜山）

に 3,348.00 ㎡、滋賀県伊香郡西浅井町に 29,162.00 ㎡を保有している。 

２．校舎 

教育・研究・管理施設として２号館・３号館・４号館・５号館・６号館・研究棟・第２研究

棟・中央棟・図書館・地域支援心理研究センター・日本文化研修道場・守衛所・管理センター

があり、厚生・体育施設として体育館・体育練習場・学生会館・学友会センター・第２学友会

センター・食堂を設置している。また、大学の歴史や学院の歴史がわかる展示室と学生や卒業

生が利用できる会議室、カフェテリアを備えた将軍山会館（同窓会館）も設置している。 

校舎面積は、63,307 ㎡を有し、大学設置基準上必要な 25,801 ㎡を上回っている。 

３．教室 

教室棟としては、２号館・３号館・４号館・５号館・６号館があり、講義室 28 室・演習室

16 室・実験室 28 室・情報処理教室 13 室・AV 教室 33 教室・LL 教室３室の合計 121 教室を設置

している。その総床面積は 12,414.62 ㎡で、総収容人員は 9,295 名である。 

４．運動場・ス�ー�施設 

運動場は、第１グラウンド 12,197.08 ㎡、第２グラウンド 12,684.87 ㎡、第３グラウンド

4,676.05 ㎡の３面があり、第１グラウンドはラグビー・アメリカンフットボール・サッカー等

の球技に使用するほか、陸上競技にも使用している。第２グラウンドには、野球場・洋弓場を

設けている。第３グラウンドには、テニスコート４面を設置している。また、鉄骨平屋建ての

体育練習場（延べ床面積 164.03 ㎡）を設置し、主に武道場として使用している。 

体育館は、鉄筋２階建て延べ面積 4,321.32 ㎡あり、2003 年度に耐震改修を含めてリニュー

アル改修を実施した。バレーボール・バスケットボール等に利用するメインアリーナのほかに、

柔道場・剣道場・武道場を設置している。その他に、体育教員室・会議室・講義室・更衣室を
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設置し、空調設備も完備している。 

５．課外活動施設 

学生の課外活動を促進するため、次の施設を整備している。 

（１）学生会館 

学生会館は、延べ面積 3,553.06 ㎡で、412 名収容の舞台付き大ホール・会議室５室・展

示室・楽屋・学友会本部（学生自治会）等を配置している。大ホールには、舞台照明施設、

音響施設等を備えている。また、１階の一部を、購買施設として書店（ナカニシヤ書店）

とコンビニエンスストア（ローソン）に場所を提供している。 

（２）学友会センター・第２学友会センター 

学友会センターは、鉄筋５階建て延べ面積 4,635.50 ㎡で、各クラブの部室・各団体の本

部室・音楽練習場・トレーニングルームを設置している。第２学友会センターは、合宿研

修施設として、和室・シャワー室・自炊用のキッチンを設けている。 

（３）日本文化研修道場（茶室） 

日本文化研修道場は、木造瓦葺平屋建て面積 70.11 ㎡で、２室の本格的なお茶室を設置

している。裏千家今日庵の監修のもと、2007 年１月に全面的な改修を終え、課外活動のほ

か、併設する中学校の礼儀作法の授業の場として年間を通じて利用されている。また、海

外からの来賓や留学生の日本文化に触れる重要な場として利用している。 

�点�・��（�所と問題点）� 

１．校地 

本学は、大阪と京都の中間の北摂の丘陵地に位置しており、大学用地として周辺は、閑静な

住宅地と山林に面し教育に相応しい環境のもとにある。また、キャンパス内には併設の中学校・

高等学校があり、中・高・大学の連携が取りやすい環境ともなっている。 

丘陵地を利用しているため、敷地には約 30m の高低差があるが、エスカレーターを設置した

ことにより、移動に関しての負担が軽減された。しかしながら、日影権の影響を受け、建築物

の高さ制限等の問題で有効面積が少ないのが難点と言える。 

２．校舎 

校舎面積は延べ床面積 63,307 ㎡で、大学設置基準において必要とされる校舎面積 25,801 ㎡

を上回っており、設置基準に規定されている諸施設はすべて備えている。 

これら校舎の現状は、居住性・利便性・安全性には十分配慮をしており、点字ブロックでの

誘導や車イス用のスペース・車イス用の机・障がい者用リフト・エレベーターや自動ドア等バ

リアフリー化と障がい者用の設備も整備している。 

新たに建築した中央棟・６号館は、屋上緑化や空調効率を高めるためダブルスキン（二重ガ

ラス）工法を採用し環境に配慮していることが認められ、大阪都市景観建築賞を受賞している。 

３．教室 

本学が整備している講義教室・演習教室は合計 121 室で、総床面積 12,414 ㎡、総座席数 9,295

席である。また、心理学実習室・生物実験室など、学部・学科・課程に応じた実習室・語学教

育のための Language Learning 教室、情報処理教育のための情報処理演習室を設けており、設

置基準を充足している。 

６号館に 391 人教室が２室と 384 人教室が１室、555 人教室が設置されたため多人数の授業

が可能となった。また、391 人教室は、555 人教室での講義の様子を教材と同時に映し出すこと

ができ、最大 1,000 人規模の講演等に対応できるようになった。 
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学部改組・教育改革等により授業科目数が増加していること、公開講座が増えていることに

より利用頻度も増えている。 

�．運動場・スポーツ施設 

グラウンド敷地は、同一キャンパス内に３ヵ所で合計 29,558 ㎡あり、大学設置基準にいう「校

舎と同一の敷地内」という規定にも適合し、必要面積を確保している。 

体育館その他のスポーツ施設の総床面積は 4,485.35 ㎡であり、体育館の第 1 体育室（メイン

アリーナ）は入学式等の式典などを催す際の講堂としての機能も備えており、大学設置基準に

例示された必要施設にも合致する。 

これらの諸施設は、教育課程のスポーツ実習に有効に活用しているほか、課外活動での利用

等、学生たちの健康増進に役立っている。 

課外活動の面から見ると、専用練習場としての球技場が無いため、クラブ間での時間調整を

行って使用しており、一般開放が困難な状況である。また、サッカー・ラグビー・アメリカン

フットボール等の競技では、人工芝が主流となっているが、本学では普通の土グランドのため

公式試合の会場には適していない。また、日影になる所が少ないため熱中症の対策が十分とれ

ないこと、グランド近くにトイレが１ヵ所しかないことや更衣室も近くにないため、休日の大

会などでは不便となっていることが問題点である。 

地域社会への開放の面では、茨木市少年サッカーフェスティバルの会場に第１グラウンドを、

野球教室の会場として第２グラウンド（野球場）を、登録した個人に対して洋弓場を開放して

おり、少しずつであるが地域社会による有効利用を進めている。 

�．課外活動施設 

（１）学生会館 

学生会館は、学生会館運営委員会の管理により、課外活動団体や一般学生の活動の場と

して有効に利用されている。また、小規模ながら本格的な機能を備えたホールは、学校行

事の各種講演会・キャリアガイダンス・学生の活動発表の場等に利用されている。また、

エレベーターを設置し、障がい者にも配慮しているが、入口が自動ドアでないことが問題

点である。 

（２）学友会センター・第２学友会センター 

学友会センターは、各クラブの部室として、第２学友会センターは、合宿研修施設とし

て設置しており、それぞれ課外活動を活発化させる拠点として、支障なく有効に利用され

ている。 

合宿研修施設として設置されている第２学友会センターは、合宿研修以外に各クラブ練

習場・研修場・ミーティングルームとして活動に有効に利用している。また、両施設とも

エレベーターが設置されており障がい者も問題なく利用できる。 

（３）日本文化研修道場（茶室） 

日本文化研修道場は、松下電器産業㈱の創設者、松下幸之助氏からの拠金をもとに建設

された日本建築の建物で、２室の本格的なお茶室を設置している。普段の課外活動では、

茶道部が主に利用し、お茶会等の行事を催す時は、裏千家より提供していただいた茶器を

使用し本格的な茶道の場として利用している。課外活動のほかでは、併設する中学校の礼

儀作法の授業の場として年間を通じて利用している。また、大学の入学式の際には、大学

教育後援会（PTA）がお茶会を催し多くの保護者が利用している。海外からの来賓や留学生

も日本文化に触れる重要な場として利用している。 
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�改��策（��の改�・改�に�けた�策）］ 

１．校地 

市街化調整区域にあり、日影権の影響を受け、建築の際には制限がある。この日影権の影響

を無くすために隣地の確保を進めている。 

２．校� 

2009 年夏に竣工予定の１号館には現在中央棟に入っている事務部局や役員室が入る予定の

ため、空いた中央棟のスペースに保健室や学習支援室、自習室等の設置を検討し有効利用をす

る。 

既存施設の改修については、点字ブロック敷設やバリアフリー等の障がい者対策と空調効率

と照明効率を考えた省エネ機器への更新等の地球温暖化対策を優先しながら年次計画を作成し

て進めていく。 

照明の省エネ機器への更新は、学友会センター、４号館、研究棟を予定しており、空調の省

エネ機器への更新は研究棟を予定している。 

３．教室 

2009 年夏に竣工予定の１号館には現在中央棟に入っている事務部局や役員室が入る予定の

ため、中央棟の空きスペースを中心として、４号館、５号館の有効利用を計画している。また、

学生机・椅子について、老朽化しているので、更新を計画的に実施する。 

４．�動場・スポーツ施設 

スポーツ実習・課外活動によるスポーツ施設の利用度が高く、より有効利用を図るために近

郊でグランド用地の確保を検討する。また、スポーツの活性化を図るために、既存のグラウン

ドについては、人工芝化を行う予定である。また、トイレ・更衣室、熱中症対策のための休憩

室をグラウンド近くに設置する計画である。 

５．課外活動施設 

（１）学生会館 

学生会館は、課外活動団体や一般学生の活動の場として、また、学校行事の各種講演会・

キャリアガイダンス・学生の活動発表の場等に利用されている。 

エレベーターを設置し、バリアフリー化を進めた。今後は、入口に自動ドアを設置する

予定である。 

（２）学友会センター・第２学友会センター 

学友会センターは、各クラブの部室として、第２学友会センターは、合宿研修施設とし

て設置しており、それぞれ課外活動を活発化させる拠点として、支障なく有効に利用して

いる。しかしながら、第２学友会センターは、課外活動の合宿所としての利用が主となっ

ている。オリエンテーションや研修合宿には宿泊室が不足するためセミナーハウスの建設

を検討する。 

（３）日本文化研修道場（茶室） 

日本文化研修道場は、普段の課外活動では、主に茶道部が利用するに留まっている。華

道部、書道部の利用促進を検討する。 

 

���教�の用に�する情報処理機器な�の�備�� （大学���ータ 表 38） 

�現��明］ 

情報処理機器や視聴覚機器を備えた教室は 74 室あり、総面積が 8,683 ㎡を有し、収容定員は
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6,400 名である。 

そのうち、各学部共用として 49 室あり、総面積も 7,826 ㎡で収容定員は 6,264 名となってい

る。 

��検・��（長�と���）� 

機器については、2008 年度に最新の機器に更新し、ソフトにおいても新しいソフトを導入し、

自宅のパソコンからでも情報を入手できるようにしている。 

携帯電話を利用した授業についても実施しており、電波の受信状態も常に良好な状態となる

ように携帯電話会社と連携し、学生のニーズに合わせ、時代に則した情報処理施設となってい

る。 

�����（将来の��・��に�けた��）� 

教室における機器の配置は充実しているが、教室が授業で使用しているため、学生が自由に

使用できる自習室が少ないのが現状である。常に開放しているパソコン自習室の設置が必要で

あり、これは 2009 年度に設置できるよう検討中である。 

 

���記念施設・保存建�の�理・活用の状� 

�現状説�� 

大学創立 40 周年を記念して建設した６号館・中央棟のエントランスの壁面に大学の創立から

今日までの年表を掲示した。また中央棟２階のエントランスの壁面にも、追手門学院の教育理

念を掲げ、内容を解説している。 

同じく、大学創立 40 周年を記念して建設した将軍山会館（卒業生が自由に利用できる同窓会

館）には、４つ展示室を設け、開学から今日までの歴史がわかる年表とともに展示品も陳列し、

学生や来校者が自由に見学できるようになっている。 

��検・��（長�と���）� 

中央棟２階のエントランスの壁面には、追手門学院の教育理念を掲げ、その由来となる書を

掲げ内容を解説している。ここにはベンチを設け学生がくつろぎながら教育理念を目にするこ

とができるようになった。 

将軍山会館（卒業生が自由に利用できる同窓会館）には、展示室を設け、開学から今日まで

の歴史がわかる年表とともに当時の教科書や講義ノート、制服等の展示品も陳列し、また映像

によっても歴史が学べるようにしている。また、卒業生の活躍ぶりを紹介するコーナーもあり、

歴史のみならずキャリア教育の一助ともなっている。会館では常に BGM が流れ静寂を保ってい

るので、学生の語らいの場としての利用や読書をする憩いの場としても利用が高まっている。 

会館の出入口に初代学長の胸像を移設し、学生が直接触れるようにしたところ、学生が記念

写真を撮ったり、受験生が合格を祈願するなど、身近な存在として自校教育を捉えるようにな

ってきている。 

�����（将来の��・��に�けた��）� 

将軍山会館にあっては、学生の利用を促進するため企画展示を検討するとともに、開館時間

の延長や休日の開館を検討する。 

追手門学院の幼稚園から大学までの各学校行事の際に、かならず斉唱する追手門学院歌を普

段から聞くことできるように、キャンパス内にベルを設置すること。電話の保留音にも追手門

学院歌が流れるようにすることを検討している。 
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（キャンパス・アメニティ等） 

必��キャンパス・アメニティの形成・支援のための体制の確立状況 

��状��� 

本学の学生自治組織である学友会が中心となり、課外活動団体をまとめている組織である体

育会や文化会のほか、一般学生の支援を行う無所属委員会のそれぞれの学生代表と大学執行部

との間で定期的に連絡協議会を開催し、キャンパス・アメニティについて学生からの要望を聞

く機会を設けている。また、それとは別に細部に関する学生の要望を担当部署である学生課・

管財課と学生代表を交えた施設ワーキンググループで検討している。 

教職員の組織としてはキャンパス整備委員会があり、およそ月１回の割合で委員会を開催し、

キャンパス整備の状況報告や教職員から出された意見について検討している。 

�点検・��（長所と問題点）� 

支援体制は大学執行部と学生との連絡協議会や教職員のキャンパス整備委員会で確立してお

り、キャンパス・アメニティの形成・支援は円滑に進んでいる。また、学生自治会組織である

学友会と学生課、キャンパスの保全を担当する管財課とで施設ワーキンググループを開催し、

日々の細かな施設の利用や運用について話し合い改善を重ねている。 

問題点としては、予算面や工事期間等で実施が遅くなる場合があること。また、学生の要望

が年によっては変更される場合があり、長期での検討が難しいことが挙げられる。 

�改善��（��の改善・改�に�けた��）� 

連絡協議会やキャンパス整備委員会で確立した計画を、学生・教職員に広報していくために、

教職員や学生専用の Web ページで随時公開する。キャンパス・アメニティに対して、一般学生

にも関心を持たせるように、公募でアメニティーゾーンや設置したものに名前を付けることを

検討する。 

 

必���学生のための生活の場�の整備状況 

��状��� 

学生生活を支援するため次の施設を設置している。 

（１）学生相談室 

学生相談室は２号館１階にあり、３ヵ所の面談室を設置し、うち１ヵ所には箱庭療法の

設備も完備している。また、ラウンジスペースを設けて、学生が自由に出入りできるよう

に配慮している。 

（２）保健室 

研究棟１階に 73.52 ㎡の保健室を設置している。学生、教職員の健康管理を担っており、

健康管理や応急処置に必要な設備を備えている。 

（３）食堂・購買施設・休憩設備など 

食堂は、鉄筋地下１階地上３階建て延べ面積 4,416.44 ㎡、席数 1,370 で、三つの業者に

運営を委ね食事・飲み物を提供しており、学生のコミュニケーション場としても利用され

ている。また、学生のコミュニケーションの場として、５号館地下１階に学生ホールを設

けている。 

学生会館１階に購買スペースとして、教科書を含む図書・文具を販売する書店（ナカニ

シヤ書店）と、日用品等を販売するコンビニエンスストア（ローソン）に場所を提供して

いる。 
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�点検・評価（�所と問題点）� 

（１）学生相談室 

学生相談室は２号館１階にあり、建物の出入口からは奥の場所にあり、廊下に衝立を設

け、余り目立たないように配慮している。３室ある面談室の一つには、箱庭療法を行える

設備を備えるなど、人間関係などでストレスを抱えやすい学生たちの学生生活をサポート

する有効な施設として機能しており特に問題はない。 

（２）保健室 

保健室は研究棟１階にあり施設規模は適切な状況であると言える。位置的には研究棟１

階ということで、教職員の往来が多いところであるためかならずしも良好とは言えないの

が問題点である。 

（３）食堂・購買施設・休憩設備など 

食堂は、地下１階地上３階、床面積 4,416.44 ㎡で座席数は 1,370 席である。座席数は新

たに 70 席の１人座席を増設したが、これは、全体的にゆとりを持たせることと、１人でも

利用し易いように配慮し、食事の提供のみならず、学内のコミュニケーションの場を提供

する意味もある。大学ランキングで全国２位の評価を受けた。 

また、５号館地下１階には学生ホールがあり、学生たちのコミュニケーションの場とし

て利用されている。 

 

このように、大学設置基準にいう学生が休息その他に利用するのに適当な空地、学生控室、

また学生厚生施設などを備えるという要件はすべて満たされている。また、エレベーター等も

設置し、身体障がい者への配慮も行っている。 

�改善��（�来の改善・改�に�けた��）� 

（１）学生相談室 

学生支援のための施設・設備面において、改修を終えているので特に改善の必要はない

と思える。 

（２）保健室 

静寂な環境と、障がい者の休憩場所を確保するために、設置場所を変更する予定である。 

（３）食堂・購買施設・休憩設備など 

食堂については大きな問題はないが、身体障がい者対応として出入り口を自動ドアに改

修する予定である。 

購買施設については、学生会館に集まったことにより便利になった。 

休憩施設については、屋外での休憩施設を整備することを検討している。 

 

必��大学周辺の�環境�への配慮の状況 

��状��� 

大学の立地条件から３年生以上で許可を得た学生の自動車通学を認めており、これまでは近

隣住宅周辺での迷惑駐車が時々あった。キャンパス整備計画で駐車場の拡充を行い、700 台の

駐車スペースを確保した。また、キャンパス境界付近の雑木や竹を定期的に伐採し、近隣や地

域に配慮している。 

近隣自治会の連合組織にも加入し、地域の要望なども積極的に聞いている。 

�点検・評価（�所と問題点）� 
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駐車場を拡充したことで、近隣での迷惑駐車が皆無となった。また、近隣の保育所や介護施

設における行事の際の駐車場として利用されている。 

路線バス停留場を設けたことにより、近隣利用者の利便性が向上した。 

キャンパス境界付近の雑木や竹を定期的に伐採していることや近隣自治会役員と連絡を蜜に

して、要望なども積極的に聞いていることで、これまで以上に近隣との関係は円滑になってい

る。 

問題点としては、周辺の交通量が増え、特に正門付近は複雑な交差点にもなっているため、

交通事故の危険性がある。また、正門から副門にかけて、一部が市道になっているため、一般

者の通行があり、キャンパス内と外との区分がし難い状態である。 

�����（��の��・��に向けた��）� 

災害時における学生・教職員の安全確保のために、備蓄や井戸水の利用によりライフライン

の確立を検討しているが、これにあわせて近隣住民のための備蓄品や水の供給ができるように

検討する。 

 

（利用上の配慮） 

必��施設・設備�における障がい者への配慮の状� 

�現状��� 

各建物には、エレベーターおよび自動ドアを設置し、車いすを利用している学生が自由に移

動できる。また、すべての階段には手すりを設置しており、障がい者用のトイレも設置してい

る。 

視覚障がい者用にスクールバスのりばから各建物に点字ブロックおよび点字の案内板を設置

している。 

車いすを利用する学生の教室には車いす用の机を設置している。障がい者用の駐車スペース

を教室に近い場所に設けている。 

�点検・評価（�所と問題点）� 

建物の内部については障がい者用の設備は設置されているが、建物へ至る通路の整備が現在

工事中であるため不充分である。 

視覚障がい者に対する点字設備は十分に対応していが、食堂や学生会館等の一部の建物につ

いて入口を自動ドアにする必要がある。 

また、障がい者の介添え者が休憩のとれる部屋を保健室近くに設置し、配慮を行っている。 

障がいを持つ学生に対する配慮が進むにつれ、障がいを持つ学生の数が増えてきており、一

定の評価がされている。 

�����（��の��・��に向けた��）� 

食堂、学生会館の入口を自動ドアにすることを予定している。また、障がい者の介添え者や

障がい者自身が休憩できる支援室の拡充を検討している。 

 

必��キャンパス�の移動を円滑にするための交通動線・交通手段の整備状� 

�現状��� 

キャンパスは茨木校舎しかないので該当しない。 

 

（��・��体�） 
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必��施設・設備等を維持・管理するための�任体制の確�状� 

��状��� 

施設・設備等の維持・管理およびキャンパスの安全管理については管財課が行っている。 

管財課は専任職員５名、用務員２名で、ほかに追手門学院の子会社と業務委託契約によりビ

ル管理会社から派遣された技術者（電気関係、設備関係、建築関係）で、施設・設備の維持管

理業務と日常運転業務にあたっている。また、設備等の保守についてもビル管理会社と保守契

約を締結し実施している。 

学内清掃については、ビル管理会社により清掃業務からゴミの収集までを委託して、普通ゴ

ミについてはゴミ回収業者、古紙については古紙回収業者、機密文書については溶解処理業者、

その他一般処理できないゴミは産業廃棄物として産業廃棄物処理業者に処理を依頼している。 

キャンパスの防犯管理については、ビル管理会社によるキャンパス全域の警備管理業務を行

っている。 

管財課職員はすべて防火管理者の資格を有し、防火・防災の対応を行っている。 

�点検・��（�所と��点）� 

高度な専門知識と経験を必要とする施設・設備の維持・管理、膨大な作業量を要する清掃業

務などを専門業者に業務委託を実施していることで、事務職員による施設・設備の運転、維持・

管理が可能となっている。また、警備会社による警備も 24 時間体制で実施されており、防火・

防災を含め、学内の安全管理体制は整っている。 

法令等による安全点検については、高圧受電設備やエレベーター設備等の各種設備の点検、

建築物定期調査等それぞれの法規定に基づいて実施し、特定建築物としての適切な環境管理を

実施している。 

管財課の職員は全員防火管理者の資格を有し、防火・防災の意識は高いが、防災面での施設・

設備の整備（一時的な避難所としての機能）が不十分である。 

����策（��の��・��に向けた�策）� 

防災対策として、装備しているマニュアルは教職員向けであったが、学生向けも含めたマニ

ュアルを作成することを検討している。 

災害時には、学生・教職員の安全を確保するために備蓄倉庫の設置を検討している。 

 

必��施設・設備の衛生・安全の確保を�るためのシステムの整備状� 

��状��� 

教室における空調設備、エレベーターや各建物の死角となる部分のカメラ監視等、施設・設

備の衛生・安全確保のシステムについては、管理センターにおいて、管財課職員とビル管理会

社職員によって集中管理している。 

�点検・��（�所と��点）� 

集中管理していることで、常に快適な教育環境になるよう配慮に努めている。カメラによる

監視を行っているが、キャンパス全域まで監視できていない状態である。キャンパスの境界も

含めて、安全管理を行う必要がある。 

����策（��の��・��に向けた�策）� 

安全確保の観点からキャンパスの境界を含め全域を監視できるよう監視カメラの配備や境界

フェンスの整備、IC カードを利用した施錠管理を進めていく。
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（�）学部における施設・設備� 

�．経済学部 

���目標� 

追手門学院は、2006 年に大学創立 40 周年、2008 年に学院創立 120 周年を迎え、その記念事

業の一環として、キャンパス・リニューアル計画を推進してきた。そのなかで、中央棟や６号

館が建設され、2009 年には新１号館が竣工する予定である。既存の施設も含めすべての施設・

設備を、安全性に十分留意したうえで、有効に活用することを目標とする。 

 

（施設・設備�の整備） 

必��学部の教�研究目�を��するための施設・設備����の整備��の適切性 

（大学基��ー� � �6・� ��・� �8・� 40） 

������ 

校地面積・校舎面積ともに設置基準を十分に満たしており、また視聴覚教室や情報処理演習

質も適切に整備されている。ただ、本学の特殊事情として、ほとんどの教室がすべての学部の

共用となっており、時間割編成において各学部が制約を受けることも多い。これまで、受講者

数の多い科目が使用できる教室が少なかったが、６号館が建設されたことにより、この問題も

改善された。 

���・��（��と問題�）� 

ほとんどの施設・設備がすべての学部の共用であるために、多くの制約を受けているが、こ

れまでは時間割の調整や固定化を行うことで運用してきた。しかし、これにも限界はあり、一

層の調整を図る必要がある。 

�改善��（��の改善・改�に�けた��）� 

2009 年中には、中央棟に多くの研究室が移り、既存の研究室も含め少しの余裕ができるので、

研究室で「演習」などの授業を行うことが可能となる。これによって、演習教室の配当に余裕

ができると思われる。 

 

必��教�の用に�する情報処理��などの配備�� （大学基��ー� � �8） 

（キャンパス・ア�ニ���） 

必��キャンパス・ア�ニ��の�成・��のための体制の�立�� 

必��「学�のための�活の�」の整備�� 

必��大学周�の「環�」�の配�の�� 

（�用上の配�） 

必��施設・設備面における�がい者�の配�の�� 

必��キャンパス間の移�を��にするための����・��手�の整備�� 

（��・�理体制） 

必��施設・設備�を��・�理するための��体制の�立�� 

必��施設・設備の��・安全の��を図るための�ス��の整備�� 

������ 

上記８項目については大学全体の問題であるので大学全体の項目を参照されたい。 
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�．経営学部 

�到達目標� 

施設・設備に関しては、追手門学院大学に共通している部分が多く、全学部分の記述を参照

いただきたいが、特に注目すべき点について記述する。 

追手門学院は、2006 年に大学創立 40 周年、2008 年に学院創立 120 周年を迎え、その記念事

業の一環として、キャンパス・リニューアル計画を推進し、中央棟や６号館が建設され、また

１号館が新しく竣工された。また環境に配慮した改築も積極的に実施した。 

すべての施設・設備を、安全性に十分留意したうえで、有効に活用することを到達目標とす

る。 

具体的には経営学部の到達目標も全学と同様以下の通りとする。 

（１）現在の教育研究環境を維持発展させること。 

（２）学生を始め、教職員・利用者のニーズを的確に捉え、必要な改善策を早期に実施するこ

と。 

（３）環境問題に積極的に取り組むこと。 

（４）安全・安心なキャンパスづくりを目指し、防災意識を高め、緊急時の学生・教職員の一

時避難所としての機能を持たせること。 

（５）施設・設備等の維持管理を適切かつ敏速に行うこと。 

 

（施設・設備等の整備） 

必��学部の教育研究目的を実現するための施設・設備等�条件の整備状�の適切性 

（大学基��ー� � �6・� ��・� �8・� 40） 

�現状����点検・��（�所と問題点）� 

校地面積・校舎面積ともに設置基準を十分に満たしており、また視聴覚教室や情報処理演習

室も適切に整備されている（詳細は全学記載参照）。ただし、ほとんどの教室が全学部共有とな

っており、大人数を対象とした授業、情報機器を使用する授業についての教室の配分について

カリキュラム作成上の不便が生じている。 

�改善�策（��の改善・改�に��た�策）� 

中央棟、６号館の新設、ならびに１号館の改築に伴い、大人数を対象とした授業の教室割り

当てについては問題はなくなった。また情報機器を使用する授業については、今後一部

e-Learning の仕組みの採用を本学部が中心になり検討していく。 

 

必��教育の用に�する情報処理機器などの配備状� （大学基��ー� � �8） 

�現状����点検・��（�所と問題点）� 

情報処理機器が配備された教室は、適切に確保されている。しかしほとんどの教室を全学部

が共有しているため、授業の時間割編成において、制約条件となっている。 

学内情報機器については、2008 年度に最新の機器に更新し、ソフトにおいても新しいソフト

を導入し、自宅のパソコンからでも情報を入手できるようにしている。特に VPN という技術を

用い、自宅から大学と同じ環境でパソコンによる情報操作ができる仕組みは大変有効である。

学外からの情報操作に対するセキュリティ対策については、専門家の意見を取り入れ万全の体

制がとれている。 

携帯電話を利用した授業についても実施しており、電波の受信状態も常に良好な状態となる
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ように携帯電話会社と連携し、学生のニーズに合わせ、時代に則した情報処理施設となってい

る。 

�����（��の��・��に��た��）� 

全学部分で記述しているように学生が自由に使用できるパソコン自習室が少ないのが現状で

ある。常に開放しているパソコン自習室の設置が必要であり、これは 2009 年度に設置できるよ

う検討中である。 

情報機器の配備状況は、充実したものになっているが、特に教員がこの環境を使いこなして

いるとは言い難い。今後総合情報教育センターと情報関連教育の指導的立場にある経営学部が

協力して、情報機器活用に対する全学的指導、啓蒙を行っていく。 

 

（��ンパ�・��ニ���） 

必����ンパ�・��ニ��の��・��のた�の体�の�立状況 

必���学生のた�の生活の場�の�備状況 

必��大学��の�環境��の配�の状況 

（�用上の配�） 

必��施設・設備�に��る�がい��の配�の状況 

必����ンパ��の��を��にするた�の����・����の�備状況 

（��・�理体�） 

必��施設・設備�を��・�理するた�の��体�の�立状況 

必��施設・設備の�生・�全の��を�るた�の����の�備状況 

�現状��� 

上記７項目については大学全体の問題であるので大学全体の項目を参照されたい。 
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�．心理学部 

���目標� 

追手門学院は、2006 年に大学創立 40 周年、2008 年に学院創立 120 周年を迎え、創立事業の

一環として、キャンパスリニューアル計画が推進され、2009 年の１号館の竣工によりほぼすべ

ての予定されたものが完成に近づいた。2009 年度中には研究棟の整備が行われて、研究室の再

配分がなされるが、その結果として、心理学研究科の大学院生自習室を整備するとともに、開

設以来 40 年間ほとんどそのままであった、心理学実験室および心理学演習室のフロアデザイン、

設備の刷新をして教育・研究に有効に活用できるようにすることを目標とする。 

 

（施設・設備等の整備） 

必��学部の教育研究目的を実�するための施設・設備等���の整備状況の適切�（大

学��デー� � 36・� 37・� 38・� 40） 

��状��� 

本学部では、173 の授業時数を持ち、それに対して合計 39 の講義室・演習室を使用している

（使用度数 173）。使用状況としては、収容人員 50 名までの教室が 11（使用度数 54、使用率

31.2％）、51～100 名の使用教室が 16（使用度数 58、使用率 33.5％）、101～150 名の使用教室

が４（使用度数 22、使用率 12.7％）であり、その他は、151～200 名の教室が１、201～250 名

の教室が１、251～300 名の教室が 2、300 名以上の教室が３で、それらの使用率は 1.7～7.5％

である。きめこまやかな演習授業から、大講義まで、幅広い授業に対応できていると言える。

特に、本学部では少人数制の演習や実験・実習を重視しているが、収容人員 50 名までの教室の

使用が全授業数のうち 31.2％、100 名までを見ても 64.7％であり、教育目的に応じるよう、適

切な教室を使っての授業運営ができていると考えられる。設備としても、100 名までの教室の

多くは机・椅子が可動式で、演習・実験・実習形式に対応している。また、パワーポイントや

ビデオ・DVD・スライドなどの視聴覚教材が利用できる教室など、教育目的に応じた教室選択を

することができている。ほかに、全学部で共用の情報処理演習室があり、学生は自学自習の際

にいつでも利用可能である。 

このほか、心理学部専用の実験・実習室として、計 23 室が整備されている。内訳は、情報処

理教室（心理学研究法演習室）１（130 ㎡、56 人）、心理パソコン実習室１（40 ㎡、12 人）、視

聴覚情報処理実験室（43 ㎡、10 人）、中実験室２（各 20 ㎡、各 12 人）、音響心理実験室（17

㎡）、実験暗室（17 ㎡）、小実験室８（13～14 ㎡、各８人）、臨床心理学実験室１（65 ㎡）、観

察室１（22 ㎡）、小集団実験室１（43 ㎡）、大実験室１（65 ㎡）、防響室前室１（18 ㎡）、防響

室１（31 ㎡）、資料室１（21 ㎡）、実験準備室１（10 人）である（カッコ内は総面積、収容人

員）。大小さまざまな規模の教室が多数用意されており、教育目的や用途に応じて幅広く対応可

能である。また、各実験・実習室には、部屋によって、脳波計や、箱庭セット、プレイルーム

設備（おもちゃなど）、心理検査・面接調査設備等が配備され、科学的な手法を用いた実験心理

学から実践的な心理的援助法を学ぶ臨床心理学まで、幅広い研究領域に対応した施設環境や機

材が整っている。また、面接やプレイセラピーの様子を観察学習するための観察室や、音響心

理学などで必要な防響室も整備されている。なお、学内の図書館とは別に、専用の資料室とし

て、心理学に関する雑誌論文や紀要等を常時整理・配備しており、学生の教育・研究や論文執

筆の利便を図っている。これらの設備は心理学研究科の大学院生も使用しているが、学部学生

も、種々の実験・実習・調査において使用可能である。心理学の実験や実習には特殊な機材、
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設備が必要であるので、これら心理学部専用の教室が用意されていることは学部の教育研究目

的を実現するための施設・設備等諸条件の整備状況として適切である。 

また、教員には個室の研究室が与えられ（５号館・研究棟・中央棟）、机・椅子・本棚・ロッ

カー・パソコン・電話が配備されており、教員の研究活動のほか、学生への教育活動（個別指

導・ゼミ指導）の場としても利用されている。特に、新しく建てられた中央棟の研究室では、

ゼミ指導を想定した設備と面積が確保・整備されている。 

��検・��（��と問題�）� 

さまざまな規模・タイプの実験・実習室が用意されており、また、設備も充実している。本

学部が重視しているきめこまやかな指導や、心理学独自の教育目的・内容に合致した施設・設

備が整っていると言える。 

しかし、非常に問題であると思われるのは、パソコン数の絶対的な不足である。現状では、

１学年約 230 名の学部学生が在籍しているにもかかわらず、一斉に使用できるパソコン数は最

大 70 である。心理学では、種々の実験・検査・調査で得られたデータの処理や、レポート作成、

文献収集等は必要不可欠の知識・技能であり、その際、パソコンの使用は必須である。また、

データ処理には独自のソフトを要するので、全学共有のパソコンでは利用し難い。より高度な

心理学の専門的な知識・技能を身に着けさせるための設備として、パソコン数の拡充は大きな

課題である。 

また、学生の研究に使用できる教室の問題もある。通常の授業に関しては特に問題ないが、

卒業論文作成時において個別の実験や調査を行う学生も多く、それらのために使用できる部屋

が限られている。例えば小実験室がそのために使用可能であるが、現状の８室では、学生数に

対して絶対的に不足していると言わざるを得ない。 

�改善��（��の改善・改�に向けた��）� 

上記に挙げた通り、パソコン数と、学生の研究のための施設が急務の問題事項である。しか

しこれらに関しては、現在、大幅な改善が進行中である。まず、パソコン数の問題については、

文部科学省の平成 20 年度経常経費特別補助金が採択されたこともあり、心理学部専用のパソコ

ンを増やすことが可能となった。さらに、学生の研究のための施設については、現在、大規模

なフロアデザインが計画され、改善に向けて着手されている。 

そうした改善に伴い、今後は、古い心理学実験器具や検査用具の切り替えや、心理学用パソ

コンソフトの充実など、ソフト面での充実を図っていくことが必要である。 

 

必須�教育の用に供する情報処理機器などの配備状況 （大学基礎データ � 38） 

�現状��� 

情報処理機器については数次にわたって改善され、ネットワークの高速化を実現し、教育の

場でマルチメディア教材等が活用される機会の増加に対応してきている。全学的には総合情報

教育センター１、３、４、６階部分に、情報センター事務室、パソコン実習室、自習利用室を

設置し、教育用のパソコンを集中して配置している。 

心理学科での２号館２階の情報処理教室心理学研究法演習室に学部学生専用のパソコン教室

を設け、学内のネットワークやパソコン 70 台とプリンター６台の機器等を整備し、演習を中心

に授業に使用するとともに学生の自習用にも供しており、学部で管理・運営を行っている。さ

らに、2008 年度から３年間に渡り学生用の「マルティディアによる自学自習システム」の構築

のための経常費補助金が支給されたことにより、まずは 25 台のパソコンに基礎的な心理学実験
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および心理テストに関するソフト、論文の文献作成用ソフト、多変量解析用ソフトなどを搭載

して学生に使用可能になっている。そのほかに、授業および研究用に学生にも貸し出し用のノ

ートパソコンが約 30 台用意されている。 

�点検・評価（��と問題点）� 

情報処理機器関係の技術革新の速さはすさまじく、利用者のニーズも日々に多様化している

が、心理学科ではそのような状況の変化におおむね適切に対応してきており、年次計画で機器

の更新を繰り返し、利用者に多様なサービスを提供する体制が確保されている。 

時に学生の教育用のパソコンなどは十分に配備されていると評価できる。 

�改善方策（��の改善・改革に�けた方策）� 

情報処理機器の更新のほか、インターネット接続回線の高速化、無線LANアクセスポイントの

増強、ポータルサービスの提供、セキュリティ対策の強化、e-Learningや遠隔授業等における

技術的な準備、利用者支援体制の強化等、機器の有効な活用の方法についても検討していると

ころである。特にTA精度は導入されているが、心理学に固有の方法をマスターしているTAは少

数であり、今後は大学院生等を指導してTAの増強も必要である。 

 

（先端的な設備・��） 

�意�先端的な教育研究や基礎的研究�の�備面の�備の適切� 

�現状��� 

心理学部心理学科は、2006年度にデジタル脳波計と心理学実験用機器タキストスコープを購

入し、先端的な教育研究を行っている。 

�点検・評価（��と問題点）� 

2006年度に心理学部心理学科が購入したデジタル脳波計と心理学実験用機器タキストスコー

プでは、実験中の通常の背景脳波のみではなく、事象関連脳電位も測定できる。事象関連脳電

位とは脳波を加工して処理したものであり、知覚・認知などの心理機能に関わる脳の神経細胞

集団の同期的活動で生じる電場電位であると言われている。事象関連脳電位は刺激呈示時点な

どをトリガとして、脳波を加算平均すると、各心理機能の機能に応じてそれぞれ独特の形態を

もった波形として出現する。現在までに選択的注意・刺激評価・運動準備・短期記憶などの心

理機能との対応が想定される波形が報告されてきた。事象関連脳電位はPET・機能的MRIなどの

ほかの脳機能の非侵襲的測定法と比較して時間分解能（ミリ秒単位）が優れているため時間経

過に沿って詳細に脳活動を捉えることができる。また、脳波や事象関連脳電位の脳内発生源を

推定する等価電流双極子（ダイポール）法を解析することができるPCソフト「BESA」も脳波計

とあわせて購入したので、特定の心理機能が脳の特定の領域に関わるか否かを科学的に検討す

ることが可能になった。2008年度には、上記の機器で実験した研究成果をICP2008（第29回国際

心理学会議）で発表した。また、演習科目では、教員と学生が共同で脳波・事象関連脳電位を

使用した認知神経心理学的実験を実施しており、最新の実験機器を使用した基礎的研究を教育

場面にも適用している。 

�改善方策（��の改善・改革に�けた方策）� 

施設・設備に関しては大きな問題はないが、さらに改善を進めたい。 

 

（キ�ンパス・ア�ニティ等） 

必��キ�ンパス・ア�ニティの形成・支援のための体制の確�状況 
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����学�のた�の��の��の�備�� 

���大学��の�����の��の�� 

（��上の��） 

���施設・設備�に��る��い��の��の�� 

���������の��を��に�るた�の����・����の�備�� 

（��・�理体�） 

���施設・設備�を��・�理�るた�の��体�の���� 

���施設・設備の��・�全の��を�るた�の����の�備�� 

������ 

上記７項目については大学全体の問題であるので大学全体の項目を参照されたい。 
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�．社会学部 

���目�� 

本学部では、１年次から４年次まですべての学年に演習科目を配置し、同時に、卒業論文を

必修としている。このような本学部の教育実践において、教育効果を向上させ、学生が十分な

成果を上げるためには、学内における演習室や自習室の適切な配備が欠かせない。大学と協議

しながら、より理想的な状態に近づくことを目指す。 

 

（施設・設備�の�備） 

必��学部の教育研究目的を実現するための施設・設備����の�備状況の適切�（大

学��データ � 36・� 37・� 38・� 40） 

必��教育の用に�する情報処理機器などの配備状況 （大学��データ � 38） 

�現状��� 

本学部の開設総授業数は 120 で、使用している講義室・演習室は合計 32 室である。具体的な

使用状況としては、収容人数 50 名までの教室が 12 室（使用度数 60、使用率 50.0％）、51～100

名の教室が９室（使用度数 14、使用率 11.7％）、101～150 名の教室が３室（使用度数 14、使用

率 11.7％）、151～200 名の教室が２室（使用度数８、使用率 6.7％）、201～250 名の教室が１室

（使用度数 10、使用率 8.3％）、251～300 名の教室が２室（使用度数９、使用率 7.5％）で、そ

の他は、351～400 名、401～450 名、501～550 名の教室がそれぞれ１室で、その使用度数はそ

れぞれ２、２、１である。少人数の演習授業から大人数の講義まで、さまざまなタイプの授業

に対応できている。特に、本学部では１年次から４年次まですべての学年に演習科目を配置し

ており、これが収容人数 50 名までの教室の使用率 50.0％という数字に反映している。大人数

で講義を行う教室についても、各教員は必要に応じて、視聴覚機器やコンピュータが設置され

た教室を使用しており、授業内容に応じた適切な教室使用がなされている。また、全学共通で

使用できる「情報処理演習室」があり、学生の自学自習の場として機能している。 

このほか、形式上は全学共用であるが、実質的には本学部専用の実習室として、次の２室が

ある。「調査・福祉実習室」は社会調査関係ならびに社会福祉関係の実習指導に使用されており、

同時に、オープンキャンパスにおいては、本学部のメイン会場として活用されている。この部

屋にはデスクトップ型コンピュータ（４台）が設置されているほか、おもに社会調査関係の実

習で使用することを目的にノート型パソコン（20 台）も配備されている。また、この部屋には

派遣事務職員１名が常駐し、各種実習の補助や学生対応にあたっている。現在５号館１階に仮

設されている「福祉実習支援センター」もまた社会福祉関係の実習指導に使用されており、現

場実習に赴く学生に役立つ情報センターとして機能している。 

また、「社会学科資料室」は、必要に応じて、演習授業時に使用されているほか、学生が自由

に使用して自学自習できる部屋として活用されている。この部屋には、３台のコンピュータが

設置されている。 

教員の個人研究室については、全教員に与えられており、電話、コンピュータを含む必要な

什器が配備されている。この部屋は、日常的に教員の研究活動に使用されるだけでなく、学生

への種々の対応（各種授業や卒業論文作成にかかる個別指導、オフィスアワーなど）に利用さ

れている。 

���・��（��と���）� 

大人数の講義を行う教室については、視聴覚機器やコンピュータが配備された教室も多く、
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現時点で特段の問題はない。本学部が特に問題と考えているのは、演習授業に適した部屋の不

足である。本学部では演習授業を重要視しており、すべての学年次にこれを配置しているが、

演習授業に適したサイズおよび様態を備えた部屋（演習室）が不足しているため、やむなく一

般教室を使用することも少なくない。演習授業の効果を向上させるためには、それに適した演

習室の増加が必要である。 

また、本学部では卒業論文を必修として課しており、学生たちが卒業論文作成のための作業

を行ったり、ディスカッションを行ったりすることに利用できる部屋が必要である。現状では、

「社会学科資料室」がこれに使用されているが、スペースとして十分ではない。学生たちが自

学自習のために自由に利用できる部屋の増加が求められる。 

�����（�来の��・��に向けた��）� 

現在、新しく建てられた中央棟への個人研究室の移転が進んでいる。この中央棟の個人研究

室は、ここで小規模の演習授業を行うことが想定されており、従来よりも広いスペースが確保

されている。また、研究棟の個人研究室のスペースも従来の２倍に拡大される予定である。し

たがって、上に述べた演習授業用の小教室の不足は、個人研究室を有効に活用することで部分

的には解消できる。しかし、学生数が 20 名以上のクラスの場合は、個人研究室で授業を行うこ

とは難しい。本学部では、演習室や自習室の不足の問題を機会あるごとに大学に提起している

が、大学全体における各種スペースの調整には種々の制約があり、現時点ではまだ十分に満足

できる状態ではない。これは、大学全体の教室配備の問題で、本学部のみで解決できることで

はないので、今後とも大学に提起していくことになる。 

 

（��ン�ス・����ィ�） 

必����ン�ス・����ィの�成・��のための体制の確�状� 

必��「学生のための生活の場」の整備状� 

必��大学��の「��」への配�の状� 

（利用上の配�） 

必��施設・設備�における�がい�への配�の状� 

必����ン�ス�の移�を��にするための����・���段の整備状� 

（��・��体制） 

必��施設・設備�を��・��するための��体制の確�状� 

必��施設・設備の�生・�全の確保を�るためのシス��の整備状� 

�現状��� 

上記７項目については大学全体の問題であるので大学全体の項目を参照されたい。 
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�．国際教養学部（�文学部��） 

�到達目標� 

アジア学科および英語コミュニケーション学科に共通する部分が大きいので、国際教養学部

として以下、記述する。 

国際教養学部は、主として人文系ならびに社会系の学問領域の基礎を教育する。施設・設備

の観点からすれば、学部の教育は、講義科目、演習科目、語学科目に大別される。講義科目に

あっては教材の提示が、演習科目にあっては文献資料ならびに図像資料の参照が、語学科目に

あっては教材の提示と当該外国語の音声・映像資料の活用が必要となる。ソフト面では質的に

も量的にも豊富である程、教育効果を高めることが可能であろうが、設備面では到達目標を具

体的に設定することは難しい。しかしながら、近年における PC 関連、AV 関連の利用環境変化

はめまぐるしく、学生も高校在学中から PC・AV 機器の利用に習熟し、インターネット等を駆使

する技術を身につけている者が多い。このような状況に対応して、とりわけ国際教養学部にお

いては、教育現場において学習内容に関連する情報をいかに効率的かつ選択的に取得するかと

いう専門分野的リテラシーを身に付けさせるような施設・設備の運用を図ることを目標として

いる。 

（施設・設備等の整備） 

必須�学部の教育研究目的を�現するための施設・設備等���の整備状況の�切性 

（大学基礎�ータ � ��・� ��・� ��・� �0） 

�現状説明� 

到達目標に述べた一般的な事項については、国際教養学部にのみ固有のものでもないので、

大学全体の施設・設備の説明に委ねたい。 

国際教養学部に固有の施設・設備としては、教員ならびに少人数授業に利用されるアジア学

科および英語コミュニケーション学科の学科資料室がある。2009 年８月までは研究棟３階およ

び４階にあり、それぞれ同階には各学科の教員研究室が多かったため、空間的にも学科の中心

的存在であった。しかし現在は中央棟１階に仮移転しており、教員研究室の主要な移転先であ

る中央棟３階とは離れているため、十分に活用されているとは言いがたい状況である。2010 年

３月には中央棟３階および４階に再移転するため、再び学科の中心的存在として機能すること

が期待される。 

現在、学科資料室に配備されている機器類は、TV・VTR・DVD 録画再生装置、学科専用の PC、

プリンター等である。同資料室は大学院の演習や演習をかねた卒論の指導にも使用されるが、

上に記したように日常的行動圏から離れており不便である。両学科の特質としては、主に中国

関係および英語関係の文献資料類を基礎とした教育が必須であるが、収納容積からも資料類を

制限して配置せざるを得ないのが難点である。さらに、授業やその準備のために AV 関係のソフ

トを上映する場合にはほかの資料室利用者への影響もあるため、利用者の相互調整が難しい。 

�点�・��（長所と問題点）� 

現在の学科資料室の長所は、仮移転とは言え面積が約 1.5 倍に拡大され、最高で 20 名近い授

業も可能となった。それでも本学部の場合には文献資料の量が極めて膨大であり、なお収蔵資

料を制限せねばならない問題点がある。また機器類も拡充されていないため、資料室を複数の

者が同時に利用するための利便性も改善されていない。2010 年に予定されている再移転後のス

ペースは現行より縮小されるので、再び文献資料の収蔵量不足が切迫するであろう。そもそも

学科資料室という名のもとに、会議・授業用スペースと、資料収納スペースと、機器利用スペ
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ースの３つの機能を１室に集約させている体制自体に限界があるとも言える。 

�改善方策（�来の改善・改�に向けた方策）］ 

学科資料室の改善方策としては、スペースの絶対的不足状態をいかに克服するかが大きな課

題となる。幸い、2009 年度における教員研究室の中央棟への移転に際し、各研究室スペースは

従来の約 1.3 倍程度に拡大し、各研究室で６～８人程度の授業が行える余裕が生まれた。した

がってごく少人数の授業なら各研究室で行うことも可能である。しかし根本的なスペース不足

を解消するには、学科専用の文献資料収蔵スペースを別途確保する必要がある。文献資料には

図書館蔵書として登録されていない交換雑誌等も多く含まれるため、図書館書庫への一括収納

は不可能である。研究棟の改修工事が終了した後は、研究棟に戻る教員の研究室が従来の２倍

に拡充されるため、その余裕を活用して、資料を分野別に分置するという便法も検討すべきで

ある。 

 

必��教育の用に�する情報処理機器などの配備状況 

�現状��］ 

中国語教育に関してはおそらく本項目で述べる以外にないので、若干記しておきたい。各教

室に備えられた PC に接続された提示装置は、こと中国語に関しては中国語ソフトを導入した教

室数が少なく、それ以外の教室で PC から中国語を提示し展示すると「文字化け」現象が発生す

るという問題がある。中国語の語学教育以外の講義科目、演習科目では、教室の提示装置の PC

類は新機種の導入により、現時点では満足すべき状態となった。 

資料室に配置された学科専用の PC は 2009 年度の移転に伴い新型機種に交換されたので、各

種ソフトの利用に際しても利便性が格段に向上した。しかし、AV 再生用のテレビは購入後 20

年近くが経過して画質劣化が著しい。 

英語コミュニケーション学科の英語をはじめとする語学教育や演習科目では、主として言語

情報処理室や CALL 教室等が使用されることが多いが、これらの教室には最新の機器が整備され

ている。言語情報処理室では特に学外の大規模コーパスが利用できる環境も整っており、また

自由にコーパスを構築して処理できるソフトも充実しているので、新しい研究・教育分野の発

展に貢献している。また CALL 教室では最新機器が整備されており、可動式の学生の学習机や、

通訳訓練用ブース等の特殊な設備が、語学教育の環境充実に貢献している。専修英語や実践授

業における稼働率も高く、有効利用されている。 

�点検・��（��と問題点）］ 

特に CALL 教室等の機器整備は満足できる状態であり、これらの目新しい機器、ソフトを使用

した活動は学生の興味、関心を引き起こす効果も大きい。 

最新の機能が増える教室の整備は行われる一方、その利用内容の点検が問題となる。これま

での LL 機能以外の CALL システム自体の使用はどの程度まで行われているのか、その学生への

効果はどうなのか、学生の能力、ニーズに応じているのかなどのソフト面での点検が必要であ

る。また教員が機器を使用する際に、高度の技能の習得が求められるが、そのトレーニング時

間の確保も有効利用の条件となる。 

一般教室における情報処理機器等の整備が進んでいる状況に比して、学科資料室の機材は更

新が遅れている。少なくとも AV 再生用のテレビは、2011 年の地上波デジタル化に際して更新

する必要がある。 

�改善方策（�来の改善・改�に向けた方策）］ 
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情報機器の使用に関する技術面におけるサポートが継続的に必要であるが、これらに関して

は情報センターを中心に、アンケート等を利用してその改善に努めている。しかしながら今後

は教員間で情報交換を活発にして、利用方法の素材集などをまとめていくことが望まれる。 

AV 関係の教材や、パワーポイント等の PC を利用した教材は、それを再生する教室設備の充

実に比して、教材作成のための機器整備が立ち遅れている。とりわけアジア学科の授業におい

ては、広汎な地域にまたがる自然・歴史・文化・生活等を紹介するために、他学科に比べて AV

教材を用いることが多い。例えばビデオテープの編集や PC での動画編集のような作業によるオ

リジナル教材作成のための機器利用環境の整備が将来的な課題である。 

また 2008～2009 年度の機器入替更新により、現状では中国語の語学教育を除いて問題を感じ

ない。学科設備の問題ではないが、「現状説明」にも記したように、金銭的な制約から中国語ソ

フト導入教室数が少数なのはやむを得ないとは言え、教育効果を高めるためには、全学的に中

国語ソフトの導入教室数を拡大する必要がある。 

 

（��ンパ�・ア��テ�等） 

必����ンパ�・ア��テ�の形成・��のための体制の�立状� 

必��「学生のための生活の�」の整備状� 

必��大学��の「環境」�の��の状� 

（利用上の��） 

必��施設・設備面における�がい��の��の状� 

必����ンパ�間の�動を��にするための交�動�・交��段の整備状� 

�現状説明］ 

上記５項目については大学全体の問題であるので大学全体の項目を参照されたい。 

 

（利用上の��） 

任���施設の利用時間に�する��の状� 

学科固有の施設・設備は資料室のみであるので、それについて述べる。 

�現状説明］ 

教員が許可をし、教員の誰かが下校するまでは使用が可能である。学生は 19 時までで下校し

てしまい、資料室開室の要求はない。 

���・��（��と問題�）］�改善方�（将来の改善・改�に�けた方�）］ 

学生の要求に応じて常に使用できる状態が望ましいが、現状では特段に問題はない。 

 

（��・��体制） 

必��施設・設備等を��・��するための責任体制の�立状� 

この項目については大学全体の問題であるが、学科の固有施設設備である資料室について述

べる。 

�現状説明］ 

学科の専任教員がそれぞれ平等に責任を主担している。 

���・��（��と問題�）］�改善方�（将来の改善・改�に�けた方�）］ 

学科の教員がそれぞれ平等に責任を主担する形式が望ましいが、現状では特段に問題はない。 
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���施設・設備の��・�全の��を�るた�の����の�備�� 

������ 

この項目については大学全体の問題であるので大学全体の項目を参照されたい。 
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（�）大学院にお�る施設・設備 

�．経済学研究科 

���目�� 

所属大学院生の研究を促進し、かつ教員・大学院生相互間の交流を円滑にするような研究環

境を整える。 

 

（施設・設備�の整備） 

���大学院研究科の教育研究目的を�現するための施設・設備����の整備��の�

��（大学���ー� � ��・� ��・� �8・� �0） 

�現���� 

大学院生用の演習室、大学院生の自習室は用意されているが、これらは大学院共通のもので

あり、経済学研究科独自の教室は特に存在しない（大学の当該項目を参照）。 

2008 年度に将軍山会館という教育施設機能（少人数用の部屋が２室ある）を持った建物が完

成し、大学院生用の講義室としても使用している。 

経済学研究科博士前期課程、同後期課程の大学院生の自習室が用意されており、さらに女子

大学院生の自習室も用意されている。 

�点検・��（�所と問題点）� 

教室は大学院生数が極めて少ないので、指導教員の研究室で事足りている。大学院生の自習

室は人員に対して十分なスペースがある。各自習室には、個人用机、ロッカー、パソコンが用

意されている。 

�改善��（将�の改善・改�に向�た�策）� 

現在問題はないと思われるが、さらに学習環境をよくするため、大学院生が利用できる資料

室を確保し、指導効果の向上、学習効果の向上を図る予定である。 

 

���教育の用に�する����機器な�の�備��（大学���ー� � �8） 

�現���� 

大学院生研究室には各自に大学院生用パソコンが整備されている。 

�点検・��（�所と問題点）� 

大学院生の人数に対して十分に機器が整備されている。 

�改善�策（将�の改善・改�に向�た�策）� 

現時点において、特に具体的な改善策を検討すべき点はない。 

 

（��ンパス・������） 

�����ンパス・�����の�成・��のための体�の確��� 

����学生のための生�の��の整備�� 

���大学��の�環境��の��の�� 

（利用上の��） 

���施設・設備�にお�る�がい��の��の�� 

�����ンパス間の��を円滑にするための交通��・交通��の整備�� 

（��・��体�） 

���施設・設備�を�持・��するための��体�の確��� 
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���施設・設備の��・�全の��を�るた�の����の�備�� 

������ 

上記７項目については大学全体の問題であるので大学全体の項目を参照されたい。 
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�．経営学研究科 

���目標� 

大学院における院生の教育研究活動および社会連携などを通じた研究活動を実施するための

環境を整える。 

 

（施設・設備�の整備） 

必��大学院研究科の教育研究目的を実現するための施設・設備����の整備状況の�

�� （大学���ータ � ��・� ��・� ��・� ��） 

�現状��� 

大学院生の自習室は経済学研究科と共通で用意されている。自習室については現状の大学院

生数に対して十分なスペースが用意されている。教室は、学生の数が少ないために一部の授業

を除き教員の研究室で行われている。 

�点�・��（��と��点）� 

自習室については充足した状況にある。しかし実験系の教育に必要な設備については、学部

と共通で利用しているものの、新たにスタートしている経営心理の分野については実験ラボが

なく、その拡充が求められる。また大学院の新たな目標として社会との連携を挙げており、そ

のために研究生や受託研究員を受け入れているが、現時点でその目的のプロジェクト演習室は

用意されていない。 

���方�（��の��・��に�けた方�）� 

経営心理分野のための実験ラボは予算を取り整備をする方針である。社会との連携など目指

した研究・教育テーマについては、テーマと研究委託費を受け入れるなかで必要な設備を整備

する方針である。 

 

必��教育の用に�する情報処理機器などの�備状況 （大学���ータ � ��） 

�現状��� 

院生自習室には大学院生用のパソコンが人数分用意されている。持ち込みパソコンのための

接続口、無線 LAN なども整備されている。実験を伴う演習については、現時点では学部と共用

であり、大学院レベルの高度なニーズはそれほど大きくないが、今後必要となると考えている。 

�点�・��（��と��点）� 

自習室については充足されている。実験系や高度な情報処理についてはも経営心理分野の実

験用ハードソフトなどが不足している。 

���方�（��の��・��に�けた方�）� 

経営心理分野の実験ラボは予算を取り整備を刷る方針である。社会連携テーマの推進に必要

な情報処理機器などについては、テーマと資金、研究員の導入と合わせて整備をしていきたい。 

 

（��ンパス・��ニテ��） 

必����ンパス・��ニテ�の��・��のための��の��状況 

必���学生のための生活の��の整備状況 

必��大学��の�環境��の��の状況 

（利用�の��） 

必��施設・設備�における�がい��の��の状況 



10．施設・設備（経営学研究科） 
 

620 

���������の��を��に�るた�の����・����の�備�� 

（��・��体�） 

���施設・設備�を��・���るた�の��体�の���� 

���施設・設備の��・�全の��を�るた�の����の�備�� 

������ 

上記７項目については大学全体の問題であるので大学全体の項目を参照されたい。 
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�．心理学研究科 

���目標� 

心理学研究科は、大学の理念である「独立自彊・社会有為～自由と調和の人間教育をめざし

て～」をもとに、心理学の専門資格を持って社会で活躍できる高度専門職業人、高度な心理学

の専門知識を有する教養人、将来は研究者となるための人材を養成することを目標としている。

心理の専門職に就くためには、知識だけでなく、心理テストや心理療法等の技能の獲得、実際

の現場に出て体得する実践知が必要である。また、心について科学的・実証的に研究していく

ためには、適切な実験室や機器類などは必須である。心理学研究科では、大学院生に最適な教

育環境、研究意欲に応えうる十分な環境を整え、高度な知識をもった専門職業人や研究者の基

礎的態度を養うことを目指している。 

 

（施設・設備等の整備） 

必須�大学院研究科の教育研究目的を実現するための施設・設備等諸条件の整備状況の適

切� （大学基礎データ 表 36・表 37・表 38・表 40） 

�現状��� 

専用の実験・実習室として、計 23 室が整備されている。内訳は、心理学研究法演習室１（130

㎡、56 人）、心理パソコン実習室１（40 ㎡、12 人）、視聴覚情報処理実験室（43 ㎡、10 人）、

中実験室２（各 20 ㎡、各 12 人）、音響心理実験室（17 ㎡）、実験暗室（17 ㎡）、小実験室８（13

～14 ㎡、各８人）、臨床心理学実験室１（65 ㎡）、観察室１（22 ㎡）、小集団実験室１（43 ㎡）、

大実験室１（65 ㎡）、防響室前室１（18 ㎡）、防響室１（31 ㎡）、資料室１（21 ㎡）、実験準備

室１（10 人）である（カッコ内は総面積、収容人員）。大小さまざまな規模の教室が多数用意

されており、個別指導から、各コースの院生・教員全員での演習授業まで、幅広く対応可能で

ある。また、各実験・実習室には、部屋によって、脳波計や、箱庭セット、プレイルーム設備

（おもちゃなど）、音楽療法にも使われる体感音響装置（ボディソニック）、心理検査・面接調

査設備、パソコン、プロジェクター、ビデオ・DVD 機器、IC レコーダー等が配備され、科学的

な手法を用いた実験心理学から、実践的な心理的援助法を学ぶ臨床心理学まで、幅広い研究領

域に対応した施設環境や機材が整っている。面接やプレイセラピーの様子を観察学習するため

の観察室や、音響心理学などで必要な防響室が整備されているのも特徴である。また、教育研

究目的で直接使用する代表的な心理検査を、常時 30 種以上備えているほか、直接授業で使用す

ることはないが、廃番になったものから最新のものまで、本学心理学部 40 年の歴史を生かして

様々な心理検査のサンプルを備えている。心理学関連のビデオ・DVD ソフトも 350 本以上集積

しており、その他、心理統計用のパソコンソフトや、心理検査や面接調査のデータを蓄積・解

析するためのパソコンソフトも最新版を購入している。なお、学内の図書館とは別に、専用の

資料室として、雑誌論文や紀要等の大学院生が頻繁に利用する文献を常時整理・配備しており、

大学院生の研究や論文執筆の利便を図っている。心理学の実験や実習には特殊な機材、設備が

必要であるので、これら心理学部専用の教室・設備が用意されていることは、心理学研究科の

教育研究目的を実現するための施設・設備等諸条件の整備状況として適切である。このほか、

大学院生用の研究室が３室（合計 151.68 ㎡）設けられており、2009 年度現在、修士課程１年

生と２年生を合わせて、39 人の大学院生が研究活動を続けている。上記の実験・実習室も含め、

すべて同じ建物内（２号館）に配置されている。 

さらに、本学では、文部科学省の平成 16 年度私立大学学術研究高度化推進事業のなかのオー
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プン・リサーチ・センター整備事業の選定を受けて「地域支援心理研究センター」を設立して

いる。そこでは、生涯発達教育を視座に入れた心理学の研究を行うとともに、個別的な臨床心

理相談機関である「心のクリニック」を附設して、事例研究に基づく個別的な対応を図ること

を目的に活動を行っており、本研究科院生にとっても重要な研究の場となっている。特に本学

研究科臨床心理学コースは、日本臨床心理士資格認定協会第１種指定校として認定を受けてお

り、「心のクリニック」はそのための貴重な実践訓練の場となっている。個別、あるいは集団の

カウンセリングやプレイセラピーを行えるよう、プレイルーム（２室）、面接室（３室）、集団

カウンセリング室（１室）、検査室（１室）、を有しており、その他、大学院生と教員がミーテ

ィングを行えるよう、「会議室」を設けている（「評価大項目２．教育研究組織の地域支援心理

研究センターの項目」参照）。 

また、教員には個室の研究室が与えられ（5 号館・研究棟・中央棟）、机・椅子・本棚・ロッ

カー・パソコン・電話が配備されており、教員の研究活動のほか、学生への教育活動（個別指

導・ゼミ指導）の場としても利用されている。特に、新しく建てられた中央棟の研究室では、

ゼミ指導を想定した設備と面積が確保・整備されている。 

�点検・評価（��と問題点）� 

さまざまな規模・タイプの実験・実習室が用意されており、また、設備も充実している。個

別指導から、各コースの院生・教員全員での演習授業、院生の実験・実習・調査活動など、幅

広い用途で対応可能である。さらに、それらすべてが同じ建物内に配置されていることにより、

教員による教育研究指導や院生各自の研究等の便宜が図られている。心理学実験機器や心理検

査類などソフト面でも充実している。 

しかし、2008 年度にこれまでの文学研究科心理学専攻から心理学研究科に発展し、臨床心理

学コース・生涯発達・生涯教育心理学コース、社会・環境・犯罪心理学コースの計３コースが

設けられたことにより、大学院生も増員となった。各コース間で調整しながら上記の実験・実

習・研究室を使用している状況であるが、現在は合計 39 名の院生が在籍しており、十分な数と

は言い難い。例えば、小実験室は個別的な実験・面接調査等に使用されるのであるが、特に修

士論文作成のための実験・調査時など一時に院生が使用する状況を考えると、計８室という数

は院生数に比べてやや不足している。また、３コース設けたことにより、各コースの教育目的・

ニーズに応じた実験・実習室のアレンジメントと、それに伴う設備の追加も必要と思われる。 

さらに、大学院生用の研究室では、院生数に見合ったパソコンの配置が必要である。特に、

机は院生１人ずつに充当できているものの、パソコンは大学院生用の研究室に６台しかなく、

大学院専用の心理パソコン実習室に置かれているパソコン数 12 台を足しても少ない。これらの

点は、緊急に改善するべき問題であると思われるが、下記の通り、現在、心理学科で実験室の

フロアデザインを検討中であり、それらをまとめて大学に要望を出す予定である。心理学科の

要望がある程度通れば、これらの問題点はかなり改善されることになる。 

�改善��（��の改善・改�に�けた��）� 

上記に問題点として挙げた通り、各コースや院生人数に応じた実験・実習室のアレンジメン

トと、院生の研究環境改善が急務事項である。それに関して、現在、各コースの教員で出され

た案をもとに、学科の全体会議で検討を重ね、大規模な実験室フロアデザインを計画し、大学

に要望を出した。新たなフロアデザイン計画では、個別実験室・面接室の数を増やすことを含

めて、２号館の多くの部屋を心理学部や心理学研究科のための部屋として、AV 施設などの環境

を整えることを要望している。 
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また、文部科学省の平成 20 年度経常経費特別補助金が採択されたこともあり、院生も利用で

きるパソコンを 25 台増やすことが可能となった。院生の教育・研究環境が具体的に改善されつ

つある。つまり、上記２点に関して、大幅な改善計画が進行中である。 

このほか、古い心理学実験器具や検査用具の切り替えや、院生研究室の整備（例えばロッカ

ーの配備等）、心理学用パソコンソフトの充実など、フロアデザインの改善に伴ってソフト面で

の充実を図っていくことが必要であり、順次進めている。 

 

必��教育の用に供する情報処理機器などの配備状況 （大学基�データ � �8） 

�現状��� 

本学総合情報教育センターは、５号館をはじめ６号館、４号館、２号館の CALL 教室、大・中・

小教室、図書館、教員個人研究室、共同研究室、院生研究室等に設置されている情報設備、視

聴覚設備、語学教育設備、学内のネットワークの運営、管理、利用支援を担っている。 

学生が授業使用時および自習時に利用可能なコンピュータは合計で 900 台以上におよび、多

言語対応の Windows Vista をベースにした環境を備えている。各教室のコンピュータはネット

ワークによりクライアント・サーバ型システムを導入しており、どの教室でもほぼ同じ操作が

できる利用環境を実現している。教育では、文字だけでなく、音声・映像を含めたマルチメデ

ィアとして情報をあつかっており、これらのマルチメディア情報はネットワークを介して活用

することができる。 

さらに、インターネットを利用して WWW から世界の情報を収集することができるし、Web ブ

ラウザから利用できるメールシステム（Active! mail）のサービスを提供しているので、電子

メールのやりとりをすることもできる。また、学内だけでなく、自宅からインターネット経由

で、大学の電子メールを確認したり、UNIVERSAL PASSPORT を利用することができる。UNIVERSAL 

PASSPORT によって、学生は自宅のパソコンで履修登録、レポート・課題の提出、授業情報の収

集、教員と学生におけると質問と応答が可能になった。また、携帯電話から UNIVERSAL PASSPORT

を利用できる。 

�点検・��（��と問題点）� 

情報処理機器関係の技術革新の速さはすさまじく、利用者のニーズも日々に多様化している

が、2008 年度に大規模なリプレースを実施し、Windows Vista を基本とした新しいパソコンを

大量に設置し、学内のネットワークの整備と UNIVERSAL PASSPORT による新システムを導入した

ため、本学ではそのような状況の変化におおむね適切に対応してきている。ただし、期末試験

期間や卒業論文・卒業レポートの提出直前の時期は、２号館と５号館のコンピュータルームが

大変に混雑し、パソコンを利用できない一部の学生が不満を感じている。また、情報処理機器

やサービスの形態は、技術革新に対応して絶えず更新していくことを余儀なくされている。 

�改善方策（��の改善・改革に�けた方策）� 

情報処理機器の更新のほか、インターネット接続回線の高速化、UNIVERSAL PASSPORT による

ポータルサービスの強化、セキュリティ対策の強化、e-Learning や遠隔授業等における技術的

な準備、利用者支援体制の強化等、機器の有効な活用の方法についても検討しているところで

ある。また、コンピュータルームが混雑した場合の対策として、無線 LAN アクセスポイントを

増強し、学生が持参したノートパソコンや大学が貸し出したノートパソコンからもインターネ

ットに接続できるように検討しているところである。また、文部科学省の平成 20 年度経常経費

特別補助金が採択されたこともあり、院生の利用できるパソコンを増やすことが可能となった。 
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（先端的な設備・��） 

任意�先端的な教育研究や基礎的研究�の�備面の�備の適�� 

�現���］ 

心理学部心理学科は、認知神経心理学を専門にする専任教員の着任に合わせて、2006 年度に

デジタル脳波計と心理学実験用機器タキストスコープを購入した。これを利用して、大学院心

理学研究科においても先端的な教育研究を行っている。 

2006 年度に心理学部心理学科が購入したデジタル脳波計と心理学実験用機器タキストスコ

ープでは、実験中の通常の背景脳波のみではなく、事象関連脳電位も測定でき、大学院心理学

研究科においても使用されている。事象関連脳電位とは脳波を加工して処理したものであり、

知覚・認知などの心理機能に関わる脳の神経細胞集団の同期的活動で生じる電場電位であると

言われている。事象関連脳電位は刺激呈示時点などをトリガとして、脳波を加算平均すると、

各心理機能の機能に応じてそれぞれ独特の形態をもった波形として出現する。現在までに選択

的注意・刺激評価・運動準備・短期記憶などの心理機能との対応が想定される波形が報告され

てきた。事象関連脳電位は PET・機能的 MRI などのほかの脳機能の非侵襲的測定法と比較して

時間分解能（ミリ秒単位）が優れているため時間経過に沿って詳細に脳活動を捉えることがで

きる。また、脳波や事象関連脳電位の脳内発生源を推定する等価電流双極子（ダイポール）法

を解析することができる PC ソフト「BESA」も脳波計とあわせて購入したので、特定の心理機能

が脳の特定の領域に関わるか否かを科学的に検討することが可能になった。2008 年度には、上

記の機器で実験した研究成果を ICP2008（第 29 回国際心理学会議）で発表した。また、演習科

目では、教員と学生が共同で脳波・事象関連脳電位を使用した認知神経心理学的実験を実施す

る予定であり、最新の実験機器を使用した基礎的研究を教育場面にも適用している。 

�点検・評価（��と問題点）］�改善��（��の改善・改�に��た��）］ 

先端的な施設・設備に関しては大きな問題はないが、さらに改善を進めたい。 

 

（キ���ス・�����等） 

���キ���ス・�����の形成・��のための体�の���� 

���「学生のための生活の場」の�備�� 

���大学��の「��」�の��の�� 

（利用上の��） 

���施設・設備面にお�る�がい��の��の�� 

���キ���ス間の�動を��にするための�通動�・�通��の�備�� 

（��・�理体�） 

���施設・設備等を��・�理するための�任体�の���� 

���施設・設備の�生・�全の��を�るための�ス��の�備�� 

�現���］ 

上記７項目については大学全体の問題であるので大学全体の項目を参照されたい。 
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�．文学研究科 

���目�� 

（１）教員・院生間また院生相互の交流を視野に入れた研究環境の整備 

 

（施設・設備等の整備） 

この項目については、専攻別に述べる。 

必�：大学院研究科の教�研究目的を実現するための施設・設備等���の整備�況の適

切� （大学基礎�ータ � �6・� ��・� ��・� �0） 

１．�会学専攻 

�現�の��� 

教室は、院生数が極めて少数であるので指導教員の研究室で事足りている。院生の研究室は、

個人用机、ロッカー、院生用パソコンは、各専攻毎に整備されている。院生用図書に関しては

担当教員１人あたり 50,000 円であり、院生は自分の必要な本を指導教員を通して専攻備付図書

として購入し、利用できる。図書館書庫への出入りと検索は院生証を提示することによって、

教員なみに自由に行える。 

�点検・評価（��と問題点）� 

この項目に関しては、設備、備品等は適切に配備されていると評価できる。 

�改善方�（��の改善・改�に��た方�）� 

現在のところ改善の必要はない。 

 

�．��文�専攻 

�現���� 

本専攻の学生のための施設・設備として、学部学生と共通するもののほかに、10 名収容の院

生専用の一室がある。そこには主に必要な辞書、参考書類が納められている。机と椅子：６人

分、パソコン：５台、プリンター：１台があり、設備としてはまだ満足できるものではないが、

研究・勉学環境としては 60 点であると認識している。 

�点検・評価（��と問題点）� 

現況の院生の員数からするなら、設備に不足はないと考えられる。しかし、レファランス用

の基礎資料がまだまだ不足していることは否めない。 

�改善方�（��の改善・改�に��た方�）� 

院生室と教員室は別棟にあり、日常的な接触ができないようになっているため、お互いの気

軽な交流による意見交換等の機会が少ないことが問題の一つであり、改善が求められるが、メ

ドが立っていないのが現実である。また参考資料に関しては、アジア学科の資料室を自由に使

える方途を考えている。 

 

３．英文学専攻 

�現���� 

大学院学生専用の施設として、１室の院生室がある。英文学専攻の院生の研究室には、使用

可能な勉強机が９つ、椅子が８つ、書架が３つ、テーブルが大、小各１つある。パソコンは４

台、ほかにプリンターが１台ある。またロッカーが８人分ある。 

�点検・評価（��と問題点）� 
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これらの設備は、大学院生の研究環境としては、まず必要なものを満たしていると言える。 

�����（将来の��・��に��た��）� 

今後は他専攻の院生との懇談などができるスペース等の環境を整えることが必要である。 

 

必��教育の用に�する情報処理機器などの配備�� （大学��データ � ��） 

１．�会学専攻 

�現�の��� 

院生室に個人用の机、パソコンが配備されている。図書館にも電子検索のための施設が整備

されている。 

�点検・評価（��と��点）� 

必要な情報処理機器などは適切に配備されていると評価できる。 

�����（将来の��・��に��た��）� 

情報処理機器のバージョンアップ等の将来の対応は、「総合情報処理教育センター」と「情報

処理委員会」を通して、制度化されて実施されている。 

 

�．中国文化専攻 

�現���� 

旧来のコンピューター５台は今年９月に最新のものに更新され、また旧来からのプリンター

１台が備えられている。 

�点検・評価（��と��点）� 

ソフト類がまだ不足している。また中国関係で言うなら、多くの参考資料や四部叢刊、四庫

全書の入ったコンピューター等はアジア学科の資料室でしか利用できないようになっており、

しかもこの資料室は管理上、院生が自由に利用できるようになっていない。 

�����（将来の��・��に��た��）� 

アジア学科の資料室の鍵を、院生各自に持ってもらうことが考えられるが、教員には不安が

まだあるようで、実現に至っていない。 

 

�．�文学専攻 

�現���� 

情報処理機器に関しては比較的整っていると思われる。特にパソコンについては最新 OS に更

新されたばかりで、研究のための機器は充実していると言える。 

�点検・評価（��と��点）� 

しかし、言語分析の音声や心理言語学的観点からの実験研究などを可能にする装置や、言語

の分析などに必要なデータベース（コーパス）などのソフト面での充実など、今後導入の必要

な設備は多い。 

�����（将来の��・��に��た��）� 

近年の言語処理に関わる設備は多様化しており、設備導入にあたり、その選定などを含めて

学生の声を聞くことも必要であろう。 

 

（��ンパス・ア����等） 

必����ンパス・ア����の��・��のための�制の���� 
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����学�のた�の��の��の�備�� 

���大学��の�����の��の�� 

（��上の��） 

���施設・設備�に��る��い��の��の�� 

���������の��を��に�るた�の����・����の�備�� 

（��・��体�） 

���施設・設備�を��・���るた�の��体�の���� 

���施設・設備の��・�全の��を�るた�の����の�備�� 

������ 

上記７項目については大学全体の問題であるので大学全体の項目を参照されたい。 
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11．図書・電子媒体等 

 

���目�� 

本学図書館は、学院の教育理念・教育方針に謳われているところの、「豊かな一般教養を身に

つけ、深く高い知識と思考力をもって、人文、社会ならびに自然の諸科学の正しい発展に寄与

できる人物の養成」などを側面から支援することを目的としている。 

それに沿って、大学の構成員である教職員および学生の、教育・研究活動にとって不可欠な

学術情報を、図書・雑誌等の活字資料、データベース・電子ジャーナル・CD-ROM（DVD-ROM）な

どのオンラインおよびパッケージ型データベースを含む電子媒体、DVD 等の視聴覚資料および

インターネット上の情報も含め、継続的・横断的・総合的に収集・把握し、構成員の利用に資

する情報の中核的施設であることを目指している。 

また、地域・社会への貢献を目指し、図書館の一般公開を早くから進めてきており、今後も

さらなる充実を図っていきたい。 

 

本学学則により、その設置が定められた本学附属図書館は、附属図書館規程により上記の理

念を規定している。 

 

（参考） 追手門学院大学附属図書館規程 

第２条 図書館は、本学における教育、研究および学習に必要な図書その他の資料を収集、整

理、保存して本学教職員および学生の利用に供するとともに、施設、設備を維持し運用する。 

２ 図書館は、前項の利用に差し支えない範囲で、広く学外者に門戸を開放するとともに、他

の図書館、関係機関との相互協力に努める。 

 

本理念に基づき運営するため、図書館に館長をおき、館長は図書館の管理・運営を統括する

と同時に、大学執行部との窓口としての業務にあたる。また、館長のもと図書館委員会を設置

する。本委員会は各学科から選出された８名の委員と図書館長で構成され、図書関係予算、図

書・雑誌の選定等、図書館運営にかかる基本的な事項を所管する。 

図書館サービスを日常的、常態的に行うため、また図書館資料等の管理のため、図書館事務

室を置き、事務長以下の専任職員を配置するとともに、2002 年度から業務全般を外部委託して

司書有資格者等の専門職員による運営と利用者サービスの向上を目指している。専任職員、専

門職員ともに、できるだけ研修機会を持つようにして、各人の能力向上や識見をひろげて利用

者サービスに還元できるよう心がけている。 

 

（図書、図書館の整備） 

必��図書、学術雑誌、視聴覚資料、その他教育研究上必要な資料の体�的整備とその�

的整備の���（大学基�データ � 41） 

�現���� 

�．資料の構成 

① 図書資料 

本学の所蔵する図書（製本雑誌等を含む）は、2009 年５月末現在 478,164 冊である。分類別
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集計は別表 11-１の通りであり、過去５年間の図書受入冊数は別表 11-２の通りである。 

蔵書構成は人文系の哲学、歴史、芸術、言語、文学が全体の約４割、社会が全体の約４割を

占め、本学が人文・社会系の学部を中心に構成されていることを反映している。 

 

別表 11-１    所蔵図書分類（NDC）別集計      2009 年５月１日現在 

和     書 洋     書 合      計 NDC 

分 類 冊 数 比率（％） 冊  数 比率（％） 冊  数 比率（％）

０ 総  記 35,367 10.8 5,406 3.6 40,773 8.5

１ 哲  学 25,025 7.7 14,812 9.8 39,837 8.3

２ 歴  史 37,088 11.3 11,331 7.5 48,419 10.1

３ 社  会 130,040 39.8 68,835 45.5 198,922 41.6

４ 自  然 17,567 5.4 8,099 5.4 25,666 5.4

５ 工  学 9,904 3.0 3,800 2.5 13,704 2.9

６ 産  業 12,644 3.9 5,152 3.4 17,796 3.7

７ 芸  術 9,763 3.0 2,837 1.9 12,600 2.6

８ 言  語 12,601 3.9 9,797 6.5 22,398 4.7

９ 文  学 36,950 11.3 21,099 14.0 58,049 12.1

合     計 326,996 100.0 151,168 100.0 478,164 100.0

 

別表 11-２       年度別受入図書冊数 

        年度 

区分 

2004 2005 2006 2007 2008 

購  入 7,743 6,626 5,869 5,656 6,509

寄贈等 725 932 1,285 3,623 1,572

 

和 書 

小  計 8,468 7,558 7,154 9,279 8,081

購  入 1,737 1,610 1,015 836 932

寄贈等 166 317 770 8,260 774

 

洋 書 

小  計 1,903 1,927 1,785 9,096 1,706

合  計 10,371 9,485 8,939 18,375 9,787

それ以外の蔵書の特徴としては、漢籍類とオーストラリア関係図書が挙げられる。漢籍類の

所蔵冊数は 12,000 冊を超えるものである。これは、国際教養学部アジア学科および大学院中国

文化専攻が中国を中心的な研究対象としており、大学創設時から収集してきたコレクションで

ある。 

オーストラリア関係図書は、本学創設の年に開設したオーストラリア研究所が 40 年以上に渡

って、収集を行ってきたものである。長年のオーストラア研究および文化交流に貢献したこと

が評価され、同研究所はオーストラリア政府から表彰を受けている。そのような背景があり、

2007 年度にオーストラリア大使館から、長年収集されてきた豪日交流基金収蔵書約 15,000 点

の資料の一括寄贈を受けることとなった。寄贈資料には、図書のみではなく、論文等が掲載さ
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れた雑誌等も含まれており、本学の所蔵図書約 5,000 冊に新たにこのコレクションが加わった。

2009 年５月現在のオーストラリア関係図書は 13,706 冊（消耗図書を含めると 15,648 冊）とな

っている。 

② 学術雑誌等資料および電子ジャーナル 

2009 年５月 1 日現在の学術雑誌所蔵タイトル数は 6,449 誌であり、所蔵雑誌数および受入雑

誌数の推移は別表 11-３、11-４の通りである。 

2009 年５月１日現在、利用契約、あるいはバックファイル等を購入して利用できる電子ジャ

ーナルタイトルは、9,770 タイトルとなっている。 

雑誌所蔵数・受入数の推移については、2006 年度までは未製本の紀要は図書館システムで受

け入れていなかったが、2006 年度から図書館システムを使った受け入れを開始した。そのため

2006 年度の受入数が増加している。なお、この時点では、国立情報学研究所（以下、NII とい

う）の目録基準では一つと見なす書誌も、本学では別々の書誌として取り扱っていた。2007 年

度より図書館システムを E-cats に変更したことに伴い、NII 書誌にて書誌の統合整備を行った

結果、所蔵タイトルは対前年度 476 誌減となっている。 

また、電子ジャーナル（NII がサービスしている CiNii）でカバーできる未製本紀要を除籍し

たことも減少の要因となっている。2008 年度については、2007 年度以上に紀要の電子化が進み、

冊子体の保存を中止したことも受入タイトル数の減少の要因となっている。CiNii を活用して、

OPAC 検索結果から全文利用が連続してできるように設定を行っているので、利用者への資料提

供は速やかに行えるようになった。 

学内には経済経営資料室、心理実験準備室、オーストラリア研究所等の専門の資料室、研究

施設があり、研究・資料利用上の便のため、一部の学術雑誌はそれぞれのところに分散配置し

ているが、その他の学術雑誌はすべて図書館に配置している。図書館では新着の学術雑誌、一

般雑誌はメインフロアに配置し、利用者が自由に閲覧できるようにしている。またバックナン

バーについては製本して、書庫に配置している。書庫内の資料については、学部学生もカウン

ターに申し出ることによって閲覧することができる。４回生以上の学生については、入庫の申

請をし、図書館が行う入庫説明会を受講した学生は直接書庫に入ることができるようにしてい

るが、2007 年度以降、３回生にも対象をひろげた。 

学内資料室等に配置している学術雑誌については、利用希望者は当該資料室等で閲覧するこ

とができる。 

 

別表 11-３     年度別学術雑誌所蔵タイトル数 

年度区分 2004 2005 2006 2007 2008 

和 雑 誌 3,669 3,772 5,251 4,786 4,923

外国雑誌 1,335 1,355 1,459 1,448 1,508

合    計 5,004 5,127 6,710 6,234 6,431
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別表 11-４    年度別学術雑誌受入タイトル数 

年度 

区分 
2004 2005 2006 2007 2008 

和 雑 誌 2,893 2,986 3,616 2,422 2,218

外国雑誌 444 377 401 397 399

合    計 3,337 3,363 4,017 2,819 2,617

 

③ 視聴覚資料 

資料媒体別所蔵数は別表 11-５の通りである。マイクロフィルムやマイクロフィッシュのほ

かに、音楽や外国語の教材としてのカセットテープや CD、映像資料としてビデオテープ、DVD

の充実を図り、タイトル数を増やしてきた。視聴覚資料収集のための資料費としては、図書館

選定用として、年間約 225 万円、教員選定用として年間約 145 万円を予算化している。 

 

別表 11-５  2008 年度媒体別所蔵数 

種 類 点 数 

マイクロフィルム 2,311

マイクロフィッシュ 28

カセットテープ 584

ビデオテープ 5,380

CD・LD・DVD 4,183

レコード 117

映画フィルム 21

スライド 14

その他 709

  合  計 13,347

 

�．図書館資料費 

図書館資料購入予算の過去５年間の推移は別表 11-６の通りである。2007 年度までは、電子

ジャーナル経費が新規に予算化されたことを除けば、減少傾向であったが、2008 年度から予算

配分の見直しにより大幅に増額された。 
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別表 11-６         年度別図書館資料購入予算              （単位千円） 

                年度 

 部門 

2005 2006 2007 2008 2009 

 経 済 学 部 図 書 費 9,500 9,000 9,000 10,740 10,960

 経 営 学 部 図 書 費 9,500 9,000 9,000 12,878 12,748

 心理学 部 図 書 費※１ 9,500 6,840 5,000 7,765 8,180

 社会学部 図 書 費 4,560 4,000 5,637 5,802

国際教養学部図書費※２ 9,500 9,000 9,000 8,920 8,920

 大学院図書費 7,058 6,835 6,512 7,990 8,260

 オーストラリア研究所図書費 1,692 1,692 1,692 1,470 1,000

 学術雑誌製本費 2,327 2,327 2,327 2,327 2,466

 学部視聴覚教材費 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458

 教育研究所図書費 300 300 300 300 300

 図書館図書費 

   参考図書 

   教養図書 

   学習用図書 

   消耗図書 

   視聴覚関係資料 

  学生選書 

 宮本輝ミュージアム 

 オーストラリア・ライブラリー 

17,905

（3,300）

（2,360）

（5,300）

（4,120）

（2,025）

（800）

16,889

（3,000）

（2,284）

（5,300）

（4,120）

（2,025）

（160）

17,889

（3,550）

（1,834）

（5,200）

（4,120）

（2,025）

（1,000）

（160）

18,889 

（3,550） 

（1,834） 

（5,200） 

（4,120） 

（2,025） 

（1,000） 

（160） 

（1,000） 

18,889

（3,550）

（1,834）

（5,200）

（4,120）

（2,025）

（1,000）

（160）

（1,000）

人権啓発関係図書費 826 660 660 660 660

データベース関連経費 3,740 5,331 4,403 6,403 7,156

電子ジャーナル経費 5,024 5,024 5,000 5,000

合  計 73,306 78,916 76,265 90,437 91,799

※１ 2005 年度は人間学部。2006 年度、心理学部、社会学部に改組。 

※２ 2006 年度までは文学部。 

 

３．資料の選定 

図書館図書費による資料の選定は、教員選定図書（教員１人あたり３万円の枠内）について

は教員が行っているが、それ以外については、教養、経済・経営、心理・社会、アジア・英語

といった分野ごとに担当者を決めて図書館員が選定し、最終的に館内の選定委員会で決定して

いる。学部基本図書充実費による資料の選定は教員が行っている。指定図書（教員１人あたり

３万円の枠内）については、2007 年度までは図書館図書費から充当していたが、2008 年度から

学部基本図書充実費の積算根拠として学生数が加味され、増額となったことから、学部基本図

書充実費を充当することになった。 

この他に、学生を主体とした選書制度として、以前から希望図書制度を設けていたが、予算
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は図書館図書費からあてていた。しかし学生による選書をより明確に実施するため、任意の学

生サークル（IREG 通称アイレグ。IREG は、Information Resources Exhibition Group の略）

メンバーによる学生選書を 2006 年度から開始し、2007 年度に別途学生選書予算（年間 100 万

円）を確保した。予算内を学生選書と希望図書購入に分けて、2007 年度から書店での実地選書

という形で実施している。なお、2009 年度からは、IREG メンバーによる選書ではなく、広く一

般学生の参加を求めて実施することとなった。 

４．蔵書点検 

開架資料、書庫内資料それぞれを１年交代で点検している。2007 年度は８月に開架資料、2008

年度は２月に書庫内資料の蔵書点検を実施している。 

開架は 1 週間、書庫は２週間の作業期間を要するので、その間は閉館（または一部サービス

の停止）をして、作業を実施している。 

2006 年度は、年度末の図書館システムの更新に備えて、夏期に書庫内資料の大掛かりな点検

を行った。 

また、学内の資料室に貸出中の資料も、2006 年度末の図書館システムの更新に備えて、以下

のように点検を行った。 

2005 年度 心理学資料室、オーストラリア研究所図書室、体育資料室。 

2006 年度 アジア文化学科（現 アジア学科）資料室、英語文化学科（現 英語コミュニケ

ーション学科）資料室、第二語学資料室、大学院自習室） 

�点検・�価（�所と��点）］ 

１．資料の構成 

５学部８学科と４研究科、６専攻科の大学院からなる構成に沿って、その教育・研究活動に

関連する分野または領域を含めた資料を体系的に収集している。専門書から参考・基本図書そ

して教養一般図書に至るまでバランスをとりながら収集整備を図っている。 

学部基本図書充実費によって購入した資料は、図書館で受け入れたうえで、各研究室、主と

して教員などに貸し出されるが、図書館に返却された後は開架図書として、あるいは書庫内図

書として配架し利用に供している。図書館図書費で、図書館および教員によって選書した図書

等は、原則として開架図書として利用に供している。現在、開架書架には約 90,000 冊を配架し

ている。 

図書館図書の受け入れに関しては、2005 年度から約 10,000 冊前後で推移してきたが、2007

年度は、『オーストラリア・ライブラリー』の設置に伴い、オーストラリア大使館から豪日交流

基金図書の寄贈があったため、受入冊数は前年度の２倍近くに達している。 

定期刊行物は、価格の高騰や図書予算が逼迫したこと、さらに電子ジャーナルへの移行もあ

り、冊子体はやや減少傾向にある。また書庫の収容力の制約から、一部のタイトルを除き、他

大学発行紀要の保存年限を 20 年と定めている。これらを補うため、電子ジャーナルへの移行（国

立情報学研究所の CiNii の利用も含む）を積極的に進めている。 

２．図書館資料費 

2007 年度までは、学部基本図書充実費は、各学部毎に固定的な予算配分であったが、2008

年度から積算根拠として、学生１人あたり 3,000 円、専任教員１人あたり 220,000 円とし各学

部に配分されることとなった。これにより、約 1,000 万円増加し、図書館図書費についても『オ

ーストラリア・ライブラリー』の設置に伴う増額もあり、図書館資料費全体としては、2007 年

度と比較すると 1,400 万円以上の大幅な増加（電子ジャーナル経費を除く）となっている。図



11．図書・電子媒体等 

635 

書館からの働きかけに学内の理解が得られ、資料費の減少に一応の歯止めがかかったと言える。 

�．資料の選定 

教育・研究に密接に係わる分野あるいは高度の専門領域についての資料は、それぞれの学部

および所属教員が選書し、一方、主として学生向けの基礎もしくは入門書的レベルのものにつ

いては、広く一般教養分野のものを含めて図書館において選書している。 

また、シラバスに掲載されている参考図書については、年度当初に網羅的に収集し授業での

利用に備えている。 

� 所 

教員と図書館の相互分担、相互補完の方法は、図書館資料を幅広くかつバランスよく収集す

ることを意図して行っている。特に学生向け図書の、図書館による選定方法は、学生の利用状

況を速やかに選書に反映することができるため、図書の利用促進に効果を発揮している。また、

2004 年度からは、学生にも積極的に図書選書に参加してもらい、それらの図書を展示する学生

選書コーナーを設けたことにより、学生の貸出・図書館利用者増に効果を挙げている。 

問�� 

開架図書については、常にそれぞれの学問分野の、最新の図書を配置することにより、学生

の学習を適切に支援する必要がある。2007 年度から「文学賞コーナー」の設置、学生参加型の

新企画、100 冊を目指して読書感想文を提出してもらう読書マラソン「巡読紀行」の開始など

新たな学生利用者の獲得と、学生への読書の働きかけを行ってきており、確実に利用を生んで

いるという実感がある。しかし、学生１人あたり年間貸出冊数が６冊台の現状を鑑みると、授

業との関連が深い専門分野の図書群がもっと利用されるようにしていきたいと考えている。書

庫不足のため、開架書架が満杯状態で、新しい図書が書架に埋没し、魅力を感じさせられてい

ないこと、シラバスや学生の利用動向を把握し、よりタイムリーな選書や資料提供をすること、

そして授業、教育担当者との協働がまだ不十分と感じている。 

各種図書情報の電子化に対応し、教育・研究をサポートするデータベースや電子ジャーナル

の導入を進めてきたが、電子ブックの動向にも注意を払う必要がある。 

���方�（��の��・��に向けた方�）� 

① 2005 年度から漸減的であった図書予算も、2008 年度からは、図書予算の増額が認められる

こととなった。これにより、予算の減少に一応の歯止めがかかったものの、今後大幅な増額

は望めないことから、限られた予算を有効に活用するため、教員と図書館による重複購入を

避けるよう働きかけるなどの努力を引き続き行っていく。 

② 大学図書館にふさわしいコレクション構築のうえで、教員の協力は不可欠であるので、蔵

書構成については定期的に教員の協力のもとで見直しを行いたい。また、選書に関しても、

分野毎に教員の助言を得るために、分野毎の新刊情報を提供していく。 

③ 現在、雑誌（学術雑誌）に関しては電子ジャーナル化が急速に進行しており、本学におい

ても電子ジャーナルの導入を積極的に進めているが、今後もバックナンバーも含めて導入を

拡大することにより、冊子体を減らし、書架スペースの有効活用を図る。 

④ 図書に関しては、現在のところ、まだ紙媒体による資料が多数を占めるが、海外において

は電子ブックが増加してきており、導入する図書館も増えている。本学においても、外国語

の電子ブックを一部導入しているが、学生が主に利用するであろう日本語図書についても、

今後、国内において商品化が進むと思われるのでその動向を注視していく。本学で利用が見

込まれるものについては、教員に積極的に情報を提供し導入を図っていく。 
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また、参考図書に関しては、冊子体とデータベースやインターネットで利用できるものを

有機的に組み合わせて提供していく。 

⑤ オーストラリア発行図書、および雑誌等については、入手が困難な場合がある。洋書取扱

業者や専門家への問合せ等を行って、入手方法を確立していきたいと考えている。 

 

���図書館の規模、開館��、閲覧室の�席�、����設�や視��機�の配�等、 

利用環�の����とその����大学��データ 表 42・表 43� 

�現���� 

１．図書館の規模 

本学の図書館は 1970 年に建築され、1979 年の学院創立 90 周年記念事業の一環として増改築

が行われた。さらに、1996 年に隣接地への５号館建設に伴って連絡通路を設置し、５号館の５

階１フロアを図書館閲覧室とする大改修を行った。その後 10 年を経過し、旧館部分の老朽化が

進んだことから、2008 年に迎えた学院創立 120 周年を記念して、2004 年 10 月から 2005 年度初

めにかけて改修を行った。１階から４階までの利用者閲覧スペースについて、エレベーターを

設置し、バリアフリー化を行った。またこの改修の一環として、2005 年５月には、『宮本輝ミ

ュージアム』を開設した。2007 年 10 月には３階を改装して『オーストラリア・ライブラリー』

を設置し、2008 年２月から一般公開を開始した。これらにより、今まで以上に地域・社会に開

放された図書館として大きく生まれかわった。 

現在の規模は地下２階地上４階建ての鉄筋鉄骨コンクリート造りの専用棟と５号館５階部分

からなっている。１階および地下１・２階は閉架式書庫、２階は事務室と開架図書室を中心に

参考図書・書誌・目録等レファレンス資料を集め、また、新着雑誌コーナー、新聞コーナー、

AV ブースコーナー、紀要等を配置している。閲覧席は２階から４階までの各階にあり、５号館

５階部分は利用者用出入り口がある図書館２階と連結されて大閲覧室となっている。３階は『オ

ーストラリア・ライブラリー』となっている。４階は自習室とグループ学習室からなっている。

利用者は資料等を携えて館内で自由に利用することができる。図書館全体の総面積は 3,247 ㎡

であり、主要室概要は別表 11-７の通りである。 

なお、保安上の観点から、エレベーター内や『宮本輝ミュージアム』に監視カメラを設置し

ている。 

書庫については全部で６室あるが、第３書庫を除いて、すべて電動式密集書架を採用して収

納効率を高めている。 
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別表 11-７       図書館主要室概要         2009 年５月現在 

  階 名   称 面   積 

４階 自習室 223.00 ㎡ 

 グループ学習室 21.00 ㎡ 

 研究個室 8.00 ㎡ 

３階 オーストラリア・ライブラリー 256.28 ㎡ 

２階 参考図書コーナー・ 

AV ブースコーナー 

68.00 ㎡ 

 宮本輝ミュージアム 140.06 ㎡ 

 カウンター周辺 262.94 ㎡ 

 大閲覧室 891.54 ㎡ 

 事務室 112.00 ㎡ 

１階 第１書庫 238.00 ㎡ 

 第２書庫 158.00 ㎡ 

 第３書庫 126.00 ㎡ 

貴重書庫 20.00 ㎡  

雑誌室 36.00 ㎡ 

地下１階 第４書庫 225.00 ㎡ 

地下２階 第５書庫 58.00 ㎡ 

 第６書庫 58.00 ㎡ 

 

２．開館時間について 

開館時間は、別表 11-８の通りである。図書館では、利用者の要望に則し、便宜を図るため、

継続的に開館時間の延長に努めてきた。（別表 11-９参照） 

開館日数についても毎年増やす工夫を重ね、2008 年度は 264 日となっている。 

 

別表 11-８           開館時間               2009 年５月現在 

時   期 平  日 土 曜 日 

授業期間中 9:20～19:50 9:20～17:00 

夏期・春期休暇中 9:20～18:00 9:20～17:00（春期） 

※夏期は閉館 

 



11．図書・電子媒体等 
 

638 

別表 11-９         開館時間延長への取り組み 

 2005 年度 2006 年度 2007 年度 

授
業
期
間 

9:25～19:30 

↓ 

9:25～19:50 

9:25～19:50 

↓ 

9:20～19:50 

9:20～19:50 

補
講
期
間 

9:25～18:15 

↓ 

9:25～19:50 

9:25～19:50 

↓ 

9:20～19:50 

9:20～19:50 

平 
 

日 

試
験
期
間

9:25～17:30 

↓ 

9:25～19:50 

9:25～19:50 

↓ 

9:20～19:50 

9:20～19:50 

土
曜
日 

9:25～15:00 

↓ 

9:25～17:00 

9:25～17:00 

↓ 

9:20～17:00 

9:20～17:00 

長
期
休
業
期
間
※ 

夏期 :9:20～ 17:00（平

日）、土曜日閉館 

冬期:9:20～16:00 

春期 :9:20～ 17:00（平

日）、9:20～13:00（土

曜日） 

夏期 :9:20～ 17:00（平

日）、土曜日閉館 

冬期:9:20～16:00 

春期 :9:20～ 17:00（平

日）、9:20～13:00（土

曜日） 

夏期、冬期: 

 9:20～18:00（平日）、

  土曜日閉館 

春期:9:20～18:00（平

日）、9:20～17:00（土曜

日） 

変
更
内
容 

平  日:20 分延長 

土曜日:２時間延長 

補講期間、試験期間: 

 授業期間に合わせる 

開館時間を５分早める 長期休業期間: 

平日１時間、春期土曜

日を４時間延長 

備
考 

○春学期・秋学期試験期

間中 

日曜日を開館 

○春学期・秋学期試験期

間中 

日曜日を開館 

 

○春学期・秋学期試験期

間中 

日曜日を開館 

 

※ なお、2008 年度から、夏期一斉休暇期間（休業期間）中についても、数日開館している。 

 

�．閲覧�の座席数について 

館内の閲覧座席数は、全体で 560 席となっている。内訳は別表 11-10 の通りである。 

2009 年度学生収容定員（大学院生を含む）に対しての割合は 10.6％となっている。 
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別表 11-10   学生閲覧室等の座席数 

階 名    称 閲覧席数 

４階 自習室 106  

 グループ学習室 14  

 研究個室 １  

３階 オーストラリア・ライブラリー 56  

 情報検索コーナー 10  

AVブースコーナー 12  ２階 

大閲覧室 354  

 書庫 ７  

合       計 560  

また、館内で落ち着いて閲覧や勉学ができるように、自習室や大閲覧室の一部には１人掛け

個人机を設置するとともに、８人掛のテーブルには間仕切りを設置するなどの配慮をしている。

また、ホールにはソファーも置いている。２階と３階には AV ブースコーナーを配置し、２階カ

ウンター前には新聞などが読めるブラウジング・コーナーを配置している。 

現在、２階 AV ブースコーナーには 12 席、３階『オーストラリア・ライブラリー』には４席

のブースを設けているが、そのなかの１台はオーストラリアの PAL 方式のビデオの再生が可能

となっている。 

４．情報検索設備や視聴�機器の配備について 

情報機器については、２階に利用者用 OPAC 専用検索端末を 10 台、インターネット用端末４

台、３階『オーストラリア・ライブラリー』には利用者用 OPAC 専用検索端末２台、インターネ

ット用端末２台を設置している。また、書庫内にも利用者用 OPAC 専用検索端末４台を設置して

いる。２階には CD-ROM 専用端末２台も設置していたが、老朽化したことと、代替できるオンラ

インデータベースの契約内容を拡充してきたので、2009 年度に廃止した。 

また、『宮本輝ミュージアム』や『オーストラリア・ライブラリー』には、大型液晶テレビや

プロジェクターを設置し、授業や講演の際の多人数によるビデオ・DVD の視聴も可能としてい

る。 

その他、学生の便宜を図るために、利用者用複写機を２階に１台、３階『オーストラリア・

ライブラリー』に１台設置している。３階に設置している機器は、カラー複写も可能で、プリ

ンター機能も備えている。また、１階雑誌準備室には、機関リポジトリーデータ作成にも利用

可能な、資料を傷めずに上から複写やスキャンのできる複合機を１台設置している。 

�．利用��の�備��とその�切�について 

① オリエンテーション、ガイダンス等 

毎年、新入学の学部生、大学院生、留学生、新任教員を対象とした比較的少数のオリエンテ

ーションをそれぞれ実施している。それ以外の学年については、従来から、クラス・ゼミ単位

のオリエンテーション、ガイダンスを各教員へ案内して、希望を受け付けて実施している。 

2003 年度からは、新入生に対しては各学科と協力して、４月に授業「新入生演習」の時間を

利用して学科ごとのオリエンテーションを開催してきた。しかし学科単位の大人数を対象に学

内のホールでの開催であるため、効果が薄かった。そこで 2008 年度からは２クラスずつ、館内

で開催する方式を導入した。そのほかに、初級から上級に渉る文献検索講習会やガイダンスを
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実施している。秋学期にも教員の申し込みよる、授業を対象としたオリエンテーション、ガイ

ダンスを実施している。 

書庫の入庫利用は、元々は大学院生以上を対象に許可していたが、卒業論文作成のため学部

４年生の入庫を認めてほしいとの要望が教員から出されたのを契機に、2003 年度から４年生に

限って利用できる制度を新設した。春学期の決まった期間に利用申請をして、書庫の利用説明

を受講することにしていたが、就職活動と時期が重なり、利用説明を受けられない学生が多か

ったため、2007 年度からは 3 年生を対象に秋学期に申請を受け付けることにした。 

2008 年度の実施状況は別表 11-11 の通りである。 

 

別表 11-11 2008 年度ガイダンス等実施状況（新入生オリエンテーションを除く） 

名     称 回  数 参加人数 

 図書館利用ガイダンス 19 359 

 文献検索ガイダンス 22 142 

 データベース等講習会 ５ 28 

 書庫入庫説明会 20 98 

 

② 利用条件（貸出） 

2008 年度の貸出冊数は学生１人あたり 5.5 冊で、2007 年度の 5.6 冊に比較すると若干減少し

ている。図書館資料の貸出冊数・期間等の規則および貸出冊数は別表 11-12、11-13 の通りであ

る。1980 年代から学生の貸出冊数は 10 冊２週間に設定していたが、1998 年度に改訂を行い、

学生は 20 冊２週間とした。さらに、レポート、卒業論文等作成のために必要な場合は特別貸出

も行える。大学院生に対して書庫内図書は冊数に制限を設けず、貸出期限は当該年度としてい

たが、2007 年度の規則改定で期間を学期内と変更した。また、長期休暇期間は学生を含めて期

間終了まで冊数制限なしの貸出を実施している。 

なお、学生選書コーナーの図書は多くの学生が利用できるように、2008 年から、貸出期間を

１週間に短縮した。また、指定図書についても、試験期には貸出期間を１週間に短縮し、でき

るだけ多くの学生が利用できるよう配慮している。 

学外者については、1990 年頃から無料の登録・貸出を行ってきた。2009 年３月現在、349 人

が、ライブラリーカードの登録を行っている。このカードは、最長５年を期限として毎年の更

新制としている。これまで、学外者に対する貸出冊数は、学生と同じく 20 冊２週間としていた

が、特定の分野の図書を集中的に借り出す利用者もいたため、学内利用者の利用を優先するた

め、2007 年度から５冊２週間とした。 
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別表 11-12   貸出冊数・期間等（図書館利用細則） 

 一般図書（カセットテープを含む）  

 一般貸出 特別貸出 継続     逐次刊行物 

教員 書庫内図書 研 究 に 必 要 な  冊  数 お よ び 期 間 

大学院生 開架図書 20 冊 20 冊 ２週間 ５冊 

大学院研究生  ２週間 １ヵ月 １回限り １週間 

学生等 書庫内図書 20 冊 20 冊 ２週間 ５冊 

 開架図書 ２週間 １ヵ月 １回限り １週間 

一般学外者 書庫内図書 

開架図書 

５冊 

２週間 

５冊 

１ヵ月 

２週間 

１回限り

５冊 

１週間 

 

別表 11-13 2008 年度における利用者別貸出冊数 

 冊        数 人     数（延） 

学  生 36,596 21,495 

教  職  員 6,362 2,202 

学 外 者 1,031 390 

合   計 43,989 24,087 

 

③ レファレンス・サービス 

レファレンス・サービスの窓口として参考カウンターを設け、担当者２名を配置してサービ

スを行っている。参考質問への回答、CD-ROM 検索、オンライン情報検索、相互利用等を担当し

ている。 

従来、参考業務の取り扱いは 17 時 15 分で終了していたが、2006 年 10 月からは、利用者へ

のサービスの拡大を図るため、夜間にも担当者をカウンターに配置し、閉館時間まで参考業務

を行っている。 

参考業務として、資料相談、OPAC（オンライン利用者用目録）や各種データベースを使って

の検索や検索方法の指導等を行っている。 

参考質問受付件数は別表 11-14 の通りである。 

 

別表 11-14     参考質問受付件数 

          年 度 

区 分 
2007 2008 

クイックレファレンス

受付件数 
1,407 1,671 

レファレンス受付件数 33 29 

合  計 1,440 1,700 
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④ 相互利用 

相互利用業務は文献複写・資料貸借・閲覧・照会の依頼・受付を行っている。文献複写・資

料貸借については、1997 年から NACSIS-ILL に参加し業務を行っている。2004 年度からは料金

相殺制度に参加している。 

相互利用処理件数は別表 11-15 の通りである。 

 

別表 11-15  相互利用処理件数 

         年度

区分 

2004 2005 2006 2007 2008 

825 1,050 887 652 470 文献複写 依頼 

受付 443 668 889 1,040 998 

合 計 1,268 1,718 1,776 1,692 1,468 

138 80 131 239 133 貸借   依頼 

受付 415 531 536 489 477 

合 計 553 611 667 728 610 

98 59 30 17 12 照会   依頼 

受付 32 27 24 26 30 

合 計 130 86 54 43 42 

 

⑤ データベースサービス 

現在のデータベース等の導入状況は別表 11-16 の通りである。2004 年度から、購読中洋雑誌

のフリーオンラインジャーナルのサービスを開始した。2006 年度に、電子ジャーナルの予算を

獲得し、Science Direct、EBSCOhost を導入した。電子ジャーナルサービスの契約、導入にあ

たって、電子ジャーナルサービスシステムである Serials Solutions を同時に導入し、利用者

の利用環境を整備した。それ以降もバックファイルの購入、e-Books の購入を行い、利用でき

る資料を増やしている。一部の電子ジャーナルの利用状況は別表 11-17 のようになっている。 

また、図書館は公私立大学コンソーシアム（PULC）に加盟し、データベース、電子ジャーナ

ルの情報を積極的に取り入れるとともに、コンソーシアムを通じて、電子ジャーナルなどを有

利な条件で契約している。 
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別表 11-16             データベース等導入状況            2009 年５月現在 

 

 

［電子ジャーナル］ 

 EBSC�host  Business Source Premier、Econ�it、Australia/N� �e�erence Centre 

�S���  Arts � Science Collection � 

  Science Direct  Com�lete Collection 
                    Sub�ect Collection （Economics, Econometrics and Finance、 

                Psychology、Social Sciences、Decision Sciences、 

                    Business, Management and Accounting） 

                    �ournal Back�iles （Economics, Econometrics and Finance、Psychology、 

               Social Sciences、Business, Management and Accounting） 

 PsycA��IC�ES 

  Cambridge �ni�ersity Press �����学パッケージ 

 S�ringer �nline �ournal Archi�es 

  ���ord �ni�ersity Press Archi�e Full Collection 

  日経 BP ����サービス（バックナンバー・ライブラリ） 

 

［e-Books］ 

  S�ringer eBooks  Beha�ioral Science、Humanities、Social Science and �a� 

  Gale �irtual �e�erence �ibrary 

  Science Direct Encyclo�edia o� �anguage � �inguistics （2nd ed�）、 

                 Encyclo�edia o� Social Measurement 

  �he Ne� Palgra�e Dictionary o� Economics （2nd ed�） （～2009 年８月 31 日） 

 

［オンライン・データベース］ 

  MAGA�INEP��S（NICHIGAI/WEB サービス） 

  CiNii（国立情報学研究所） 

  �E�/DB（インターネット・アカデミックサービス） 

  eol ESPer（上場企業パッケージ限定メニュー） 

  PsycINF�（Web 版） 

 D1-�a� 現���、������情報 

 Web ��A-bunko ����版（インターネット版データベース） 

 �C�C First Search 

 

［新聞データベース］ 

 日経���ン 21 日経新聞����������を含む 

 聞��ビジュアル（朝日新聞） 

 産経新聞ニュース��サービス（産経新聞） 

 毎日 Ne�s パック（毎日新聞） 

 �ミ�ス�書�（読売新聞） 

 Pro�uest Australia and Ne� �ealand Ne�sstand 

 

［その他］ 

 �a�an�no�ledge  

 PHP �ideo Archi�es�（松下幸之助に学ぶ成功塾） 
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別表 11-17   電子ジャーナル利用統計（2006 年１月－2008 年 12 月） 

2006 年（1-12 月） 2007 年（1-12 月） 2008 年（1-12 月）  

検索 本文閲覧 検索 本文閲覧 検索 本文閲覧

S������ ������ 637 1,035 1,032 1,158 1,057 1,108

E�S�O���� 4,474 892 4,177 980 3,567 1,000

�STOR 210 119 487 228 241 368

 

⑥ 利用者への広報 

利用者への広報手段として、印刷体とホームページを組み合わせて使っている。 

印刷体に関しては、入学時にリーフレット形式の「図書館利用案内」と「図書館利用マニュ

アル入門編」を学科ごとの新入生オリエンテーションなどで新入生全員に配付し、図書館に対

する理解を深めるよう努力している。また、図書館利用、文献利用をさらに進めてもらうため

の印刷体の利用案内・資料も各種作成している。 

これとは別に、年４回、図書館報『ぶっくわぁむ』を発行して、図書館の現状や新着図書の

紹介、タイムリーな情報の提供等を行っている。またデータベーストライアル時など、不定期

ながら『ぶっくわぁむ』とは別に『リブロニュース』を適宜発行し、利用者への迅速な情報提

供を常に心がけている。 

ホームページは 2005 年４月にリニューアルしており、その速報性という特色を生かして、情

報をリアルタイムに更新し、常に最新の情報を利用者に提供すべく努力している。 

また 2008 年度からは、学内ネットワーク上の学生・教職員を対象とした学内情報のポータル

システム「UNIVERSAL PASSPORT」を利用して、学生・教員に向けてタイムリーに広報を行って

いる。 

⑦ 図書館内でのミニ展示会の開催 

2007 年度から、教員の協力を得て、カウンター前の外国雑誌書架の上面を利用して、小規模

な展示会を行ってきた。これまでに絵画や書の展示会を４回実施した。授業では知らなかった

教員の一面に出会うことができ、教員と学生達の間でこれまでとは違ったコミュニケーション

の機会となっている。 

��検・評�（�所と���）� 

� 所 

① 図書館の施設について 

2005 年に改修を行った図書館は、学内諸施設のほぼ中央にあり、利用者の動線から見ても非

常に便利な位置にあるため、学生にとっては、休憩時間や授業のない時間帯には、勉学ととも

に心安らぐ格好の場所となっている。館内は飲食禁止・禁煙となっているが、2005 年に新設し

た３階、４階のテラスでは飲食も可能となっている。また LAN 環境を整備し、閲覧室と、書庫

にはネットワーク配線を敷設している。またバリアフリーに配慮して利用者に優しい図書館の

機能を目指している。 

2005 年度には、本学文学部第１期卒業生で芥川賞作家宮本輝氏の協力により『宮本輝ミュー

ジアム』を開設し、一般にも公開し好評を博している。 

また、2007 年度には、オーストラリア大使館から豪日交流基金収集図書等の寄贈を受け、図
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書館３階に国内唯一のオーストラリア専門図書室となる『オーストラリア・ライブラリー』を

設置した。室内には、同じくオーストラリア大使館から寄贈された家具・美術品等を配置して

おり、学外からの来訪や、問い合わせも徐々に増えてきている。 

② 座席数について 

1996 年の改修・増築により、閲覧席数は大幅に増加したため、定期試験期間中を除けばまだ

余裕がある。しかし、2007 年度の『オーストラリア・ライブラリー』の開設に伴い、座席を３

階から２階閲覧室に一部移動したため、閲覧机の間隔が狭くなるという問題も生じている。 

③ 開館時間について 

別表 11-９のように、2005 年以降、毎年のように開館時間の延長に取り組んできた。 

④ 利用環境の整備状況とその適切性について 

オリエンテーション、ガイダンスについては年々開催回数を増やすとともに、利用者のニー

ズに沿うよう内容にも工夫をこらしており、受講後のアンケート調査などでも好意的な意見が

多くなっている。特に 2008 年度から開始した、図書館内で行うクラス単位の新入生オリエンテ

ーションは学生からも、また引率教員からも好評であった。 

レファレンス・サービスに関しては、担当者を置き、丁寧な対応を心がけるとともに、提供

する資料についても検討している。特にデータベースについては、毎年、充実を図り、様々な

ニーズに対応できるよう見直しを行っている。 

これらの成果か、学生が実施している全学アンケートでも、図書館に対する利用満足度は年々

高くなっている。 

問題� 

① 図書館の施設について 

・情報化の進展に伴い、多くの学生がパソコンを所有するようになり、館内でパソコンを使

用したいとの要望もあるため、館内での使用について早急に結論を出す必要がある。また、

一部の大学では、多様な学習形態に対応した施設、ラーニング・コモンズが設置されつつあ

るが、本学の現行の施設では対応が困難となっている。 

・期末試験期などには、貸出・返却が一時に集中するため、カウンターの混雑が激しくなる。

これを緩和する方策の検討が必要である。 

・入館者を学生証や職員証でチェックする入退館システムが設置されていないため、利用者

の図書館利用動向の把握が十分できていない。 

② 座席数について 

・４階のグループ学習室は２室あるが、利用がかち合う場合がある。学生の学習形態も多様

化し、グループによる学習も増えてきているため、それへの対応が必要である。 

・AV ブースコーナーに関しては、学生の利用が増加しているが、座席数が少なく、場所も狭

いといった苦情も出てきている。 

③ 開館時間について 

開館時間の延長については、これまでも可能な限り延長してきている。さらなる延長の要望

もあるので検討しているが、大多数の学生は通学にスクールバスを利用しており、スクールバ

ス運行時刻との関係から、これ以上の開館時間の延長は難しい状況である。 

また、試験期間中の日曜開館を行っているが、スクールバスの運行がないためか、余り入館

者増につながっていない。 

④ 利用環境の整備状況とその適切性について 
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レファレンス・サービスについては、従来の図書形態の資料の利用だけでは十分なサービス

は提供できず、データベース、インターネット等のデジタル情報の利用が不可欠である。この

ため、担当者のスキルアップを図るため、学内外の研修に積極的に参加させているが、さらな

る研修の充実が求められる。情報検索能力はもとより、情報処理技術をもあわせ持ち、新たな

メディア、技術の動向にも目配りが利くとともに、広報の重要性や利用者の不便に気配りので

きる人材の養成が必要である。また、利用者のための各種ツール（利用マニュアル、ポータル

等）の整備も重要である。 

�改善�策（�来の改善・改�に向けた�策）� 

① 館内において、持ち込みパソコンの利用ができるコーナーを設置する。 

② 期末試験期などのカウンターの混雑を緩和するためにカウンターの応援体制を強化する。

また、図書自動貸出装置の導入について、IC タグへの対応も視野に入れて検討していく。 

③ 日曜開館する場合などには、事前に、利用者への周知を図るとともに、路線バスの情報な

ども積極的に提供する。 

④ 入退館システムを導入することにより、利用動向のきめ細かな把握が可能となり、効率的

な利用者サービスに結びつけることが可能となるが、入り口部が狭いなど建物の構造的な問

題があり導入できていない。代替策として、貸出・返却情報など、曜日、時間別のデータが

利用できる情報を活用、分析することで利用動態の把握に努める。 

⑤ 既存施設の外に、学生の多様な学習形態に対応できるラーニング・コモンズを設置するよ

う、関係部署などに提言していく。 

⑥ 大学授業と学生の図書館利用や資料活用を結びつけるために、授業で必要なキーワードか

ら資料を探すための案内資料パスファインダーを計画的に作成していく。教員との対話を重

ねることで協働を進めていく。 

⑦ これまで、教員からの申し出によって行っていた館内での展示を、2009 年度から、全教職

員・学生に参加を呼びかけて拡大を図る。 

 

（情報インフラ） 

必��学術情報の処理・提供システムの整備��、�内外の�大学との協力の�� 

������ 

�．学術情報の処理・提供システムの整備�� 

① 図書館システム 

1996 年度から図書館の電算化を開始し、京セラ・丸善の開発型パッケージソフト CALIS を導

入し業務を行ってきたが、システムやハードが旧式化してきたため、2006 年度末に、図書館シ

ステムの更新を行い、NEC のパッケージソフト E-Cats を 2007 年度当初から運用している。こ

れにより、利用者サービスの改善、業務の合理化・効率化を図った。新システムは旧システム

に備わっていた機能のほとんどを継承したうえで、多くの新たな機能を追加している。図書館

内には、書庫内を含めて 16 台の OPAC 専用 PC を配置している。 

② オンラインデータベース 

外部商用データベースの Web 化が進み、IP 認証によるアクセス管理ができるようになった。

2000 年度から学生利用に重点を置いてデータベースの選定を行い、『NICHIGAI/Web のマガジン

プラス』、『CiNii』、『朝日新聞記事データベース聞蔵』、『OCLC First Search』等を選定し、IP

認証によって学内全体に向けてサービスを提供するなど、継続的にデータベースの充実を図っ
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てきた。（別表 11-16 参照） 

③ 電子ジャーナルサービス 

2006 年度からサービスを開始した。利用の便を図るため、サービスシステム Serials 

Solutions を導入し、単一のプラットフォームからアクセスできるよう整備し、図書館ホーム

ページ上にメニュー化している。電子ジャーナルについては学部・学科との協力のもとに充実

を図っている。 

④ ホームページ 

1999 年度から図書館が保有するサーバーによって、ホームページサービスを行っている。図

書館 OPAC のインターネットへの公開も当初から行ってきた。現在図書館ホームページをプラッ

トフォームにして、学内ネットワークに接続したパソコンから外部の契約データベースや電子

ジャーナルが利用できるようにしている。 

図書館内にはOPAC専用のパソコンとともに、インターネット利用ができるPCを備えている。

契約提供している外部データベースや電子ジャーナルを館内と学内の情報処理教室のどちらか

らでも利用できるように整備している。 

�．他大学との協力の状況 

他大学図書館との間では、従前より、お互いに所蔵していない図書や雑誌記事・論文につい

て相互に提供しあってきた。1996 年度の図書館システム導入以降は、ガイドブック、視聴覚資

料などの消耗資料を除いて、原則的にすべて NACSIS-CAT 書誌・所蔵データベースへの所蔵登録

を行い、相互利用に対応してきた。1999 年度から国立情報学研究所の NACSIS-ILL に参加した

結果、利用者から申し込まれた資料の提供が迅速化された。また、他大学図書館からの文献複

写および図書貸借受付が一層増加してきたが、本学からの依頼については、電子ジャーナルの

導入により、他大学への文献複写依頼は減少傾向にある。 

なお、地域内での活動としては「私立大学図書館協会西地区部会阪神地区協議会相互利用協

定」に加盟し、相互協力や逐次刊行物の分担保存を行っている。 

��検・��（�所と���）� 

�．学�情報の処理・提供システムの整備状況 

1996 年度の最初の図書館システム導入以来、OPAC による所蔵情報、CD-ROM による情報検索、

オンラインによるデータベース検索、電子ジャーナルサービス等、その時々で学内の教育・研

究のための情報提供機関として求められる機能、サービスを備えるよう努力してきており、教

員の研究、学部学生の教育上必要とされる情報の提供はある程度満たしている。 

これまでの図書館システムが老朽化し、新しい図書館サービスへの対処能力の不足、サーバ

ーの処理能力不足等が目立ってきたため、2006 年度末に図書館システムの更新を行った。これ

により、利用者層ごと、あるいは利用者一人ひとりに対応した情報提供を可能とするポータル

システム、電子図書館システム等の機能を考えられるシステムへの移行が実現した。2008 年度

には、図書館ホームページ上の OPAC 画面で、利用者認証機能を利用して、利用者自身が図書の

貸出状況を、教員については予算の執行状況も確認できるサービスを開始した。携帯電話を通

じての OPAC 検索も可能となっている。 

また、図書館の所蔵する資料データの作成に NACSIS-CAT の利用が不可欠であるが、新図書館

システムの導入により、新 CAT/ILL に対応でき、多言語対応も可能となった。本館には、目録

データの不完全な中国図書やアラビア文字資料、ハングル文字資料などの所蔵がかなりあるが、

その処理も可能な環境となったため、今後徐々に処理を進めていく。 
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図書館システムは、学内外のネットワークのうえで動いており、ネットワークのトラブルは

即座に図書館システムに影響を与える。また、図書館内のインターネット利用パソコンは総合

情報教育センターの管轄となっている。また、外部データベース等の情報利用も学内ネットワ

ークによって可能となる。これらのことから、今後も総合情報教育センターとの緊密な連携が

必要である。 

カリキュラムや教育内容の改訂に対応したデータベースの選定・導入はその時々に必要であ

るため、学内の協力のもと、データベースの見直しや新規導入を積極的に推進している。また、

外国雑誌価格が高騰するなか、本学の教育・研究上必要な雑誌情報を永続的に入手する方策確

立と、情報利用環境整備と資料提供の迅速化のため、電子ジャーナルの導入も積極的に推進し

ている。 

なお、本学が果たすべき役割として、本学の研究成果の学外への発信・提供による社会への

貢献（機関リポジトリ）がある。 

�．他大学等との協力状況 

相互利用に関しては、1999 年から NACSIS-ILL に参加しており、料金相殺制度には 2004 年度

から参加している。 

電子ジャーナルの普及に伴い相互利用件数の減少が予想されたが、研究活動の活発化に伴い、

減少の程度は軽微である。このような状況から、今後も他大学との相互協力が重要であると思

われる。 

�改善方策（��の改善・改�に�けた方策）� 

① 2007 年度に更新した図書館システムについては、業務処理やサービス機能に多くの新しい

機能が加わっており、それらを活用していく。今後は、教員がオンラインで直接図書の発注

をすることや、教員・学生一人ひとりに対応した情報の提供が可能な「マイライブラリー」

サービス機能の拡大を図る。 

② 学習支援の拡充、充実を図る。具体的には、レファレンスツールとなるパスファインダー 

の作成・提供を年次的に進める。また、ホームページの高度化やポータル化を図る。 

③ 学内のネットワークのなかで、図書館が十分に位置づけられていない面がある。例えば図

書館ホームページは、大学ホームページから見ると下位に位置している。大学のトップペー

ジに図書館のOPACや電子ジャーナルなどの検索の入り口を埋め込めば、ネットを介した図書

館の利用率が上がると思われる。また学生や教職員が利用する学内部署のホームページ間で

リンクを貼り合うことも必要と思われる。関係部署へ強く働きかけて早期に改善していく。 

④ 機関リポジトリに関しては、現在運用しているオーストラリア論文データベースシステム

のハード・ソフトを活用し、学内の協力を得ながら対象を拡大していく。2009 年度から、ま

ず経済学部およびアジア学科発行紀要のデータ化、公開を行うべく作業を進めている。 

 

必��学術資料の記録・�管のための��の��� 

�現状��� 

① 学術資料の記録 

1996 年度の図書館システムの導入とともに、目録業務は国立情報学研究所の NACSIS-CAT に

より行うこととなった。同時に、図書館で所蔵する資料の目録情報については、研究室へ貸し

出していた資料の一部等を除いて、遡及的にすべて電子化し、それ以降に受け入れる資料は

NACSIS-CAT によりすべて処理している。そのため、現在では図書館で所蔵するほとんどの資料
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は、OPAC により検索することができる。そのなかには本学で利用できる電子ジャーナル、e-book

も含まれている。 

② 学術資料の保管 

本学の所蔵する図書（2009 年５月末現在 478,164 冊。消耗図書を除く）のうち約 90,000 冊

を開架図書室に配置し、残りを書庫に配置している。書庫内図書の内、現在約 36,000 冊を教員、

各学部・学科の資料室および学内研究所等に年度単位で貸し出している。書庫内図書は、館内

の書庫、学内書庫のほかに学外の図書保管業者も利用している。現在約 100,000 冊を学外書庫

に保管している。 

書庫の収容力を増すために、６室ある書庫の内、第３書庫を除いて、すべての書庫に電動式

集密書架を設置している。 

また、2005 年度の改修の際に書庫内に貴重書室を設け、貴重書、本学および学院関係の資料

および『宮本輝ミュージアム』関係の収集資料を収納している。貴重書室内には、常に湿度を

一定に保つハイパー書庫を設置し、特に貴重な資料を収納している。 

なお、資料の紛失を防ぐために、ブック・ディテクション・システムによる退館システムを

導入している。 

�点検・��（�所と問題点）� 

1997 年度の最初の図書館システム運用開始時点で教員等に貸出していた資料および学外書

庫預け入れ資料について、遡及的に作成した蔵書・書誌情報データの点検が行えていない。特

に学外書庫預け入れ中の資料については、外部業者の倉庫への立ち入りが、顧客情報保護の問

題、人員、費用等の手当てが必要となることなど、実施上の困難があるが、点検計画を立てて

いく必要がある。 

本学は漢籍類の蔵書が約１万点以上あり、中規模私立大学としては多い方である。またイン

ド、イスラム圏の資料も所蔵している。これらについて、旧図書館システムでは多言語の文字

の取り扱いができなかったため、OPAC で検索できないものがある。 

資料保管上の大きな問題点は、年々増え続ける図書の保管場所の不足である。収容力を増や

すために、６室ある書庫の内５室に電動式集密書架を設置しているが、一度に利用、閲覧でき

る範囲が限定されてしまい、多人数が利用することができない。また安全面の配慮の点からも

学生の書庫入庫を全面的に解禁することができない。せっかくの蔵書に接架して利用すること

ができないのは残念なので、その欠を補うため、4 年生の学生（3 年生は秋学期以降）の書庫入

庫申請を受け付けている。電動式集密書架の操作方法や書庫内資料の取り扱いマナーの事前説

明を受けさせて入庫利用させている。 

2005 年の改修工事で書庫を増やし、一部戻し入れを行ったとは言え、現在約 100,000 冊の図

書を外部倉庫に預け入れている。利用者の請求があった場合、取り寄せが翌日以降になるとい

った不便ばかりでなく、保管費用と出し入れの際の搬送費用を合わせた経費は、多額に上って

いる。 

また、書庫には除湿器を設置しているが、一部を除いて空調設備が無く、かならずしも図書

の保存に適しているとは言えない状況である。 

�改�方�（��の改�・改�に�けた方�）� 

① 教員等に貸出している資料については、返却時に順次データの修正を行っているが、ここ

数年、返却冊数が増加しているため、処理体制の強化を図る。 

② 漢籍やアラビア文字資料等の書誌データの不備なものについては、全国総合目録システム



11．図書・電子媒体等 
 

650 

（NACSIS-CAT）が利用できるものから、計画的に処理していきたい。2010 年度、漢籍のうち、

比較的処理の容易なものから手がけていく。 

③ 資料の保管場所の確保については、2009 年度において、学内の研究棟地下部分を図書館書

庫とすることが認められたが、今後も重複図書の廃棄を定常的に行うとともに、図書の利用

頻度を考慮して、図書館書庫、研究棟地下書庫、学外書庫の有機的運用を行う。 

④ 図書館本館がすでに築 40 年を越えている。2009 年度に増える予定の書庫も、収容冊数を

現時点では７万冊程度と見積もっており、５年後にはまた収容スペース不足から大幅な資料

移動の必要が予測される。また利用者用スペースに求められる機能も大きく変化してきてい

る。「ラーニング・コモンズ」は、図書館のなかで大学教育（授業）が展開されるもので、

本来の意味での「大学の心臓」としての図書館施設・機能が求められつつあると考えられる。

現行の施設の範囲内でそのような機能を果たすことは困難であり、中・長期計画として新図

書館建設の必要性を学内に訴えていく。 

 

��（補足）『宮本輝ミュージアム』および『オーストラリア・ライブラリー』 

これまでにも触れてきたが、『宮本輝ミュージアム』および『オーストラリア・ライブラリー』

について補足しておきたい。 

 

�．『宮本輝ミュージアム』 

�現��明� 

『宮本輝ミュージアム』（以下、『ミュージアム』という）は、太宰治賞や芥川賞を受賞され

た作家であり、本学の第一期卒業生の宮本輝氏の協力を得て、2005 年５月図書館内に設置した。

内部には、宮本輝氏の全著作や関連資料、直筆原稿（複製）、日常使っていた愛用品や写真など

を常時展示しており、それ以外に、年に２回（春と秋）企画展を実施し、作品紹介などを行っ

ている。 

『ミュージアム』は図書館ゲートを入った所にあり、学外の方も気軽に入れるようになって

いる。面積は 140 ㎡ほどで、天井は吹き抜けとなっており、外壁は全面透明ガラスとなってい

るため、開放感にあふれている。 

企画展などに際しては、宮本輝文学に関する講演会なども開催している。また、図書館ホー

ムページのなかに『ミュージアム』独自のページを作成して、外部への広報を行っている。 

展示会の企画・立案・運営などは外部業者と協力しながら行っている。 

�点�・��（長所と問題点）� 

外部業者に企画および展示品作成などを依頼し、年２回の企画展、それ以外の期間も常設展

示ながら毎回構成を考え充実した内容となるよう取り組んでいる。 

構造上の問題もあり、『ミュージアム』への入場者数の統計は取っていないが、開設後、地域

の読書会の方や文学愛好家、オープンキャンパスで来学する高校生や保護者などの来場が増え

ている。来場者のアンケート回収数は、2005 年 10 月から 2009 年３月までで、540 枚に上って

いる。 

『ミュージアム』設置以降、来館する学外者の範囲が図書館利用だけでなく、『ミュージアム』

見学者へとひろがってきた。マスコミからの取材などもあり、『ミュージアム』の対外的知名度

も年をおって上昇してきている。 

『ミュージアム』設置は、図書館の地域・社会への貢献の一環として有意義であったと思わ
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れる。 

しかし、館内の『ミュージアム』担当者全員が兼務のため、活動を継続的に推進する面で不

安がある。また、活動の基礎となる資料収集やデータの整理や所蔵品の研究が十分とは言えな

い。 

�改�方策（�来の改�・改�に�けた方策）� 

① 『ミュージアム』来訪者を増やすために、規模の小さな講演会や読書会の開催、息の長い

活動を行って、地域社会に貢献していく。なお、国文学専門の教員の協力を得て、2009 年４

月から定期的な読書会の開催を開始した。定員 30 名以内の小規模な催しだが、回数を重ね、

毎回 15 名程度の参加者が得られるようになってきているので、継続していく。 

② 2006 年度から、同窓会団体である校友会が新入生全員に宮本輝氏の文庫本『青が散る』を

寄贈している。これは宮本氏の好意により、落款が入った貴重なものである。『青が散る』は

新設まもない本学を舞台にした作品で、青春文学作品として高い評価を得ている。読書離れ、

文学離れが指摘される昨今だが、『ミュージアム』や宮本氏の作品に触れることをきっかけに、

文学や芸術に親しむ学生を育てていければと考えている。教員と協力し、授業との連携を図

る方策を考える。 

③ 日常的に収集するミュージアム関係の資料の整理やデータ化が企画・展示等の活動の基礎

となるので、要員体制を確立してデータベースの整備を図る。  

④ 図書館等の連携について、宮本輝氏が在住している伊丹市と本学の間で、2009 年５月に協

定を締結しているが、今後、伊丹市や田辺聖子記念館を運営する大阪樟蔭女子大学など、学

外の同種機関との情報交換や連携をさらに積極的に進めていく。 

 

�．『オーストラリア・ライブラリー』 

�現���� 

2007 年に、オーストラリア大使館から、豪日交流基金が収集した資料の大部分が追手門学院

大学に寄贈されることとなった。その背景には、オーストラリア研究の先駆けとして、1967 年

に設立された本学のオーストラリア研究所のこれまでの実績が評価されたことがある。 

寄贈資料の内訳は、日本やオーストラリア、その他の国で出版されたオーストラリア関係の

図書を中心に、視聴覚資料や、日本で発表されたオーストラリア関係の論文とそのデータベー

ス化したデータ等、多岐に渉っており、総点数は約 15,000 点に達する。 

これを受けて、図書館では、これまで自習室や AV ブースコーナーを設置していた３階の部屋

を改装し、『オーストラリア・ライブラリー』（以下、『ライブラリー』という）を設置した。室

内には新たに 15,000 冊の収容力をもつ書架を設置するとともに、寄贈された家具等も配置した。

また、プロジェクターや大型液晶テレビなどを新規に設置し、小規模な講演会も可能とした。

修学旅行生の事前学習などにも利用できる施設となっている。 

なお、AV ブースコーナーは、２階の参考図書コーナーに移動し、３階にあった閲覧机や椅子

は、２階大閲覧室に移動し、図書館全体の閲覧座席数の維持を図った。 

開館準備の一環として、オーストラリア研究所から一部の図書を移動するとともに、寄贈資

料の整理などは外部に委託するなどの準備を進め、2007 年 10 月に学内公開を開始し、2008 年

２月から一般公開した。 

現在のところ、『ライブラリー』は、日本で唯一のオーストラリア専門図書室である。 

『ライブラリー』は、附属図書館の開館時間に合わせてサービスを行っているが、木曜を除
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く平日（17 時 15 分まで）と土曜（17 時まで）は、カウンターに専任スタッフを配置してサー

ビスを行っている。 

なお、寄贈資料のなかには、豪日交流基金図書室で作成・管理されていた、日本で発行され

たオーストラリアに関する論文データベースも含まれていることは上述したが、それらの維持

管理および新規データの追加も、『ライブラリー』で行い、2008 年度に公開した。 

ホームページについては、『ライブラリー』独自のものを、2007 年 10 月の開設と同時に立ち

上げている。 

なお、2007 年度と 2008 年度には、オーストラリア政府へ関連図書の購入やオーストラリア

論文データベースシステムおよびサーバーの購入など、ライブラリーの充実に関する補助金の

交付を申請し、認められた。 

��検・��（�所と問��）� 

2007 年 10 月の学内公開から２年近くが経過し、学外からの利用者や電話・メールでの問い

合わせも徐々に増加しているが、学内外からのオーストラリア研究・学習のための利用はまだ

少ない状況である。 

『ライブラリー』は、図書館オリエンテーションやガイダンス、講演会、オーストラリア関

連の小規模な学会・研究会などにも利用している。 

平日の昼休みや、17 時 15 分以降、また専任スタッフが勤務しない木曜日など、スタッフの

いない時間帯のサービスについて検討する必要がある。 

オーストラリア関連ニュース番組をライブラリーでの上映を開設当初から考えていたが、地

域的にテレビ放送の受信が難しく、代替策としてインターネット上のニュースの上映を考えて

いる。権利者への上映許可を申請しているが、回答待ちの状態である。 

����策（��の��・��に向けた�策）� 

① 『ライブラリー』の利用を促進するため、ホームページやパンフレット、ポスターなどに

よる広報活動の強化を図る。 

② オーストラリア研究所との連携を強化し、蔵書構成を適切に維持する。 

③ 『ライブラリー』の授業利用に関する規程を制定し、授業での利用を働きかけていく。 

④ 『ライブラリー』の認知度向上のため、オーストラリア研究所が開催する講演会などと連

携し、講演会終了後などに見学ツアーを企画する。 

⑤ オーストラリア論文データベースの収録件数を経常的に増やしていき、信頼されるに耐え

るデータベースを構築する。 

⑥ 社会連携を進めていく。本学が協定を結んだ伊丹市の市立美術・工芸センターから、2010

年 3 月の企画展「オーストラリアのジュエリー」に関連した企画の同時開催の提案を受け、

準備している。 
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�2．管理運営 

 

（１）大学の管理運営 

��達目標� 

大学の管理運営は大学の教育目標を達成するために行われるものである。そのためには、大

学のそれぞれの組織において役割を分担し、また連携をとっている事が必要であり、またそれ

ぞれの組織においてメンバーや管理運営方法が適切であることが期待される。 

 

（教授会、研究�委員会） 

必��学部教授会の役割とその活動の適切性  

��状�明� 

教授会の運営は、各学部の教授会規程に則りなされている。教授会に関する規程は、各学部

の教授会規程に定められている。教授会規程は、設置、審議事項、構成、定足数、招集および

議長、定例会議および臨時会議、議案の提出、議決、委任状、公開、議事録、改廃の事項から

なる。各学部の教授会規程第２条によると、教授会は当該学部に関する、教員の人事、学生の

入学、退学、卒業、除籍および賞罰に関すること、その他重要事項を審議決定すると規定され

ている。議長は、学部長が行う。基本的には、教授会は教学に関する事柄について審議決定す

ることを本務としており、学部ごとの重要事項と、全学共通の重要事項を審議決定する。本学

では、すべての学部において基本的には月に１回、同時に教授会が開催されている。また各学

部教授会では入試、人事、カリキュラムなどの事項に関し、必要に応じて臨時教授会が開催さ

れている。 

専任教員の採用、昇任および非常勤講師の採用などの教員人事に関しては、各学部の人事教

授会規程に則って行われる。2005 年より、全学的な見地からの人事計画の必要性や、業績に関

する各学部間のアンバランスなどが生じさせないようにすることを目的として、教員人事に関

する全学的な審議機関として、「全学教育職員人事委員会」が設置された。各学部の教員人事に

ついては、原則的に前もってこの委員会で承認を受けてから、業績および教育活動などの審議

については、各学部の人事教授会において審議・決定されることとなった。 

�点検・��（長�と問題点）� 

教授会の審議事項が細かな事項まで審議・報告されている傾向があり、ともすれば、重要な

教学改革や将来計画など関しての議論・審議が時間的に十分なされていないという問題がある。 

教員の採用人事に関しては、各学部とも公募を原則としており、面接の実施、研究・教育の

業績審査、年齢構成などを含めた計画的な採用などの点において、以前より透明性、計画性な

どの点で改善が見られる。 

�改善方�（将来の改善・改革に向けた方�）� 

学部教授会において、今後の大学や学部の教学改革や将来計画などについて十分議論・検討

することが求められており、教授会の審議のあり方や教授会開催の方法などについて工夫・検

討が必要である。 

 

必��学部教授会と学部長との間の連携��関�および機�分担の適切性  

��状�明� 
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学部長の職務については「学部長の職務に関する規程第２条」において以下の通りとされて

いる。 

１．学部組織の統括 

２．学部の教育研究の充実および活性化のための企画、渉外および広報 

３．学部の将来構想に関する企画、渉外および広報 

４．学科間の協議調整 

５．その他の学部に係る業務の統括 

学部長を補佐する学科長の職務は、「各学科長の職務に関する規程第２条」において以下の通

りとされている。 

１．学科の教育・研究に関する方針・策定 

２．学科の渉外および広報 

３．学科の学生指導の充実方策 

４．学科の活性化のための将来計画等の企画会議 

５．学科会議の開催 

６．学部長の補佐および学科間の協議調整 

また、各学部ごとに、大学評議会評議員や全学的な各種委員会 （教務委員会、学生部委員会、

図書館委員会、キャンパス整備委員会、人権啓発委員会、全学自己評価委員会など）委員が選

出されている。学部長は、学科長、評議員、各種委員会委員と協議し、学部の教育、運営にあ

たっている。学部教授会への提案事項、審議事項もこれらの協議によってなされている。教員

人事については、学部長は学部人事教授会の議長をつとめる。また学部人事教授会への審議事

項をまえもって協議するのは学部人事委員会であるが、この学部人事委員会は学部長および学

科長を中心に構成されている。 

�点検・評価（長�と問題点）� 

学部長は学部教授会との連携協力関係に関しては、通常の学部運営においては現在のところ、

円滑であると言える。しかし、大学や学部の将来構想や教学改革など、重要課題の検討、具体

案の立案に関しては、十分とは言えない。また、学部内において発生したトラブルや問題事象

などへの対応や対処において連携がうまくいかない状況も生じている。 

�改�方策（将来の改�・改革に��た方策）� 

学部運営に関し、学部長、学科長、評議員などを中心とした学部執行部体制の強化や連携・

分担の体制の確立が必要である。 

 

必��学部教授会と評議会、大学協議会などの全学的審議機関との間の連携および役�分

担の��性  

�現状��� 

教授会で審議決定された重要事項は、大学評議会で最終的な審議決定がなされる。大学評議

会は、各学部の審議結果を調整し、大学の意思決定とする機能を持っている。学部間（５学部）

で審議結果が異なる場合には調整が難しいこともあるが、基本的には学部教授会の決定を尊重

しながら、修正され再審議される。執行役員会「大学運営部会」、「特別重点化部会」（後述）に

おいて調整が行われる。原案の修正がなされる場合は、修正案が教授会、大学評議会で再審議

され、決定される。 

教員人事に関しては、全学教育職員人事委員会が基本的な枠組みや方針を策定し、それに基
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づいて各学部人事教授会で審議決定される。基本的には全学教育職員人事委員会と学部人事教

授会が連携・調整しながら、教員人事が行われている。 

�点検・評�（長�と問題点）］ 

全学共通の重要事項の審議過程において、５学部間での決定が異なる場合も生じるが、単純

に、多数決（学部の数）で決定するのではなく、学部教授会の意思を尊重しながら、調整や再

審議が行われている。その意味では学部の意思を尊重している。しかし、その結果、大学全体

の意思決定が遅くなる、決定に時間がかかるという問題がある。５学部教授会の審議結果が異

なり、調整の困難な場合は絶えず起こってくる。また執行部提案が教授会で否決されたりする

場合も生じる。民主主義的な手続きや会議体の方式が原則であり、民主主義的制度が払わなけ

ればならないコストという点からみて、やむを得ないということもできる。しかし前述したよ

うに、大学や学部の意思決定が遅れたり、非効率な面もある。 

�改�方�（将来の改�・改�に�けた方�）］ 

大学執行部と学部執行部間のコミュニケーションや議論をより密にすることや、大学執行部

から教職員への広報をより工夫していくことが必要である。また、大学評議会や執行員会各部

会などにおける議論・検討が形式化しない工夫を行うことも必要である。 

 

必��大学院研究科委員会�の��とその��の���  

�現���］ 

大学院の運営に関しては、大学院委員会、研究科委員会、専攻主任会議などで行っている。 

大学院委員会は、追手門学院大学大学院委員会規程により運営されている。大学院委員会で

は、大学院研究科およびその専攻の設置並びに改廃に関する事項、大学院学則の制定改廃に関

する事項、学位の取消に関する事項、その他大学院に関する重要事項を審議するとともに、博

士の学位の授与に関する事項を承認する。 

研究科委員会では、追手門学院大学大学院研究科委員会規程により運営されている。 

研究科長は、追手門学院大学大学院学則第 47 条４項に定めるところにより選出されている。

研究科長が、当該研究科委員会を運営している。研究科委員会は、追手門学院大学大学院学則

第 47 条、また研究科委員会規程第２条に定められているように、当該研究科における学科課程

に関すること、授業担当者の選考に関すること、課程修了の認定に関すること、学生の入学、

退学、除籍および賞罰に関すること、諸規程の制定および改廃に関すること、その他研究科の

運営に関する重要事項について審議決定する。研究科委員会は、教授会のように毎月行われて

いるわけではないが、必要に応じて開催されている。 

研究科の審議決定事項は、場合によると大学院委員会で審議され、あるいは大学院委員会の

審議事項が研究科に報告されることもある。 

�点検・評�（長�と問題点）］ 

現在のところ、研究科の運営において大きな問題はない。しかし研究科委員会や大学院委員

会において、大学院の整備・充実や本学における大学院の位置づけを含めた、大学院の将来計

画についての検討が十分ではない。 

�改�方�（将来の改�・改�に�けた方�）］ 

2009 年末より、大学院委員会において将来計画に関する検討が始められたが、この検討を速

やかに進めていく必要がある。 
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必��大学院研究科委員会�と学部教授会との間の相互関係の適切�  

�現��明� 

大学院においては大学院委員会が大学院の最高の決定機関と言えるが、一方学部の最高の意

思決定機関は大学評議会である。大学院委員会、大学評議会は各研究科や学部の間の意見の調

整なども行っている。ただ、大学院委員会と大学評議会とが合同で定期的に会議をするという

ことはない。 

大学院研究科委員会と学部教授会との間の相互関係については、形式的な相互作用と実質的

な相互作用が考えられる。形式的な相互作用は、ほとんど無いと言ってよい。その理由は、本

学の場合研究科もしくは専攻に所属する教員はすべて学部に所属する教員であるというように

重なっているために、研究科や専攻の会議で、また教授会や学科会議などで必要に応じて大学

院と学部との双方の事柄について考慮することは実際上も行われていることである。学部の専

攻が大学院にも受け皿としてあるというようなあり方もまた、相互関係のたまものと言える。 

�点検・評価（長所と問題点）� 

現在のところ、特に大きな問題はない。 

�改善方�（��の改善・改革に�けた方�）� 

特に改善の必要はない。 

 

（学長、学部長、研究科委員長の権限と選任手�） 

必��学長・学部長、研究科委員長の選任手�の適切�、���  

�現��明� 

学長は「学長選考規程」、および「学長選考規程施行細則」に則って選任される。学長は学校

法人追手門学院の職務上の理事であり、学内選考のあと、理事会で承認を受ける。 

学部長は、各学部の「学部長候補者選考規程」に則って選任され、大学評議会、理事会で承

認を受ける。 

研究科長は各研究科の「研究科長候補者選考規程」に則って選任され、大学院委員会、大学

評議会において承認を受ける。 

�点検・評価（長所と問題点）� 

学長、学部長、研究科長の選任は規程に則り適切に行われている。 

�改善方�（��の改善・改革に�けた方�）� 

学長選考制度に関しては、2009 年に入り、立候補制、推薦制、理事会の関与の程度などの点

について、大学評議会に学長選考制度検討委員会、理事会に学長制度改革検討委員会が設置さ

れ、学長選考制度の改革案の検討が行われてきた。これら二つの委員会の意見交換会も開催さ

れており、改革案がまとめられることになっている。 

 

必��学長権限の内�とその行�の適切�  

�現��明��点検・評価（長所と問題点）� 

学則第 56 条２項に「学長は校務を掌り所属教職員を統督する」と規定されているが、これ以

外に規程はなく、具体的な権限については明文化されていない。大学の意思決定機関である大

学評議会をはじめ、全学教育職員人事委員会、職員人事委員会、全学カリキュラム改革委員会、

全学自己評価委員会、各研究所・センター運営協議会、予算会議などの大学における重要な会

議や委員会を主宰者、責任者である。これらの会議や委員会における職務によって学長は一定
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の権限を有し、リーダーシップを発揮しうると言える。学則上の表現からすれば、学長は対外

的にみれば、大学のすべてに関しての責任者であると考えられる。しかし一方では、これら会

議や委員会は原則的には合議制であり、また、学部教授会の審議・決定は尊重する必要がある。

したがって学長の権限やリーダーシップには一定の制限があると言える。その意味では学長は

学部や大学評議会との調整に腐心している面も多い。 

また、学校法人追手門学院の学院長は、学院長選任規程によって選任されるが、これまで、

慣例的に大学の学長が学院長に選任されてきた。しかし今日の大学の厳しい状況を考えた場合、

学長と学院長の兼務は激職であると言える。 

�改善方�（��の改善・改�に�けた方�）� 

現在、大学は多くの課題・問題を抱えており、困難な状況にあり、教学と経営の両面におい

て、学長の強力なリーダーシップが要請されてもいる。学長権限の明確化について検討してい

く。また、2008 年に学長室を設けたが、学長室体制の充実や学長の職務を補佐する教員・職員

スタッフ体制の強化が必要である。また、学院長と学長の兼職についても理事会で検討が始ま

っている。 

 

必��学部長や研究科委員長の権限の内�とその行�の��性  

�現状�明��点検・評�（長�と問題点）� 

学部長の職務は「学部長の職務に関する規程第２条」において規定されている（前述）。 

学部長はこれら学部に関する職務を果たすとともに、大学評議会委員をはじめ、全学的レベ

ルでの会議の構成員各種委員会委員や執行部の一員としての職務も担っている。したがって学

部長は教授会に対して、全学的な意思決定にかかわる職務も有しているが、これに関する規程

はない。したがって学部長の職務は全学的決定あるいは執行部としての立場と、学部利害代表

という立場があり、二重性をもっている。学部長の職務や権限における難しさが存在している

と言える。 

研究科長の職務については、「大学院研究科委員会規程第３条」において「研究科長は研究科

委員会を招集して、その議長となり、研究科の運営に当たる。」とある。現在のところ、研究科

長の職務に関して、大きな問題はない。 

�改善方�（��の改善・改�に�けた方�）� 

執行部における協議体制（「大学運営部会」、「特別重点化部会」など）の改善に努めること、

および、学部における学部長の補佐体制の整備を図る必要がある。 

 

必��学長補佐体制の構成と��の��性  

�現状�明� 

学長の補佐として、副学長（１名）制度を設けている。副学長の職務については、「副学長規

程第３条」において、「副学長は学長を補佐する。」「学長の指示により、学長の出席を要する大

学内の諸会議、諸委員会に学長の代理として、あるいは学長と並んで出席することができる。」

と規定されている。 

また、学長は特別な業務遂行のために特任副学長を置くことができる。「特任副学長に関する

規程３および４」において、「特任副学長は、学長の特別な業務遂行を補佐する。」「特任副学長

は、学長の指示により、特任業務に関係する大学内の各種会議及び委員会に出席することがで

きる。」と規定されている。現在２名の特任副学長がおり、それぞれ教学担当、学生支援担当の
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特別業務を遂行している。 

学長補佐制度も設けられている。学長補佐の職務は「学長補佐規程第２条」において、以下

の通りになっている。 

１．学長が指示する特別の事項について補佐すること。 

２．学長の指示に基づき、情報の収集及び調査を行い学長に意見を具申すること。 

また必要に応じて、学長の指示により会議や委員会に出席する。現在は、学長補佐は任命さ

れていない。 

2008 年に学長室が設置され、室長は副学長が務める。また、学長室スタッフとして、「学長

特命」と「調査役」を置き、情報収集や調査、企画立案などの業務に携わっている。「学長特命」

には各研究所長・センター長が任命され、調査役には一般教員から学長が任命している。現在、

課外活動担当および地域連携担当の２名の調査役がいる。 

�点検・評�（長所と問題点）� 

かつてと比べ、学長補佐の体制は整ってきており、学長主導のもと、政策や企画の立案と推

進が効率的に、また適切に行われるようになった。しかし、副学長や特任副学長の機能分担、

教務部長・学生部長・図書館長・キャリア開発部長などの部館長に対するライン的な位置づけ

など、円滑でない点も少なくない。また学長室の学長特命、調査役も十分に機能していない傾

向がある。 

���方策（��の��・��に向けた方策）� 

副学長、特任副学長、学長補佐の機能分担やラインの明確化について検討する必要がある。

また学長室のスタッフ体制の機能化、役割・業務の明確化などについても検討していく。 

 

（意思決定） 

必��大学の意思決定��セスの確立状況と�の運�の適切性  

�現状�明� 

大学の最終的な意思決定機関は大学評議会である。重要事項については教授会の議を経るこ

とになっている。大学評議会に諮る重要事項は、執行役員会「大学運営部会」、および「特別重

点化部会」、「経営管理部会」において検討される。 

執行役員制度は 2009 年４月に導入された。本学を含め、学校法人追手門学院では、これまで

の意思決定が会議体方式で行われ、会議体が積み重なり、錯綜し、意思決定の非効率、遅滞が

大きい問題であった。学校法人として、現代の私学経営を取り巻く状況に対応し、迅速な意思

決定、効率的・機動的な政策の立案・決定・推進を図るために、また、政策立案と遂行に関し

機能分担し、権限と責任体制を明確化するために執行役員制度を設けた。（次々頁の「学校法人

追手門学院 会議・各種委員会等関係図」参照。） 

執行役員を置く目的は、「学校法人追手門学院執行役員規程」では以下の通りである。 

１．学院経営の健全性、公正性を確保すること 

２．学院経営の効率化、意思決定の迅速化を図ること 

３．業務領域を明確にし、執行機能を強化すること 

４．教学と経営の政策統合機能を強化すること 

執行役員会は理事会、常任理事会のもとに設置され、学校法人の財政計画、組織、人事など

の領域を担当する「経営管理部会」、大学の運営領域を担当する「大学運営部会」、大学の募集、

就職、広報を担当する「特別重点化部会」、幼・小・中・高の運営を担当する「学校・園運営部
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会」の４つの部会が置かれた。「経営管理部会」は常務理事を部会長として、副学長、法人事務

局長、経営戦略担当執行役員で構成される。「大学運営部会」は副学長を部会長として、常務理

事、教学担当特任副学長（執行役員）、各学部長、法人事務局長、学長室事務部長（執行役員）、

大学事務部長（執行役員）で構成される。「特別重点化部会」は、学生支援担当特任副学長（執

行役員）を部会長として、常務理事、入試部長、特別重点化部会担当執行役員で構成される。

「学校・園部会」は常務理事を部会長として、各校長および園長（執行役員）、初等・中等部事

務部長で構成される。執行役員の任命は理事会の承認を得て理事長が任命する。 

執行役員会「経営管理部会」、「大学運営部会」、「特別重点化部会」で立案・審議・決定され

た重要事項は、大学評議会、教授会において審議・決定される。学長はこの３つの部会に出席

できる。 

�点�・評�（長�と��点）� 

執行役員制の導入により会議は顕著に減少し、各領域で責任をもった政策の立案・推進が図

られたと言える。また、執行役員として事務職部長が任命され、事務職の重要性が確認され、

教職協働体制の強化につながったと言える。しかし、執行役員会各部会と大学評議会との連絡・

調整、各部会間の連携が円滑に行われていない点も少なくない。また執行役員の政策立案や業

務執行における権限と責任が具体的に明確でない点もある。 

�改善方策（��の改善・改�に�けた方策）� 

今後、執行役員会各部会間の連絡・連携体制を図り、執行役員制度の改善に努める。また、

導入されて１年も経過していないので、大学教職員が執行役員制についての理解・認識が十分

とは言えない。この点の理解・認識を深めるための方策を進めていく。 
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理 事 会

常 任 理 事 会

監 事 評 議 員 会

将来計画推進委員会

執行役員会
経営管理部会

執行役員会
大学運営部会

執行役員会
特別重点化部会

執行役員会
学校・園運営部会

大学評議会

経済・経営・心理・社会・
国際教養学部各教授会

大学院委員会
経済学・経営学・心理学・

文学各研究科委員会

幼・小・中・高等
学校各職員会議

幼・小・中・
高等学校
各種委員会

大学各種委員会

執 行 役 員 会

学校法人追手門学院　会議・各種委員会等関係図
（2009年４月１日現在）
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（評議会、大学�議会などの全学的審議機関） 

必��評議会、大学�議会などの全学的審議機関の��の��とその行�の��性  

����明］ 

大学評議会における審議事項は、「大学評議会規程第２条」において以下の通り、規定されて

いる。 

（１）学則その他諸規定の制定並びに改廃に関する事項 

（２）大学の将来計画に関する事項 

（３）大学の予算案の編成に関する事項 

（４）予算要求の基本方針に関する事項 

（５）各予算部門からの予算要求の調整に関する事項 

（６）予算の配分に関する事項 

（７）予算・決算に関するその他の重要な事項 

（８）大学の組織に関する事項 

（９）大学の教学の調整に関する事項 

（10）大学の人事の調整に関する事項 

（11）学部・学科および大学院研究科・専攻の新設並びに改廃に関する事項 

（12）学生定員に関する事項 

（13）その他大学の管理運営に関し、学長が必要と認める事項 

また大学評議会は、「大学評議会規程第１条」において、学長、副学長、各学部長（計５名）、

各学部の教授１名（計５名）、教務部長、入試部長、学生部長、キャリア開発部長、図書館長お

よび法人事務局長の 18 名で構成される規程となっている。なお、特任副学長２名が学長の指示

により出席している。 

大学評議会は定例的に月一回開催されている。必要に応じて臨時大学評議会が開催される。 

大学評議会のもとに、教員評価プロジェクトが置かれ、学長、副学長、特任副学長、学部長、

学部選出の５名の評議員によって構成されている。教員評価制度は、2009 年度においては試行

的に実施、2010 年度より本格実施の計画である。またリスク管理体制の構築が全学的な課題で

あり、学部選出の評議員が各学部のリスク管理担当者となっている。その意味で学部選出の評

議員は大学評議会の会議での審議以外に、全学的な重要業務を担当している。 

���・評価（長�と�題�）］ 

執行部、執行役員会、学部教授会、教務部、学生部、図書館などの各部署、各種委員会にお

ける議論を集約し、最終的に大学評議会が審議・決定することになっている。手続き的に規程

に則り、合意形成がなされていると言える。しかしながら、多くの重要事項が審議の対象とな

っているため、時間的な面からも審議が十分でないということも生じる可能性を持っている。

またそれまでの調整に時間がかかるというきらいもある。 

�改�方�（将来の改�・改�に�けた方�）］ 

大学評議会、教授会、各種委員会、執行役員会各部会など、各機関の機能分担や各機関間の

連絡・調整を整理し、明示化していく必要がある。 

 

（教学組織と学�法人理事会との関�） 

必��教学組織と学�法人理事会との間の連���関�および機能分担、��委�の��

性 
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�現状�明��点検・評�（長�と��点）� 

学長、副学長は職務上の理事である。常任理事会は理事長、学院長・学長、常務理事（２名）、

法人事務局長で構成されている。したがって学長、副学長を通して教学側と理事会との協力・

連携関係を維持しうる。常務理事２名は、執行役員会「大学運営部会」、「特別重点化部会」の

構成員である。また５名の学部長のうち、１名は理事会理事として選出されており、４名の学

部長は法人評議員である。このような体制で理事会と大学教学側の連携や協力関係が保たれて

いる。 

理事長から学長、学長から学部長などへの権限委譲については規程として明示化されていな

い。理事会が、基本的に教学側の自主性を尊重することは当然であるが、経営に関して理事会

は権限と責任をもっている。今日の大学をめぐる厳しい状況のもとでは、教学側と経営側・理

事会の対立が生じることもありうる。 

�改�方�（��の改�・改革に��た方�）� 

執行役員制度の導入は、理事会・経営側と教学側との協力関係の構築がその目的の一つであ

る。したがって執行役員制度の機能の十全化を図ることが必要である。また、理事会理事と学

部長や大学評議会構成員との意見交換会など、インフォーマル会合などを通じて、相互の理解

を深めることが重要である。また、2008 年度より常任監事１名を置いているので、監事による、

教育活動に関する監査を通して、教学側と理事会側双方への意見具申も進める必要がある。 

 

（管理運営への学外有識者の関�） 

任意�管理運営に対する学外有識者の関�の状況とその有効性 

�現状�明��点検・評�（長�と��点）� 

大学において学外有識者の意見を聞く制度を持っていない。理事長および学院長・学長アド

バイザーとして、学外有識者２名（新聞社取締役、国立大学副学長）を招き、不定期に意見を

伺っている。これとは別に、2008 年度においては、学外有識者（計４名）との意見交換会を２

回持った。また 2008 年理事改選の際、はじめて、学外有識者を２名、理事として任命した。 

�改�方�（��の改�・改革に��た方�）� 

大学および学校法人の経営、管理運営について学外有識者や、経済界や地域関係者の意見を

聴く機会を増やすこと、およびその制度化を検討していく必要がある。 

 

（法����） 

必��関連法��および学内規定の�� 

�現状�明� 

学院の経理および業務について執行状況を監査し、必要に応じて提言を行うことにより、そ

の適正化、効率化を図り、学院財産の保全および業務の活性化に資することを目的として、2001

年７月に「業務監査プロジェクト」を立ち上げ、その後、2002 年４月に「業務監査室」が発足

した。2005 年２月には「学校法人追手門学院内部監査規程」が制定され、同年４月１日施行さ

れた。2007 年６月に事務長１名、課員１名の体制ができあがり、2008 年１月「監査室」へと名

称変更を行い現在に至っている。 

また、今後の私学を取り巻く経営環境のなかで安定した学校運営と学校法人の活性化を目指

して 2008 年７月に理事会改革を実施した。そのなかで、常任監事１名、非常勤監事２名（公認

会計士１名、弁護士１名）、あわせて３名の監事をおく体制をとっている。 
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現在、監査室の業務は「学校法人追手門学院事務組織規程」において、（１）業務監査計画の

企画・立案（２）組織運営および管理等監査の実施（３）各事務組織の内部監査の実施（４）

規程および制度の検証（５）事務の業務改善（６）その他内部監査に関することと規定されて

いる。 

具体的には学内の各課・事務室に対して部署別監査および項目別監査を実施し、監事監査へ

の協力および監査法人（公認会計士）による監査との連携を図っている。 

各課・事務室の部署別監査では年間６～７部署を目途に実施しており、各課における業務遂

行上および予算管理上の適正性、効率性について監査を行っている。また幼小中高各事務室に

対しては周辺会計の状況についても監査を実施している。項目別監査においては、科学研究費

補助金を中心に各種補助金の管理運営状況を監査し、法令遵守、ルール遵守を図っている。 

教学面については、補助金や研究費の執行状況の管理監査を中心としているが、教員の休講

や出勤状況等の把握を通して、法令遵守、ルール遵守の必要性を周知している。 

監査結果については「業務監査報告」としてまとめ、学院執行部へ報告し、かつ対象部門へ

問題点の指摘と改善提案を行っている。 

学院執行部と監事および監査法人が実質的な協議を行うために、監査協議会を年４回（５月・

９月・12 月・３月）実施している。５月時には決算に関して、12 月時には中間監査報告を行い、

９月と３月時には、学院執行部と監事との共通認識と理解を深めるために、学院を取り巻く様々

なテーマを設定して意見交換を行っている。 

関連法令や学内規程の遵守については、監査室の監査を中心に、監査法人や監事との連携を

もとに検証を行っている。 

�点検・��（��と問題点）� 

各課・事務室の部署別監査、項目別監査では、書類審査と実地検査（ヒアリング）を行い、

業務遂行に際して、関連法令、学内規程に基づいて適正に業務が処理されているか、予算・決

算の妥当性、経営の効率性等の観点から監査を行っている。さらに当該部署における危機管理

や情報管理等の体制について調査し、リスク管理体制構築に向けて整備を行っている。 

部署別監査は３年で一巡することを目指して行ってきており、2008 年度でほぼ一巡した。各

課職員の法令遵守への理解は浸透してきており、業務遂行にあたっての関連法令、規程の遵守

への意識はかなり高まっている。補助金の執行に関しても教員への周知、説明を実施しており、

補助金執行に関しては「科学研究費補助金執行マニュアル」等に基づき適正に行われている。 

今後の課題としては、様々な改革に対応する規程の整備とその周知を徹底することと、それ

らに対する教職員の意識の把握を行わなければならない。 

�改善��（��の改善・改革に向けた��）� 

２巡目に入った事務部門の部署別監査においては、業務改善の推進と共に、関係法令の理解

を深め、法令遵守の観点をより明確にした監査を実施し、改善状況の把握のためにフォローア

ップの体制を整えていく。さらに、教学面については、教員に対して、改善を要する事項につ

いては積極的に提言することで、法令遵守の意識の浸透を図っていく。 

 

必��個人情報の保護や不正行為の防止等に関する取り組�や制度、審査体制の整備状況 

�現状説明� 

個人情報の保護や不正行為の防止等に関しては、「学校法人追手門学院における個人情報の保

護に関する規則」および「学校法人追手門学院における個人情報取扱運用細則」を 2005 年５月
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に制定し、同年４月より施行している。それより以前に、「追手門学院大学におけるコンピュー

タ処理に関する個人情報保護規程」を 1997 年４月から、さらに「追手門学院大学情報倫理規程」

を 2004 年４月から施行している。 

個人情報保護に対する取り組みは 2005 年４月の個人情報保護法の施行にあわせて規程等を

整備し、実施してきているが、それより以前から、コンピュータ処理に係わる個人情報の取り

扱い等に関して規程整備を含めて対応してきている。 

不正行為の防止等については、「追手門学院倫理憲章」を設けて、本学教職員が遵守し、実践

すべき普遍的な規範を定め、周知している。また、各種規程の整備とともに業務処理について

ルール化することにより業務上のミス、不正の防止に努めている。 

近年は監査体制の整備を進めて、各課・事務室の業務監査を進め、チェック機能を高めてい

る。 

さらに、公益通報者保護法の施行を受けて、2009 年 11 月より「学校法人追手門学院公益通

報者保護規程」を制定し、通報受付窓口を監査室と学外の法律事務所に設けてその体制整備に

向けて進めている。 

��検・��（�所と�題�）� 

規程の整備と周知徹底および監査による検証と指摘等を通じて、業務遂行における個人情報

保護や不正防止等についての教職員の意識向上が図られている。公益通報受付窓口の設置と公

益通報処理体制を整えることで、学院としての自浄作用を高めることにつながる。 

規程の制定当初は説明会、研修会等の啓蒙活動を行っていたが、その後の時間の経過や業務

の多忙さにより安易な対応に流れてしまわないよう、常に意識の形骸化を防ぐということが今

後の課題として挙げられる。 

�����（��の��・��に向けた��）� 

学院全体としてのリスク管理体制の構築を図り、審査の体制としての監査室機能のレベルア

ップを図る。さらに監事、監査法人、監査室の協力体制を充実させ、公益通報者保護規程に基

づく公益通報体制の整備を契機として、個人情報保護と不正防止の重要性についての認識を高

めるよう教職員へ周知していく。 
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（２）学部の管理運営 

�．経済学部 

���目標� 

経済学部の管理運営の目標は、経済学部の理念・目的の追究に資するよう、教育と研究に係

るさまざまな業務を遂行することである。この業務遂行の中心となるのは、教授会である。教

授会は学部としての意思決定機関であるので、その運営は民主的でなければならず、教授会の

構成員である教員は、責任をもってその意思決定に参加し、業務遂行に協力しなければならな

い。 

 

（教授会） 

必��学部教授会の��とその活�の��性  

�現��明� 

経済学部教授会規程に、教授会は下記の事項について審議決定すると明記されている。 

（１）教員の人事に関すること。 

（２）学生の入学、退学、卒業、除籍および賞罰に関すること。 

（３）その他重要事項。 

教授会の構成員は、教授、准教授および講師である。会議は、構成員の３分の２以上の出席

によって成立し、議決にあたっては、出席者の過半数によって決することとなっている。ただ

し、教員の昇任審査に関しては、教授への昇任については教授以上、准教授への昇任について

は准教授以上の教授会で審議決定されることになっている。教授会は、毎月定例会議が開催さ

れ、また必要あるときは、臨時教授会が開催される。 

会議の議案は学部長が提出することになっており、また原則として、開催日の１週間前に構

成員に通知することになっている。ただし、提出する議案の多くを占めているのは、全学的な

各種委員会からの審議事項である。学部独自の議案については、学部長と関係する委員との間

で事前に調整が行われてから教授会に諮るのが通例である。 

なお、本学部は経済学科とヒューマンエコノミー学科の２学科から構成されているが、学科

会議が開催されることはほとんどない。 

��検・��（長�と問題�）� 

教授会に提出される議案の内容の決定と会議における審議のいずれにおいても、民主的な運

営がなされており、問題はない。 

�改善�策（将来の改善・改�に�けた�策）� 

現在のところ、とくに具体的な改善策を検討すべきほどの問題はない。 

 

必��学部教授会と学部長との間の��協力関係および機�分�の��性  

�現��明� 

学部長は、教授会における選挙で学部長候補者が選出され、理事会での承認を経て正式に学

部長となる。学部長の職務は、「学部長の職務に関する規程」において、以下のように定められ

ている。 

（１）学部組織の統括 

（２）学部の教育研究の充実および活性化のための企画、渉外および広報 

（３）学部の将来構想に関する企画、渉外および広報 
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（４）学科間の協議調整 

（５）その他の学部に係る業務の統括 

学部長は、教授会を招集し、その議長となり、議案を提出する。学部長は、学部を代表して、

大学評議会、法人評議員会、執行役員会大学運営部会、カリキュラム改革委員会、全学自己評

価委員会、入学者選抜試験合否判定委員会、大学問題連絡協議会等に出席する。経済学科とヒ

ューマンエコノミー学科にそれぞれ学科長がおり、人事委員を兼務しているので、学部の人事

については、学部長、学科長、人事委員が協力している。専任教員は教務委員会、入試主事会、

学生部委員会など各種委員会に出席するが、常に学部長と連絡をとっており、これら全学的な

委員会から提出された審議事項については、学部長と連携して教授会の議案として提出する。 

�点検・評価（長�と問題点）� 

すべての教員は各種委員を担当しており、学部長と連携しながら業務を遂行しており、適切

に機能分担が行われている。また、教授会においては、すべての教員に対して発言の機会は十

分に保証されており、民主的な連携協力関係が確立している。 

�改善方策（将来の改善・改革に��た方策）� 

現在のところ、特に具体的な改善策を検討すべきほどの問題点はない。 

 

必��学部教授会と評議会、大学協議会などの全学的審議機関との間の連携および役割分

担の適切�  

�現��明� 

大学評議会は、学長、副学長、各学部長、各学部の教授１名、教務部長、入試部長、学生部

長、キャリア開発部長、図書館長および法人事務局長で構成され、つぎの事項を審議する。 

（１）学則その他諸規定の制定並びに改廃に関する事項 

（２）大学の将来計画に関する事項 

（３）大学の予算案の編成に関する事項 

（４）予算要求の基本方針に関する事項 

（５）各予算部門からの予算要求の調整に関する事項 

（６）予算の配分に関する事項 

（７）予算・決算に関するその他の重要な事項 

（８）大学の組織に関する事項 

（９）大学の教学の調整に関する事項 

（10）大学の人事の調整に関する事項 

（11）学部・学科および大学院研究科・専攻の新設並びに改廃に関する事項 

（12）学生定員に関する事項 

（13）その他大学の管理運営に関し、学長が必要と認める事項 

�点検・評価（長�と問題点）� 

学部固有の問題については学部教授会で審議・決定され、大学評議会においては全学的な問

題や学部間の調整が図られており、両者の役割分担は明確である。また、学部長および評議員

が学部の意見を集約して大学評議会に伝えるので、両者は連携している。したがって、学部教

授会と大学評議会の連携と役割分担は、適切に行われている。 

�改善方策（将来の改善・改革に��た方策）� 

現在のところ、とくに具体的な改善策を検討すべきほどの問題点はない。 
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���大学院研究科委員会�と学部教授会との間の相互関係の適切性  

�現���� 

大学院研究科委員会の構成員は、すべて学部教授会の構成員である。研究科委員会と学部教

授会はそれぞれ独立した機関ではあるが、学部での昇任人事と大学院での科目担当の新設ある

いは割当については、相互に連携して行っている。 

�点検���（長�と問題点）� 

密接な連携関係が維持されており、問題はない。 

�改善�策（将来の改善�改�に�けた�策）� 

現在のところ、とくに具体的な改善策を検討すべきほどの問題点はない。 

 

（学部長の権限と選任�続） 

���学部長の選任�続の適切性、�当性  

�現���� 

学部長の選考は、「経済学部長候補者選考規程」に基づいて行われる。その概要は、以下の通

りである。 

（１）学部長候補者は、本学部専任の教授のなかから、教授会における選挙によって選考する。 

（２）選挙資格者は、本学部専任の教授、准教授、講師および助教であるが、休職者と外国出

張中の者は除く。 

（３）学部長候補者選考の教授会は、選挙資格者全員の３分の２以上の出席によって成立し、

選挙投票は単記無記名で行われ、有効投票数の過半数を得た者を当選者とする。当選した

学部長候補者は、理事会で承認された後、学部長となる。 

（４）学部長の任期は２年とし、４月１日から３月 31 日までとする。また、学部長は再任を妨

げないが、３期連続して重任することはできない。 

�点検���（長�と問題点）� 

学部長の選考は、上記の規程に基づいて適切に行われており、問題はない。 

�改善�策（将来の改善�改�に�けた�策）� 

現在のところ、とくに具体的な改善策を検討すべきほどの問題点はない。 

 

���学部長の権限の��とその行使の適切性  

�現���� 

学部長の職務は、「学部長の職務に関する規程」において、以下のように定められている。 

（１）学部組織の統括 

（２）学部の教育研究の充実および活性化のための企画、渉外および広報 

（３）学部の将来構想に関する企画、渉外および広報 

（４）学科間の協議調整 

（５）その他の学部に係る業務の統括 

�点検���（長�と問題点）� 

上記の職務に関して、学部長は学部の教員と連携を取りながら業務を遂行しており、その権

限の行使は適切である。 

�改善�策（将来の改善�改�に�けた�策）� 

現在のところ、とくに具体的な改善策を検討すべきほどの問題点はない。 
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（教学組織と学校法人理事会との関係） 

���教学組織と学校法人理事会との間の����関係および��分�、����の適切

性  

�現��明� 

「学校法人追手門学院寄附行為」第６条によれば、大学の構成員のうち規程によって理事と

なる者は、学長と副学長のみである。したがって、教学組織の意思を理事会に伝えようとする

と、大学評議会において学長と副学長に意思を伝え、両者を通じて間接的に理事会に伝えるこ

とになる。 

�点検�評�（長�と問題点）� 

改定される前の「寄附行為」では、全学部の学部長が理事となっていたが、「寄附行為」の改

定により、原則として学部長は理事ではなく、法人評議員となった。このことにより、以前と

比べると、教学組織の意思を理事会に伝えるルートは狭くなったと言わざるを得ない。 

�改善方策（��の改善�改�に�けた方策）� 

教学組織の意思を理事会に適切に伝えるために、重要な問題については大学評議会で十分に

議論をつくし、できるかぎり大学の総意を形成することが重要である。現在のところ、大学評

議会は、以前と比べて、活性化している。 

 

（法�遵守等） 

���関�法�等および学内規定の遵守  

�現��明� 

教育職員については、「教育職員勤務規程」のなかで、「教育基本法」にしたがうべきことと

明記され、その勤務等に関する事項については、「就業規則」と「勤務規程」にしたがうものと

されている。また、これ以外に、「学部長の職務に関する規程」、「各学科長の職務に関する規程」、

「教育職員の勤務に係わる常任理事会大学部会内規」、「教育職員の学外兼職に関する規程」等

が定められている。 

�点検�評�（長�と問題点）� 

各種の規程が遵守され、適切に業務が遂行されている。 

�改善方策（��の改善�改�に�けた方策）� 

現在のところ、とくに具体的な改善策を検討すべきほどの問題点はない。 

 

���個人情報の保護���行為の��等に関する取り組み���、��体�の����  

�現��明� 

個人情報の保護については、「学校法人追手門学院における個人情報の保護に関する規則」に

よって、個人情報の収集、管理および利用に関する責任が明らかにされ、「学校法人追手門学院

における個人情報取扱運用細則」によって、具体的な取扱方法が定められている。さらに、大

学においては、「コンピュータ処理に関する個人情報保護規程」が定められている。 

�点検�評�（長�と問題点）� 

各規程が遵守され、適切に業務が遂行されている。 

�改善方策（��の改善�改�に�けた方策）� 

現在のところ、とくに具体的な改善策を検討すべきほどの問題点はない。 
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（学��学部��������の�������） 

���学���の����の��の���  

���学���体�の�����の���  

（����） 

���大学の��������の������の運�の���  

（����大学�����の全学�����） 

�������大学�����の全学�����の��の����の��の���  

������ 

上記４項目は大学全体の問題であるので大学全体の項目を参照されたい。 
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�．経営学部 

���目標］ 

（１）学部の理念・目的・教育目標に基づき、民主的な意思決定を基本としつつ、適正に学部

の管理運営・活動にあたること。 

（２）学院・大学との連携協力関係を維持・強化すること。 

 

（教授会） 

必��学部教授会の役割とその活動の適��  

�現状��］���・評�（長�と問題�）］ 

教授会の権限は、「追手門学院大学経営学部教授会規程」に以下のように簡潔に定められてい

る。 

（１）教員の人事に関すること。 

（２）学生の入学、退学、卒業、除籍および賞罰に関すること。 

（３）その他重要事項。 

具体的には 

１．学則に関する事項 

２．開講科目および担当者の決定 

３．学部長候補者および教員の人事 

４．教育および研究に関する事項 

５．学生の入学、退学、転学、休学、卒業および課程の修了に関する事項 

６．学生の留学に関する事項 

７．科目等履修生および外国人留学生等に関する事項 

８．学則に関連する諸規程の制定および改廃 

等が主だった審議事項である。これらの審議・決定事項のなかには、学部固有のものと全学

にかかわるものが含まれている。「開講科目および担当者の決定」や「学部長候補者および教員

の人事」のように、学部固有の教育課程や教員人事等については、教授会において審議・決定

される。「学則に関する事項」や「学則に関連する諸規程の制定および改廃」のように、全学に

かかわるものについては、全学的な委員会から提案され、学部において承認後、大学評議会で

審議・決定される場合と、大学執行部から大学評議会に提案され、その議を経て学部の教授会

において審議・了承された後、再度大学評議会で必要に応じて調整を行った後、審議・決定さ

れる場合がある。ただし、入学試験の合否判定については、学長が委員長、学部長が委員とし

て出席する、入学試験合否判定委員会で審議された原案について、各学部教授会で承認すると

いう手続きをとっている。また、教員の人事に関しては「追手門学院大学全学教育職員人事委

員会」での全学的見地からの承認を得たうえで具体的な人事を教授会において進めることにな

っている。 

すなわち、学部教授会は、学部固有の問題を審議・決定するだけでなく、全学的課題や全学

共通の教育課程の審議にあっても意思決定の基礎的単位として運営されている。 

このように、学部教授会の役割と活動は、全学的な調整に配慮しつつ、おおむね適正である

ものと判断している。 

�改���（��の改�・改�に�けた��）］ 

全学的な調整を配慮しつつ、教授会独自の権限を行使するという現在の体制は、本学の現状
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に対応したものだが、学部独自の企画が実行しにくいという難点もある。経営学部が教育研究

の充実と活性化のために、より自由に権限を発揮できる体制を探ることが課題である。 

 

必��学部教授会と学部長との間の連携協力関係および機能分担の適�性  

�現�����点検・評価（長�と問題点）� 

学部長の職務については、「追手門学院大学における学部長の職務に関する規程」により 

（１）学部組織の統括 

（２）学部の教育研究の充実および活性化のための企画、渉外および広報 

（３）学部の将来構想に関する企画、渉外および広報 

（４）学科間の協議調整 

（５）その他の学部に係る業務の統括 

と規定されているが、教授会の主宰、学部の管理運営全般に関する責任、大学評議会、入試

合否判定委員会や種々の委員会に出席し、大学運営全般に関わる審議への参加、学校法人の評

議員や学部長から選出された理事として法人の運営に参画等々、非常に多岐にわたる。 

これらの責務を有する学部長と学部教授会との間の連携協力および機能分担は、以下の体制

のもとに行われている。 

１）学部執行部体制 

全学的に承認された「学部執行体制」というものはないが、経営学部では、実質的に、経営

学科長（現在は学部選出大学評議員を兼務）、マーケティング学科長および入試主事２名により、

擬似的な学部執行部を形成している。この内、両学科長とは、教授会での報告事項・審議事項

について事前に協議している。また、入試関係については、２名の入試主事が学部広報を含む

多くの事項について学部長の業務を補佐している。 

２）全学各種委員会 

本学では、教学上の管理運営全般において、全学共通組織によって運営されるシステムが採

用されており、全学に関わる教育課程などの運営・執行上の問題は、各学部選出の委員などで

構成する常設の「各種委員会」で検討され、教授会にかけられる原案が作成される。「各種委員

会」は、教務・学生生活等の学部の管理運営に直接的に関わる業務のみならず、附置機関であ

る図書館、総合情報教育センターを含め、教育研究活動にかかわるほとんどの組織に置かれ、

それぞれに学部の意向が反映される。 

３）学部内委員会 

学部単位で完結する管理運営上の課題を審議、検討するために、教授会内に学部内委員会が

置かれている。学部人事委員会、教務グループ、企画グループ、自己評価委員会、FD活動推進

委員会、ガイドブック編集委員会、ホームページ委員会等である。学部内委員会の審議・決定

事項は、学部長に報告され、教授会の審議に付される。 

４）��会 

学部教授会とは別に、適宜、将来構想やFD 活動など、学部内で認識を共通にすべきテーマに

ついて、時間をかけて検討する機会を設けている。審議決定の場とは位置づけられていないが、

議論の結果、一定の結論が得られる見通しが立った段階で、必要に応じて学部教授会の審議に

付される。 

以上のように、学部執行部体制、全学各種委員会制度、学部内設置委員会等によって、教授

会と学部長との間の連携協力と機能分担は、制度的に民主的手続きが尊重され、保証されてい
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る。これによって学部教授会は学部長を中心におおむね円滑に運営され、全学的な意思形成へ

の参加についても、学部長を中心に、基本的に果たされているということができる。 

�改善方策（将来の改善・改�に向けた方策）］ 

おおむね適切であり、現状を維持したいと考えるが、学部執行部が全学的に承認されたもの

ではないこと、また、学部執行部の一角を占める入試主事が、その職務の重要性にもかかわら

ず処遇面でまったく考慮されていないなどの問題があるが、これらは全学的な問題であるので

大学執行部と協議して妥当な解決策を探りたい。 

 

必��学部教授会と評議会、大学協議会などの全学的審議�関との間の連携および役割分

担の適切性  

�現状�明］�点�・評�（長�と問題点）］ 

大学評議会は、学長、副学長、各学部長、各学部の教授１名、教務部長、入試部長、学生部

長、キャリア開発部長、図書館長、法人事務局長の計 18 名によって構成されており、その会議

は学長が召集し、議長となる。「大学評議会規程」に定められた審議決定事項は、以下の通り大

学全体にかかわるもの、および各学部の調整を必要とする案件である。 

（１）学則その他諸規程の制定並びに改廃に関する事項 

（２）大学の将来計画に関する事項 

（３）大学の予算案の編成に関する事項 

（４）予算要求の基本方針に関する事項 

（５）各予算部門からの予算要求の調整に関する事項 

（６）予算の配分に関する事項 

（７）予算・決算に関するその他の重要な事項 

（８）大学の組織に関する事項 

（９）大学の教学の調整に関する事項 

（10）大学の人事の調整に関する事項 

（11）学部・学科および大学院研究科・専攻の新設並びに改廃に関する事項 

（12）学生定員に関する事項 

（13）その他大学の管理運営に関し、学長が必要と認める事項 

このように、主に学部固有の問題をあつかう学部教授会と、全学的課題や学部間の調整をあ

つかう大学評議会の間には、明確な役割分担が定められている。学部教授会の意向は、評議会

メンバーである学部長や学部選出の評議員を通して、大学評議会の決定に反映される仕組みに

なっている。また、全学的な課題に関して一部の学部が反対するような場合は、大学評議会で

調整されることになる。 

�改善方策（将来の改善・改�に向けた方策）］ 

現状では、学部教授会と大学評議会の連携・役割分担については特に深刻となる問題点はな

く、緊急の改善方策は必要としない。ただし、今後の課題としては、審議決定の民主的な手続

きを尊重しながら、意思決定を迅速に行う方法や、評議会構成員の適切性等について、改善の

可能性を追求しなければならない。 

 

必��大学院研究科�員会等と学部教授会との間の��関�の適切性  

�現状�明］�点�・評�（長�と問題点）］�改善方策（将来の改善・改�に向けた方策）］ 
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大学院研究科委員会と教授会とは、独自に運営されている。ただし、本学の大学院が学部の

上に設置されているという性格上、会議の構成員が重なる。したがって、研究科長と学部長と

は、関連する事項について、絶えず連絡、協議する必要があり、現実にそのようにしている。

現状で特に問題はないものと判断している。 

 

（学部長の権限と選任手続） 

必��学部長の選任手続の適切性、�当性  

�現状�明］����評価（長�と問題�）］ 

学部長の選任手続きについては、「追手門学院大学経営学部長候補者選考規程」に則って実施

されている。その概要は以下の通りである。 

（１）学部長候補者は、教授会における選挙により選出する。 

（２）学部長の任期は２年で、再選は妨げない。ただし、連続しての３選は認めていない。 

（３）選挙資格者は、教授会構成員とする。ただし、休職者および外国出張中の者は除く。 

（４）被選挙資格者は、学部教授会構成員の教授とする。 

（５）選挙は、選挙資格者の３分の２以上出席した教授会において、単記無記名投票により行

う。 

（６）当選者は、有効投票の過半数を得た者とする。過半数の得票者がないときは、得票数に

よって得票者の順位をつけ、各得票のうち、その得票数とそれぞれの次位以下の者の得票

総数との合計が投票総数の３分の１を越える者のみにつき、過半数の得票者を得るまで繰

り返し選挙を行う。ただし、得票同数者に対しては、年長順により順位を定める。 

学部教授会において選出された候補者については、学長に報告され、さらに学長を通じて理

事長に報告され、最終的には理事会において承認される。学部長の選任は、規程にしたがって

適切に行われている。 

�改善��（将来の改善�改�に�けた��）］ 

学部長の選任は、明文化された規程に基づいて適切に行われており、とくに大きな問題はな

く、特別の改善の必要性はない。 

 

必��学部長の権限の��とその行使の適切性  

�現状�明］����評価（長�と問題�）］ 

学部長は、学部教授会の召集権を有するが、その他「追手門学院大学における学部長の職務

に関する規程」でその職務が 

（１）学部組織の統括 

（２）学部の教育研究の充実および活性化のための企画、渉外および広報 

（３）学部の将来構想に関する企画、渉外および広報 

（４）学科間の協議調整 

（５）その他の学部に係る業務の統括 

と規定されている。また、学部長は、次のような諸会議や委員会で重要な役割を担っており、

これらの職責を通して、その権限が行使できるよう配慮されている。 

「大学評議会」、「執行役員会大学運営部会」、「入学者選抜試験合否判定委員会」、「全学教育

職員人事委員会」、「学部人事委員会（長）」、「全学自己評価委員会」等 

�改善��（将来の改善�改�に�けた��）］ 
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学部長が関係する委員会、会議は多岐にわたり、その職務は過重になりがちであるが、制度

化された学部執行部体制はない。経営学部では、学部選出評議員や学科長、および入試主事を

メンバーとして、擬似的に学部執行部を構成しようとしているが、大学として認知されている

わけではない。制度化を早急に進める必要があると認識している。 

 

（学長、学部長、��科委員長の��と選���） 

必��学長��の��とその行�の���  

必��学長��体制の構成と��の���  

（����） 

必��大学の��������の����とその運�の���  

（評議会、大学�議会な�の全学的�議�関） 

必��評議会、大学�議会な�の全学的�議�関の��の��とその行�の���  

（�学��と学���理事会との関係） 

必���学��と学���理事会との�の����関係および����、��委�の��

� 

（�����） 

必��関����および学���の�� 

必������の��や��行�の���に関する�り��や制度、��体制の����  

������ 

上記７項目は大学全体の問題であるので大学全体の項目を参照されたい。 
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�．心理学部 

���目標� 

学部の理念・目的・教育目標に基づいて、民主的な意思決定を基本としながら適正な管理運

営にあたること、および学院・大学との連携と協力関係を保ちながら、強化していくこと。 

 

（教授会） 

必��学部教授会の��とその活�の適�性  

�現状�明� 

心理学部教授会規程に、教授会は下記の事項について審議決定すると明記されている。 

（１）教員の人事に関すること。 

（２）学生の入学、退学、卒業、除籍および賞罰に関すること。 

（３）その他重要事項。 

教授会の構成員は、教授、准教授および講師である。会議は、構成員の３分の２以上の出席

によって成立し、議決にあたっては、出席者の過半数によって決することとなっている。ただ

し、教員の昇任審査に関しては、教授への昇任については教授以上、准教授への昇任について

は准教授以上の教授会で審議決定されることになっている。教授会は、毎月定例会議が開催さ

れ、また必要あるときは、臨時教授会が開かれる。 

会議の議案は学部長が提出することになっており、また原則として、開催日の１週間前に構

成員に通知することになっている。ただし、提出する議案の多くを占めているのは、全学的な

各種委員会からの審議事項である。学部独自の議案については、学部長と関係する委員との間

で事前に調整が行われてから教授会に諮るのが通例である。また、人事に関しては「追手門学

院大学全学教育職員人事委員会」で全学的な見地からの調整と承認を得たうえで、具体的な人

事を教授会で進めることになっている。 

�点�・��（長�と問題点）� 

教授会においては、ほとんどの出席している教員は、自由に意見を述べることができる状況

が設定されているものとは言え、特に発言を制限したり、あるいは制止するような事態になる

ことはない。また、学部の教育・大学運営に対して過激で破壊的な意見が出されることもなく、

教員全員が非常に熱心で協力的な態度で議事の進行に参加しているものと言える。 

�����（��の��・��に�けた��）� 

教授会は教員の意思を反映することができる最も重要な会議であると位置づけられる。そこ

で全学的な調整に関する配慮をしながら学部教授会として独自の権限を行使するという現在の

体制は本学の現状に対応したものであるが、学部の独自の企画が実行しにくいという問題点が

ある。そこで心理学部の教授会では教育・研究の活性化のために、会議に対して欠席者をなく

すこと、忌憚のない意見を自由に述べる雰囲気を常に保つことは学部長に課せられた責務であ

り、欠席の多い教員への働きかけをもっと積極的にするとともに、その意義を理解してもらう

必要があるものと言える。 

 

必��学部教授会と学部長との間の連携協力関係および��分�の適�性  

�現状�明� 

学部長の職務については、「追手門学院大学における学部長の職務に関する規程」に 

（１）学部組織の統括 
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（２）学部の教育研究の充実および活性化のための企画、渉外および広報学部の将来構想に関

する企画、渉外および広報 

（３）学科間の協議調整 

（４）その他の学部に係わる業務の統括 

と規定されているが、学部教授会を議長となって主催し、学部の運営・管理全般に関する責

任、大学評議会、入学者選抜試験合否判定委員会等種々の会議に出席し、大学の運営全般に係

わる審議に参加すること、学院の評議員として法人の運営に参画することなど多くの業務があ

る。 

これらの責務を果たすために学部長と学部教授会との連携協力および機能分担が以下のよう

に行われている。 

（１）重要な議題の場合には主任会議であらかじめ議題を提示してそれぞれの学科および教室

での議論をして意見を提案する。 

（２）心理学科では学部長、学科長、教務委員、研究科長、大学院専攻主任、入試主事で構成

されている学科執行体制において、あらかじめ提案すべき案、意見を議論して提示するこ

とにより、学部長の独断に陥ること、大学執行部の提案を鵜呑みにして議論することなく

承認することにより起こる弊害をなくすようにしている。その他にも学部独自の、入試募

集戦略プロジェクト、自己評価プロジェクト、将来構想プロジェクト、インターンシップ

委員会、心理学倫理綱領検討会など必要な課題に対して教員数名から構成される検討会を

主催して、学部全体の検討をすることとしている。 

（３）大学の各種委員会が教学上の管理運営全体について全学共通組織により運営する体制が

採用されており、学部から選出された委員により構成する「各種委員会」で検討された原

案について教授会で審議し、学部の意向が反映されるようになっている。 

（４）学部懇談会として、FD、将来構想などについて談話会を開催して、教員間の意識の共有

を図るとともに、必要な事項に関しては学部教授会で審議する。 

学部長と学部構成員は協力体制が構築されており決して対立関係には陥らないよう勤めてい

る。このような現状から連携協力関係および機能分担は適切になされていると言える。 

��検・評価（長�と�題�）� 

現在の学部長の任期は２年であり、再選された場合は１年が追加される。また、学部の諸委

員はほとんどが任期２年間であり、例えば学部執行体制、入試募集戦略プロジェクトその他学

科での重要な事柄を決定する体制が活動しているが、任期によるメンバーの交代により、継続

性が保ちにくい場合がある。特に学部長が交代することにより、十分な継続性が保持されない

場合もあり、このような活動の継続性のためにも連携関係だけでなく、構成員全員の意識の共

有も図る必要がある。 

�����（将来の��・��に向けた��）� 

心理学科に関しては今後さらに多くの重要な課題を解決する必要がある。学部内で現在特に

検討しているのは、例えば、大学院の博士課程の設立、臨床心理士の専門職大学院化に伴う教

員の人員の増員、学部での飛び級制の導入、AO 入試制度の導入による学部志願者の増加などで

あり、今後早急に解決するためにも連携を図っていくべきである。 

 

必��学部教授会と評議会、大学協議会などの全学�審議機関との間の連携および��分

担の適切性 
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�現状�明� 

大学評議会は、学長、副学長、各学部長、各学部の教授１名、教務部長、入試部長、学生部

長、キャリア開発部長、図書館長、法人事務局長の計 18 名によって構成されており、その会議

は学長が召集し、議長となる。「大学評議会規程」に定められた審議決定事項は、 

（１）学則その他諸規程の制定並びに改廃に関する事項 

（２）大学の将来計画に関する事項 

（３）大学の予算案の編成に関する事項 

（４）予算要求の基本方針に関する事項 

（５）各予算部門からの予算要求の調整に関する事項 

（６）予算の配分に関する事項 

（７）予算・決算に関するその他の重要な事項 

（８）大学の組織に関する事項 

（９）大学の教学の調整に関する事項 

（10）大学の人事の調整に関する事項 

（11）学部・学科および大学院研究科・専攻の新設並びに改廃に関する事項 

（12）学生定員に関する事項 

（13）その他大学の管理運営に関し、学長が必要と認める事項 

である。 

主に学部固有の問題をあつかう学部教授会と、全学的課題や学部間の調整をあつかう大学評

議会の間には、明確な役割分担が定められている。学部教授会の意向は、評議会メンバーであ

る学部長や学部選出の評議員を通して、大学評議会の決定に反映される仕組みになっている。

また、全学的な課題に関して一部の学部が反対するような場合は、大学評議会で調整されるこ

とになる。 

学部教授会と大学評議会との関係については、本来学部教授会での決定が評議会でも重視さ

れるべきであり、例え１学部のみが他の学部と異なる意見を提案しても真摯にその内容に関し

て議論されるべきである。また全学的な審議機関と教授会との関係についても同様であり、十

分に討議して教授会においても同意が得られることが重要であり、それによって教員の協力も

得られるのである。しかし、現状では十分に連携が取れていない場合も少なくない。 

�点�・評�（長所と問題点）� 

執行部は役割を分担して、各部館長の職掌と連携を取りながら、納得のいく提案をする体制

を作るべきである。少人数で原案作成をする方が時間的には無駄が省けて一見よい体制のよう

でも非民主的になりがちである。本学は創設以来掲げてきた教育理念である独立自彊・社会有

為をもとに時間がかかっても多くの意見を吸い上げて民主的な運営がなされてきたところに長

所があった。しかし、現在徐々に早急な結論を求めることがなきにしもあらずである。この点

は改めなくてはいけない問題点である。 

�改善方策（将来の 改善・改�に向けた方策）� 

学部教授会と大学評議会との関係については、学部長および大学評議員が学部の意見を代表

して審議に参加していることから、現状では深刻な混乱はなく緊急の改善方策は必要としない。

今後の課題としては、審議決定の民主的な手続きを尊重しながら、意思決定を迅速に行う方法

や、評議会構成員の適切性等について、改善の可能性を追求しなければならない。 
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必��大学院研究科委員会�と学部教授会との間の��関係の��性 

［現状説明］ 

大学院研究科委員会と学部教授会とは、構成員が異なり別組織である。しかし、研究科と学

部の構成員は一部教員を除いて同じメンバーであること、学部教育の延長上に大学院教育は位

置づけられることから、両者の連携は常に維持されていないと教育・研究双方ともに円滑に運

営することができなくなる。そこで、学科内で、大学院委員会および学部教授会の開催、種々

の行事、諸委員の選出その他についての調整を図って、研究科、学部ともに支障をきたさない

ように努めている。 

［点�・評価（長�と問題点）］ 

現状では、学部教授会および大学院研究科委員会は、一応別組織ではあるが構成員がほぼ同

じであることから、重要な案件である学部教育と大学院教育との継続性、将来構想などについ

ては、６年間の一貫性を保ちつつ計画を立てることができており、評価できることである。し

かし、両方の会での役割が重複することも多々もあり、そのために複雑になっている面もある

ことは否めない。 

［改善方�（将来の改善・改�に�けた方�）］ 

現状では、大学院研究科委員会と学部教授会との関係には改善しなければいけない問題点は

特にない。 

 

（学部長の権限と選任手続） 

必��学部長の選任手続の��性、妥当性  

［現状説明］ 

心理学部における学部長の選任手続きは、「心理学部心理学部長候補者選考規程」に明確に規

定されており、この規程に基づき厳正に実施されている。 

被選挙者は心理学部の専任教授であり、選挙権者は心理学部専任教員全員である。選考は心

理学部専任教員による単記無記名の投票により行い、心理学部の教員の３分の２以上の出席、

有効投票の過半数以上の得票を当選の要件としている。 

［点�・評価（長�と問題点）］ 

心理学部における学部長選任手続きは、原則専任教員全員参加の教授会の時間のなかで、［現

状説明］で述べたような手続きに基づき心理学部全専任教員の投票により選考されるという厳

正かつ民主的で、また社会的に見て妥当な様式を取って行われている。これにより学部自治の

原則が体現され、心理学部全体の意見が大学行政に反映できることにつながっている。 

［改善方�（将来の改善・改�に�けた方�）］ 

特に問題点を指摘するような声もなく、現状で改善を必要とする点は見られない。 

 

必��学部長の権限の内容とその行�の��性  

［現状説明］ 

学部長の権限に関して、追手門学院大学学則第 56 条の４は「学部長は、当該学部の学務を管

掌する」と規定している。また、追手門学院大学学則第 57 条の３では、教授会の審議内容につ

いて以下のように規定している。 

教授会は、当該学部に関する次の事項を審議する。 

（１）教員の人事に関する事項 
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（２）学生の入学、退学、卒業、除籍、および賞罰に関する事項 

（３）その他重要事項 

心理学部長は、心理学部教授会を招集してその議長となることから、これら学則の規定に基

づき、教員の人事、学部学生の管理さらにその他の重要事項として、学部の教育、研究、社会

貢献など様々な職務を負っている。 

������（長�と問題�）� 

学部長は適切に教授会を招集し、議長として適正かつ民主的に議事進行を行っており、また

現状説明で挙げた学則の規定に則って、学部長としての権限を公正かつ積極的に行使している。 

�改善��（��の改善�改�に��た��）� 

現状では学部長と学部教授会との関係は健全であり、改善すべき問題は認められない。 

 

（学長、学部長、研究��員長の権限と����） 

���学長権限の��とその行使の適切�  

���学長��体�の��と��の適切�  

（���定） 

���大学の���定����の��状�とその運�の適切�  

（�議会、大学�議会などの全学的�議�関） 

����議会、大学�議会などの全学的�議�関の権限の��とその行使の適切�  

（教学��と学��人理事会との関係） 

���教学��と学��人理事会との�の����関係および����、権限��の適切

� 

（�����） 

���関����および学�規定の�� 

����人��の����正行�の���に関する�り�����、��体�の��状�  

�現状説明� 

上記７項目は大学全体の問題であるので大学全体の項目を参照されたい。 
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�．社会学部 

�到達目標� 

学部組織の統括者としての学部長と、学部の意思決定機関である教授会との良好な連携協力

関係を強化する。さらにこの関係を基盤にして、学部の教育研究活動の充実および活性化を図

り、社会学部の理念・目標の実現に資するべく学部を適切に管理運営することが到達目標であ

る。 

 

（教授会） 

必��学部教授会の役割とその活動の適切性  

�現��明� 

「社会学部教授会規程第２条」のなかで、教授会は本学部に関する下記の事項について審議

決定すると明記されている。 

（１）教員の人事に関する事項 

（２）学生の入学、退学、卒業、除籍および賞罰に関する事項 

（３）その他重要事項 

この規程から明らかなように、教授会の役割は、社会学部に関する上記の事項について審議

し、学部としての意思決定をすることである。 

教授会の構成員は、教授、准教授および講師である（合計 18 名）。会議は、構成員の３分の

２（12 名）以上の出席によって成立し、議決にあたっては、出席者の過半数によって決するこ

ととなっている。ただし、教員の人事に関する事項については、教授のみで構成される人事に

関する教授会（以下、「人事教授会」という）で審議決定されることになっている。教授会は、

毎月定例会議が開催され、また必要あるときは臨時教授会が開かれる。 

会議の議案は学部長が提出し、原則として、開催日の１週間前に構成員に通知する。教授会

に提出される議案の多くを占めているのは、全学的な各種委員会から上がってくる審議事項で

ある。学部独自の議案については、学部長と関係する委員との間で事前に調整が行われてから、

教授会に諮るのが通例である。 

社会学部内には学科長が招集する学科会議（15 名）と体育担当主任が招集する体育担当者会

議（３名）が存在する。いずれも規程のない会議体である。学科会議は、各種委員会委員の選

出の事前調整、学部が直接かかわる小型入試の業務役割分担の事前調整や、教育研究に関する

意見集約や意見調整の役割を担うものであり、審議決定機関ではない。しかし、近年、学科自

治の名のもとに学科で様々なことを審議決定し、その結果を学部教授会で決定するという傾向

が見られる。１学部１学科体制の傾向とも思えるが、学科会議と学部教授会との機能分化を工

夫する必要に迫られている。 

���・��（長�と問題�）� 

規程の面から見た場合、学部教授会の役割には問題がない。しかし、学科会議をベースとし

た学部教授会の運営面・活動面には上記のような問題がある。 

�改善方策（��の改善・改�に向�た方策）� 

次項に記載した問題とも密接に関係するので、改善方策については次項で述べる。 

 

必��学部教授会と学部長との間の連携協力関係および機能分担の適切性  

�現��明� 
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2006 年度社会学部の発足以後、学部長および学科長の辞任による交替が相次ぐという憂うべ

き状態が継続している。人間学部からの改組および大学執行部の政策に対する異議申立てなど

が一部教員から行われてきた。2007 年度には、学部長による執行部と学部教授会の意見調整に

対して不満を抱く一部教員により、学部長の不信任動議が出され、可否同数であったために議

長決裁で議案として取り上げないこととなったが、６月に、体調不良を理由に任期途中で辞任

せざるを得なくなった。後任学部長の選考も難航し、教授会と大学執行部との懇談会開催が度々

要求されるようになった。後任学部長が選出されるまでの３ヵ月間は社会学部選出大学評議員

が学部長事務代理として学部運営の任にあたったが、後任学部長もまたこの事態を収拾するこ

とができず、2009 年３月に体調不良を理由に任期途中で辞任せざるを得なくなった。その後の

後任学部長の選考も同様に難航し、現学部長が選出された。 

他方、学科長の職務は「追手門学院大学の各学科長の職務に関する規程」により学部長を補

佐することとなっており、その任期は慣行として学部長と同じ２年となっているが、学科長も

また相次いで辞任するに至っている。2007 年５月、2008 年 11 月に当時の学科長が任期途中で

辞任せざるを得なくなった。 

��検・評�（長�と���）� 

教員の一部が大きな影響力をもつ学科会議・学部教授会の意見に学部長が従い、大学執行部

との意見調整の役割を担わされ、担い切れずに相次いで辞任するという現状がある。学部教授

会と学部長との間に良好な連携協力関係が成立しているとは言い難い。 

�改善方策（将来の改善・改革に��た方策）� 

現在の社会学部教授会には、事態を収拾する当事者能力が弱いとも考えられる。このような

状況に対して、大学評議会内に「社会学科特別委員会」が設置され、また理事会内にも「社会

学科改革検討委員会」が設置された。理事会および大学執行部がガバナンス能力を発揮して、

運営の正常化を図ることが改善方策として有効と考えられる。 

 

必��学部教授会と評議会、大学協議会などの全学�審議�関との間の連携および役割分

担の�切�  

�現状��� 

大学評議会は、学長、副学長、各学部長、各学部の教授１名、教務部長、入試部長、学生部

長、キャリア開発部長、図書館長、法人事務局長の計 18 名によって構成されており、その会議

は学長が召集し、議長となる。「大学評議会規程」に定められた審議決定事項は、以下の通り大

学全体にかかわるもの、および各学部の調整を必要とする案件である。 

（１）学則その他諸規程の制定並びに改廃に関する事項 

（２）大学の将来計画に関する事項 

（３）大学の予算案の編成に関する事項 

（４）予算要求の基本方針に関する事項 

（５）各予算部門からの予算要求の調整に関する事項 

（６）予算の配分に関する事項 

（７）予算・決算に関するその他の重要な事項 

（８）大学の組織に関する事項 

（９）大学の教学の調整に関する事項 

（10）大学の人事の調整に関する事項 
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（11）学部・学科及び大学院研究科・専攻の新設並びに改廃に関する事項 

（12）学生定員に関する事項 

（13）その他大学の管理運営に関し、学長が必要と認める事項 

主として学部固有の問題をあつかう学部教授会と、全学的課題や学部間の調整に対処する大

学評議会の間には、明確な役割分担が定められていると考えてよい。学部教授会の意向は、評

議会メンバーである学部長や学部選出の評議員を通して、大学評議会の決定に反映される仕組

みになっている。また、全学的な課題に関して一部の学部が反対するような場合は、大学評議

会で調整されることとなっている。 

評議会決定事項のなかには、学部教授会報告事項と学部教授会審議事項とがあるが、後者は

各学部教授会で審議されたのち、再度評議会に戻って正式決定となる。後者に関して、学部教

授会から不適切な点や問題点の指摘が行われているが、学部の意向が評議会決定にかならずし

も反映されないことがあるため、学部教授会と評議会で意見の対立が現れている。さらに、前

述のように、学部長の任期途中での度重なる交代に関連して、評議会内に「社会学部調査委員

会」が設置されるなど、社会学部教授会と評議会の連携は適切なものとは考えられない状況も

ある。 

�点検・評�（長�と問題点）� 

規程の面から見た場合、学部教授会と評議会の連携および役割分担には問題がない。しかし、

社会学部教授会と評議会との連携に関しては、上記のような問題があり、現況ではかならずし

も円滑ではないと考えられる。 

�改善��（�来の改善・改�に向�た��）� 

前項でも記したが、理事会および大学執行部がガバナンス能力を発揮して、社会学部教授会

の運営の正常化を図るべきである。 

 

必��大学院研究科委員会�と学部教授会との間の相互関係の適切性  

�現状�明� 

2009年４月現在、大学院文学研究科（社会学専攻、中国文化専攻、英文学専攻）の母体とな

っているのは、社会学部と国際教養学部（アジア学科・英語コミュニケーション学科）の２学

部である。文学研究科委員会は学部教授会とは別個に運営される組織であるが、研究科委員会

の構成員は学部教授会・社会学科の構成員でもあるため、本来は専攻会議を設置すべきである

が、社会学部では慣行として、専攻科長の選出および専攻に関する案件を学科会議に諮ってい

る。そのため学部教授会および学科会議と研究科委員会との関係において、運営面で大きな支

障は見られない。 

�点検・評�（長�と問題点）� 

大学院研究科委員会と学部教授会との間に良好な相互関係を構築し、大学院と学部との組織

的整合性や、修士課程教育と学士課程教育との有機的連関という問題を改善すべきであること

は認識している。ただし、現在、文学研究科社会学専攻に在籍する学生はいない。そのためか

議論そのものが盛り上がらない状態であることも問題であろう。 

�改善��（�来の改善・改�に向�た��）� 

今後、文学研究科全体の再編および社会学専攻の再編・廃止も含め、大学院全体のありかた

を検討するなかで、学部教授会との関係を検討する。 
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（学部長の権限と選任手続） 

���学部長の選任手続の適切性、�当性  

��状��� 

学部長候補者の選考は、「社会学部長候補者選考規程」に基づいて行われる。その概要は、以

下の通りである。 

（１）学部長候補者は、本学部専任の教授の中から、教授会における選挙によって選考する。 

（２）選挙権者は、本学部専任の教授、准教授、講師および助教であるが、休職者と外国出張

中の者は除く。 

（３）学部長候補者選考の教授会は、選挙資格者全員の３分の２以上の出席によって成立し、

選挙投票は単記無記名で行われ、有効投票数の過半数を得た者を当選者とする。当選した

学部長候補者は、理事会で承認された後、学部長となる。 

（４）学部長の任期は２年とし、４月１日から第２年度の３月31日までとする。再任の任期は

１年とし、３期連続して重任することはできない。 

�点�・評価（長�と��点）� 

学部長候補者の選考手続きは、上記の規程に基づいて行われており、適切である。 

�改善��（将来の改善・改�に�けた��）� 

学部長候補者の選考手続きそのものには改善すべき点はない。 

 

���学部長の権限の��とその行使の適切性  

��状��� 

学部長は、学部教授会の召集権・議案提出権・議事運営権を有するが、その他「追手門学院

大学における学部長の職務に関する規程」において、その職務が以下のように規定されている。 

（１）学部組織の統括 

（２）学部の教育研究の充実及び活性化のための企画、渉外及び広報 

（３）学部の将来構想に関する企画、渉外及び広報 

（４）学科間の協議調整 

（５）その他の学部に係る業務の統括 

また、学部長は、「大学評議会」、「執行役員会大学運営部会」、「入学者選抜試験合否判定委員

会」、「全学教育職員人事委員会」、「学部人事委員会（長）」、「全学自己評価委員会」等で重要な

役割を担っており、これらの職責を通して、その権限や職務が適切に行使できるよう制度的に

は配慮されている。 

ただし、2006 年度に社会学部が発足して以降、社会学部の状況は、「学部教授会と学部長と

の間の連携協力関係および機能分担の適切性」の項で述べたように、学部長の権限がかならず

しも十分に発揮できない状況となっている。また、学科長が学部長の補佐を務めることとなっ

ているが、学部長補佐の役割よりも学科運営に重点を置き、学科の様々な申し入れや案件を、

学部長を介して大学執行部へ取り次ぐという状況となっている。そのため、学部長は仲介者の

役割が重視され、学部長としての独自の権限が適切に行使されない状況となっている。 

�点�・評価（長�と��点）� 

学部長の権限は、規程上は適切に行使されるように配慮されているが、社会学部においては、

学科会議が実質的な権限を持っており、学部長はその代弁者・仲介者の機能を求められている。

�改善��（将来の改善・改�に�けた��）� 
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学科会議が全権を持っているかのような現在の体制を正す必要があるが、現在の社会学部教

授会には、事態を収拾する当事者能力がかならずしも十分ではない。そのため、理事会および

大学執行部がガバナンス能力を発揮して、学部長の権限行使が適切になされるように社会学部

の運営の正常化を図るように努力すべきである。 

 

（教学組織と学校法人理事会との関�） 

必��教学組織と学校法人理事会との�の連��力関�および�能分担、権限��の適

切�  

�現���� 

「学校法人追手門学院寄附行為」には以下のような規定があり、理事会は最終的な決定権限

を持つ。 

第 15 条 この法人に、理事をもって組織する理事会を置く。 

２ 理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。 

第 16 条 理事会は、理事総数の３分の２以上の理事が出席しなければ、会議を開き、議決を

することができない。 

 

また「学校法人追手門学院寄附行為」には以下のような規定があり、理事会は、下記事項に

ついては評議員会に諮問した後に、最終的な決定を行うこととなっている。 

第 22 条 この法人に、評議員会を置く。 

第 25 条 次の各号に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ評議員会の意見を

聞かなければならない。 

（１）予算、借入金（当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。）及び重

要な資産の処分に関連する事項 

（２）事業計画 

（３）予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄 

（４）寄附行為の変更 

（５）合併 

（６）私立学校法第50条第１項第１号及び第３号に掲げる事由による解散 

（７）収益を目的とする事業に関する重要事項 

（８）寄附金品の募集に関する事項 

（９）その他この法人の業務に関する重要事項で理事長において必要と認めた事項 

 

理事会のメンバーについては、以下のように規定され、恣意的な人選は排除されている。 

第６条 理事は、次の各号に掲げる者とする。 

（１）学院長 １名 

（２）評議員のうちから評議員の互選によって選任された者 ２名以上 

（３）学長、副学長、高・中・小学校長及び法人事務局長 ５名以上 

（４）前各号に規定する理事の過半数の推薦によって選任された者 ８名以上 

現在、理事は 18 名（定数 16 名以上 19 名以内）であり、教学組織から６名が選出され、その

うち３名が大学から選出されることとなっている。また、評議員は現在 43 名（定数 37 名以上

46 名以内）であるが、教学組織から 14 名が選出され、そのうち７名が大学から選出されるこ
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ととなっている。大学の教学組織の意向は、評議員会および理事会に反映される仕組みになっ

ている。一方、大学運営に対して、学外から選出された理事による抑制力も働く仕組みとなっ

ている。 

［点検・評価（長�と問題点）］ 

このように、理事会と教学組織の連携と意思決定プロセスには、基本的に問題はないと評価

できる。また、権限分担・委譲についても妥当と評価している。 

ただし、私立学校法の改正によって、すべての理事が学校法人の運営に責任を持って参画し、

機動的に意思決定できる体制が整備されることとなったが、理事の責任ある参画を理事会によ

る教学組織への介入だと曲解している教員が社会学部のなかにもいることは否めず、この点が

問題である。 

［改善方策（�来の改善・改�に向けた方策）］ 

学部の FD 活動などで私立学校法の改正について研修することを通して、曲解を解消する。 

 

（法令遵守等） 

���関連法令等および学内規定の遵守  

［現状説明］ 

関連法令等の遵守については、「（１）大学の管理運営」の当該項目において、大学全体の［現

状説明］、［点検・評価］、［改善方策］を述べているので、ここでは省略し、社会学部にのみ関

係する事項について述べる。 

学部長職の信用を失墜させる行為、不適切行為、学内規程で禁止されている行為が、一部の

教員によって繰り返されている。 

［点検・評価（長�と問題点）］ 

一部の教員は、大学執行部の大学運営上の問題点への抗議の意味であると考えて、こうした

行為を繰り返しているように思える。学内規程を遵守しない一部教員に問題があることは当然

であるが、学科長・学部長・大学執行部が適切かつ有効な仕方で対応してこなかったことも問

題である。さらに、学内規程違反に対処する規則としては「就業規則」しかなく、理事長が懲

戒委員会の具申に基づいて、教戒・停職・諭旨解雇・懲戒解雇の何れかを行うこととなってい

るが、これでは軽微な学内規程違反に迅速に対処できないという運営上の問題もある。 

［改善方策（�来の改善・改�に向けた方策）］ 

軽微な学内規程違反については、本来ならば学科長・学部長のガバナンス能力で対処すべき

問題である。しかし、現在の社会学部は、この評価大項目内で繰り返し述べたように、それが

可能な状況にはない。それゆえ、大学執行部・理事会がガバナンス能力を発揮して問題解決に

あたるよりほかに改善方策はない。 

 

����人��の��や不正行為の�止等に関する取り組みや制度、審査体制の整備状況  

［現状説明］［点検・評価（長�と問題点）］［改善方策（�来の改善・改�に向けた方策）］ 

この項目については、社会学部独自の取り組みや制度、審査体制があるわけではなく、大学

全体の問題として取り組んでいるので、ここでは省略する。 

なお、「（１）大学の管理運営」の当該項目において、大学全体の［現状説明］、［点検・評価］、

［改善方策］を述べているので、そこを参照されたい。 
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（学��学部��������の�������） 

���学���の����の��の���  

���学���体�の�����の���  

（����） 

���大学の��������の������の運�の���  

（��会�大学��会��の全学�����） 

�����会�大学��会��の全学�����の��の����の��の���  

������ 

上記４項目は大学全体の問題であるので大学全体の項目を参照されたい。 
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�．国際教養学部（��学部��） 

���目標� 

学部の理念・教育目標を実現するべき教育活動、および学部構成員の研究活動の推進を十全

に果たすことができるよう、業務と人事に関して民主的な意思決定を組織的に行うことによっ

て、学部構成員の相互信頼と協調を構築、維持すること。 

 

（教授会） 

必��学部教授会の役割とその活動の適切性  

�現状��� 

教授会は、学部の１）教員の人事に関する事項、２）学生の入学、退学、卒業、除籍及び賞

罰に関する事項、３）その他重要事項を「審議決定する」と、学則及び教授会規程に定めらて

いる。そのために、「専任の教員全員をもって構成」し、学部長が招集して、その議長となり、

毎月１回第２木曜日に定例の教授会を開催することとなっている。定足数は構成員の３分の２

以上であり、議決は出席者の過半数による。議事は非公開であるが、事務職員による議事録を

作成して、次回の会議での確認を受けている。 

必要が生じて臨時に開催する場合も、定例に準じて開催される。 

また、教授会内規には、学部長は構成員の４分の１以上の要請があるときは、教授会を開催

しなければならないと規定している。 

付議すべき議事の提出は学部長が開催の１週間前に構成員に通知することとなっている。 

実際の運営は、Ⅰ）学部長審議事項、Ⅱ）学部長報告事項、Ⅲ）各委員会事項、Ⅳ）その他

（連絡事項等）の部分、順序で執り行われている。したがって、当然のことではあるが、学部

教授会は当該学部に関する事項はもちろん、全学的な案件についてもその構成単位のひとつと

しての意思表示を求められている。 

規程に則った役割と活動が行われているという点、構成員の出席状況など、適切性は保たれ

ていると考える。 

�点�・��（長�と��点）� 

月１回の定例開催なので審議案件、報告案件が膨大になることがあり、会議時間を限度以上

に長引かせる場合が時に見られる。また、全学的な行事が、教授会開催を分断する形で間に挟

まれるというようなことも行われたことがある。 

さらに学部意思と全学的な意思決定としての調整については、慎重な議論を重ねる必要があ

る。 

�����（��の��・��に�けた��）� 

学部意思の決定・確認のために、審議すべき案件を十分に審議するためには、報告案件につ

いての簡素化など工夫が必要である。 

また、学部意思の尊重と全学的な意思の決定との間の調整には、慎重な議論を重ねる必要が

ある。 

 

必��学部教授会と学部長との間の連�協�関�および��分�の適切性  

�現状��� 

本学部はアジア学科と英語コミュニケーション学科の２学科から構成されている。そのそれ

ぞれに学科長をおき、学科長が主宰する学科会議が開催されている。また、各種委員会の委員
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も基本的には両学科からそれぞれ委員が選出されている。したがって、学部教授会に提起され

る報告と審議の案件は、基本的には学科会議での報告また審議を経ていることが前提されてい

る。また、学科長および英語・中国語・ドイツ語・フランス語の教室主任をあわせた学部の主

任会議・人事委員会を組織しており、学部教授会に付議される事項その他について、その会議

の場で事前に意見交換されている。あるいは逆に、主任会議・人事委員会での議論を学科に持

ち帰り、それを教授会という全体の会議で意見集約するという場合もある。 

連携協力、機能分担はおおむね適切に行われているものと考える。 

���・評�（長�と�題�）� 

２学科から構成されているので、学部長の大きな職務のひとつは両学科の意思を学部の意思

として統合、集約することにある。学科会議の議論の積み上げという意味では、民主的な意見

集約が行われていると言えるが、両学科の足並みがともすれば内容および時間的にそろわない

という事態もあり、調整に暇取ることもある。 

�改�方�（将来の改�・改�に�けた方�）� 

学部の主任会議・人事委員会をもう少し回数多く開催できるようにすれば、学部長の学部運

営に関するシンク・タンク的な役割を担うことができ、連携協力および機能分担がさらに実あ

るものとなる。 

 

必��学部教授会と評議会、大学協議会な�の全学的審議機関との間の連携および役割分

担の適切�  

�現���� 

評議会は学則に以下の通り定められている。 

評議会を構成する評議員は、学長、副学長、各学部長、各学部の教授それぞれ１名、教務部

長、入試部長、学生部長、キャリア開発部長、図書館長、法人事務局長である。また、審議す

る事項としては、１）学則その他諸規程の制定並びに改廃に関する事項、２）大学の将来計画

に関する事項、３）大学の予算案の編成に関する事項、４）予算要求の基本方針に関する事項、

５）各予算部門からの予算要求の調整に関する事項、６）予算の配分に関する事項、７）予算・

決算に関するその他の重要な事項、８）大学の組織に関する事項、９）大学の教学の調整に関

する事項、10）大学の人事の調整に関する事項、11）学部・学科及び大学院研究科・専攻の新

設並びに改廃に関する事項、12）学生定員に関する事項、13）その他大学の管理運営に関し、

学長が必要と認める事項、となっている。 

学部教授会の意思は、学部長および学部評議員を通じて評議会という全学的な審議の場に伝

えられ、その逆もまた同じである。 

���・評�（長�と�題�）� 

審議・報告案件が月１回の定例開催のためもあり非常に膨大になることがある。しかも、そ

の日の議題が事前に周知案内されないことが多く、当日になって議題が初めて知らされるので

は、審議を尽くすことに支障がある。また、５学部体制のなかで、学部間の意思の調整を評議

会において行うべく議論される必要があるが、現行は、学部間多数決を少数教授会に押し付け

るかのごとき全学的調整が行われることがなきにしもあらずである。 

�改�方�（将来の改�・改�に�けた方�）� 

大学の最終意思決定機関として、学部教授会から積み上げた意思を全学的な合意形成にする

ための十分な審議を尽くすべく、案件の提示は会議開催の前になされるようにしなければなら
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ない。 

 

必��大学院研究科委員会�と学部教授会との�の相互関係の適切性  

�現状��� 

大学院研究科委員会は大学院科目担当教員で構成されている。大学院科目担当教員は学部教

員のうちから研究業績と大学院科目との適合性を勘案して、原則的に教授・准教授のうちから

あてている。したがって、学部教授会の一部メンバーが大学院研究科委員会のメンバーであり、

かつ、大学院文学研究科に関して言えば、心理学専攻が独立したので、学部組織としては、社

会学専攻に教員を出している社会学部と、中国文化専攻および英文学専攻に教員を出している

本学部教員との合同というのが現状である。 

�点検・��（長�と問題点）� 

大学院生の充足状況などから見て、教員の大学院組織への移管というようなことが考えられ

ない以上、また、文学研究科の編成の見直しがない以上、複数学部にまたがる教員による研究

科委員会の構成はやむを得ない。ただ、専攻の独立性から考えると、学部教授会と一対一対応

であるほうが、より機動的な議論がなされるであろう。 

�����（��の��・��に��た��）� 

大学院運営から見た学部運営というような視点は、大学院の現状からは現在、基本的に取り

ようがない。大学院の充実という基本的な事柄をも見直す観点からの再編論議のなかで、学部

教授会との相互関係の検討が必要である。 

 

（学部長の権限と選任手続） 

必��学部長の選任手続の適切性、妥当性  

�現状��� 

学部長の選任手続きについては、「国際教養学部長候補者選考規程」に定められている。学部

長候補者は、学部専任教員全員を持って構成する教授会において選考を行う。選考は、１）学

部長の任期が満了するとき、２）学部長が定年又は勧奨によって退職するとき、３）学部長が

辞任したとき、４）学部長が欠員となったとき、行われる。選考の終了と選考の公示について

も日限の規程がある。学部長候補者は、本学部専任教授の中から、専任教員全員の単記無記名

の投票を教授会において行い、有効投票数の過半数を得た者をもって当選者とする。学部長の

任期は、４月から第２年度の３月 31 日までの２年とし、再任を妨げないが、再任の場合の任期

は１年とし、３期連続して重任することはできない。 

以上の選考を、学部内の准教授・講師からなる選挙管理員会が取り仕切ることによって、学

部長候補者が選出される。 

手続きの適切性、妥当性に特段の不備を見出していない。 

�点検・��（長�と問題点）� 

学部長候補者選考規程は上述の通り成文化されて機能しているが、選挙管理委員の選出、被

選挙権者の確認、選挙権者の確認、有効投票数確認、選挙開票結果の発表、辞退といった実際

の選出の実務的な運営については、文学部時代の慣行にしたがい、「文学部長候補者選考の前例」

なる文書にしたがって、選挙のたびに確認しながら行われている。手続き的には問題は生じて

いないが、準拠するものが「前例」である点は、それをふまえた成文化による申し合わせ的な

ものを早急に作成すべきである。 
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また、最近の雇用形態の多様化のなかで、任用期限付きの専任教員について、その選挙権・

被選挙権のあつかいに全学的な合意が必要であると思われる。 

�����（将来の��・��に�けた��）� 

上述の通り、文学部時代の慣行に基づく「文学部長候補者選考の前例」なる文書を、「国際教

養学部長候補者選考についての申し合わせ」として成文化を考えている。 

 

必��学部長の権限の内�とその行�の適切性  

������ 

学部長の権限は、「追手門学院大学における学部長の職務に関する規程」に定められた職務を

遂行するうえでの責任と表裏するものと考えられる。その「職務に関する規程」では、学部長

は、１）学部組織の統括、２）学部の教育研究の充実及び活性化のための企画、渉外及び広報、

３）学部の将来構想に関する企画、渉外及び広報、４）学科間の協議調整、５）その他の学部

に係る業務の統括、を職務とすることが定められている。学部教授会は、これ以外に学部長の

職務に関し必要な事項を別に定めることができると規定されている。それに関連して、教授会

規程では、これらの学部長の職務が教授会に追認されなければならないことが定められている。 

学部長の権限なるものは、上記職務を合理的に遂行するべき責任に伴うもので、学部組織や

業務の統括は単純に管理のための強権を意味していない。教授会との協調のなかでのリーダー

シップとして理解されるべきものである。 

�点検・��（長�と�題点）� 

学部組織や業務の統括、および学部の教育研究の充実および活性化や将来構想についての企

画、渉外および広報を職務とするが、その学部長を事務的にも頭脳的にもバックアップする人

的措置が取られていない。学部長とその他の学長任命の部館長との違いはそこにあり、職務の

遂行を学部長の個人的資質に多く求める体制になっている点は、大学としての検討課題である

と考えられる。 

�����（将来の��・��に�けた��）� 

「学部教授会と学部長との間の連携協力関係および機能分担の適切性」においても若干述べ

たが、学部教員の各種委員会委員として、また学部内役割を組織的な支援とする努力のほかに、

根本的には学部長の職務遂行を補助する人的措置、事務部門の設置が望まれる。 

 

（学長、学部長、研究科委員長の権限と選任手�） 

必��学長権限の内�とその行�の適切性  

必��学長補�体制の構成と活�の適切性  

（意思�定） 

必��大学の意思�定プ���の����とその運用の適切性  

（�議会、大学協議会な�の全学的�議機関） 

必���議会、大学協議会な�の全学的�議機関の権限の内�とその行�の適切性  

（教学組織と学��人理事会との関係） 

必��教学組織と学��人理事会との間の連携協力関係及び機能分担、権限委�の適切性 

（�����） 

必��関連���および学内規定の�� 

必��個人�報の��や��行�の���に関する取り組�や制�、��体制の整���  
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������ 

上記７項目は大学全体の問題であるので大学全体の項目を参照されたい。 
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（３）大学院の管理運営 

�．経済学研究科 

���目標� 

大学院の管理運営に関しては、それほど大きな問題はなく、現行の規程を適切に運用するこ

とが目標となる。ただし、今後予想される学部・学科の再編などに対応することが必要である。 

経済学研究科委員会の管理運営については、現在、次の改革を遂行中である。 

① 学部と同様のセメスター方式への移行。 

② 一部の準教授の、講義・ゼミ担当者への登用。 

③ 院生の研究費・研究旅費の確保、および教員手当の確保。 

④ 今後の学部・学科の再編などへの対応。 

 

（研究科委員会） 

必��大学院研究科委員会�の役�とその��の適切�  

�現���� 

教学上の管理運営組織として、各研究科に研究科委員会が設置されている。研究科委員会は

当該研究科の授業を担当する専任教員をもって構成され、その会議は、研究科長が召集し、議

長を務める。 

研究科委員会の審議事項は、「追手門学院大学大学院研究科委員会規程」に次のように定めら

れている。 

１．学科課程に関すること。 

２．授業科目担当者の選考に関すること。 

３．課程修了の認定に関すること。 

４．学生の入学、退学、除籍及び賞罰に関すること。 

５．諸規程の制定及び改廃に関すること。 

６．その他研究科の運営に関する重要事項 

�点�・��（長所と問題点）� 

経済学研究科における大学院組織は、大学院設置基準第３条第１項、同第４条第１項との関

連においても、十全なものとなっている。しかし将来に向けての問題点は数多く残っている。 

第１に博士前期課程（修士課程）と博士後期課程の連携である。前期課程担当教員数は 15

名（全員が教授）であるが、後期課程担当教員数は９名（全員が教授）である。このため、前

期課程および後期課程の双方を担当する教員との間で、意思疎通を欠く場合がある。 

第２に前期課程担当教員および後期課程担当教員の資格審査の厳格さである。資格審査が厳

格である点は教員の質の向上に役立っており、組織運営上の長所である。しかしその反面、大

学院担当教員のうち、半数が前期課程のみの担当となっており、前期課程修了者が、後期課程

に引き続いて進学するさいに、進路が限定されるきらいがある。 

第３に大学院においてはすべての科目が現在、４単位科目となっている。学部ではすでにセ

メスター方式に移行しているが、大学院ではこのセメスター方式への移行が遅れている。これ

は院生の科目選択の自由を阻害することになっており、速やかに改善する必要がある。 

�改善方�（将来の改善・改革に向けた方�）� 

将来においては、「大学院設置基準を満たしさえしておればそれで良し」とする考え方から脱

却し、21 世紀における大学院経済学研究科のあり方を考える必要がある。それは社会における
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大学院研究科の存在意義の一部を、社会人のリカレント教育に向けることである。 

このためには研究科における開講科目数をひろげるとともに、経済学の実証分析部門の数を

増やす必要がある。具体的には、教員資格審査の厳格さを保ちつつも、教授全員で前期課程お

よび後期課程を担当すること。また、資格審査をパスした一部の准教授に、前期課程を担当さ

せることも必要になると考えている。さらにセメスター方式への移行をただちに実行すること

が必要である。 

 

必��大学院研究科委員会�と学部教授会との間の��関�の適切性  

�現���� 

大学院研究科委員会と教授会とは、独自に運営されている。したがって経済学研究科長と経

済学部長は独自に選任され、異なった教員が担当している。しかし、本学の大学院が学部の上

に設置されているという性格上、会議の構成員が重なる。研究科委員会の構成員は全員が学部

教授会の構成員中の教授である。研究科委員会は、ほぼ毎回、学部教授会の開催時刻の直前に

開催されているうえ、研究科長と学部長とは、関連する事項について、絶えず連絡、協議して

いる。以上のことから考えても、研究科委員会と学部教授会が激しく対立するというような事

態は、まったく想像外である。 

�点�・評�（長�と問題点）� 

研究科委員会と教授会はその制度上、独自に運営されているというものの、密接に運営され

ていることは言うまでもない。しかし余りにも密接運営であるため、重要事項ではないが研究

科委員会として審議すべき項目に関して、その審議が省かれることも間々ある。例えば授業ア

ンケート調査に関する項目追加の審議や、学部生・院生共用施設の整備に関する審議などであ

る。これらいくつかの項目に関して、副学長レベルの意思決定終了後になって、研究科委員会

からの追加要望を出したことがある。 

�改善方�（��の改善・改�に向けた方�）� 

研究科委員会と学部教授会の密接運営は重要である。今後はこの体制を崩すことなく、研究

科委員会と教授会との区分けを、常に、かつ、もう少し丁寧に考慮する必要がある。このよう

にして、密接運営であるがゆえに、谷間に落ちてしまう事項をできる限り減らすことが必要で

あろう。 

 

（研究科委員長の�限と選任手続） 

必��研究科委員長の選任手続の適切性、�当性  

�現���� 

研究科長の選出は、「追手門学院大学経済学研究科長候補者選考規程」に則って、構成員の３

分の２以上が出席した研究科委員会で、無記名投票で選ばれる。過半数を得票したものが研究

科長として選出されるが、誰も過半数を得られない場合には、上位の２名で決選投票を行うこ

ととされている。２年任期で再任は妨げないが、連続しての３選は禁じられている。これらは

学部長の選出方法とまったく同じである。この研究科委員会の議を経て、学長が大学評議会に

報告し、その後、学長が任命する。 

�点�・評�（長�と問題点）� 

現在のところ、この方法に大きな問題は見当たらず、手続きは民主的であり、適切であると

判断される。しかし改善するべき点がないでもない。大学評議会には学長、副学長、各学部長、
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図書館長、教務部長、学生部長、入試部長、キャリア開発部長、法人事務局長、各学部選出の

評議員など、本学の要職を占めるメンバーが出席する。しかし研究科長の出席は認められてい

ない。このため、若干の意思疎通に欠く恨みがないとは言えない。 

�改善方�（�来の改善・改�に向けた方�）� 

これを解決するには、評議会に研究科長の出席を認めるか、もしくは大学院委員会（学長、

副学長、研究科長、各研究科２名の大学院委員で構成される）の代表を、学長、副学長以外に

約２名程度に絞って、大学評議会に出席を認めるという方法があるかもしれない。 

 

必��研究科委員長の権限の内容とその行使の��� 

�現��明� 

研究科長は大学院研究科の学務を主管し、研究科委員会等の研究科内の諸会議の召集権を有

するが、ほかに本学諸規程に研究科長の権限について明示された規程は存在しない。具体的に

は、研究科長は大学院の講義や研究の円滑な進行管理、学位授与審査・公表の進行管理、研究

科委員会における議論の交通整理や、次年度の予算要求のまとめなど、諸雑用をこなす位置に

ある。強い権限を持って研究科委員会に臨む位置にあるとは考えない。 

���・評�（長�と問題�）� 

わが国の従来型の大学院研究科における、研究科長の権限の内容とその行使については、上

述の態様であり、今、特に改善を要する問題はないと考える。しかし今後、プロフェッショナ

ル・スクールあるいは専門職大学院としての、法科大学院や会計大学院に類似の研究科を、経

済学研究科に隣接設置する場合には、従来型の研究科長職の権限内容では運営が困難になるか

もしれないと考える。 

�改善方�（�来の改善・改�に向けた方�）� 

経済学研究科が現在の態様である限り、特に改善を要する問題はないと考える。しかし今後、

社会人向けの経済系の専門職大学院を設置する場合には、新規科目の設置、教員間の予算配分、

研究者の人事配置および人事権などについて、研究科長職の権限を強化する必要があろう。 

 

（学長、学部長、研究科委員長の権限と選���） 

必��学長権限の内容とその行使の���  

必��学長��体�の構成と��の���  

（意思決�） 

必��大学の意思決�プロ�スの����とその運用の���  

（評議会、大学�議会などの全学的審議��） 

必��評議会、大学�議会などの全学的審議��の権限の内容とその行使の���  

（教学��と学�法人理事会との��） 

必��教学��と学�法人理事会との間の������および��分�、権限委�の��

� 

（法���等） 

必����法�等および学内規�の�� 

必���人��の��や��行�の��等に�する�り�みや�度、審査体�の整���  

�現��明� 

上記７項目は大学全体の問題であるので大学全体の項目を参照されたい。 
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�．経営学研究科 

���目標� 

経営学研究科の管理運営上の目標については、経営学研究科の理念・目的・教育目標に基づ

き、民主的な意思決定を基本にしつつ、適正に研究科の管理運営・活動にあたることにある。

また、大学内外の諸情勢の変化に対応するために、適切なガバナンス上の位置づけが求められ

る。 

 

（研究科委員会） 

必��大学院研究科委員会�の��とその活動の適切性  

������ 

研究科委員会は、授業を担当する専任教員をもって構成され、その会議は研究科長が招集し、

議長を務める。研究科委員会の審議事項は、「追手門学院大学大学院研究科委員会規程」に定め

られており、適切に運営されている。経営学研究科の抱える課題や将来のビジョンについても

できる限りフランクに議論がなされるようにしている。 

���・評�（長所と問題�）� 

経営学研究科の将来計画を議論するなかで、研究科の意思が充分に経営に伝わらないという

構造上の問題を感じている。経営的に見て収入面で大学院は主要な位置づけではない。 

�改�方�（将来の改�・改革に向けた方�）� 

経営学研究科の改革を推進中である。その成果を上げるなかで大学全体のなかで研究科を適

切なガバナンスに位置づける必要がある。 

 

必��大学院研究科委員会�と学部教授会との�の��関係の適切性  

������ 

研究科委員会の構成員は全員が学部教授会の構成員である。したがって、研究科委員会は通

常、学部教授会の直前に開催されている。研究科長は学部教授会のメンバーでもあるので学部

長との意思疎通にも特に問題はない。 

���・評�（長所と問題�）� 

構成員を含め両者は密接に絡んでいるという長所はあるが、一方で教員の負荷に限度がある

ために研究科委員会として独自の方針を出しづらいという問題はある。 

�改�方�（将来の改�・改革に向けた方�）� 

今後の方針として、大学院レベルでの社会との連携や社会人の受け入れを積極的に推進して

いく方向であり、徐々に独自性を出していく方向にあるが、両者の関係を適切に維持する努力

が求められる。 

 

（研究科委員長の�限と選任手�） 

必��研究科委員長の選任手�の適切性、�当性  

������ 

研究科長の選出は、「追手門学院大学大学院経営学研究科長候補者選考規程」に則って、構成

員の３分の２以上が出席した研究科委員会で、無記名投票で選ばれる。研究科委員会の議を経

て、学長が大学評議会に報告しその後、学長が任命する。 

���・評�（長所と問題�）� 
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手続きは民主的であり、適切であると判断できる。権限の面からは、研究科長は大学院委員

会の構成員ではあるが、評議会や執行部等の意思決定には直接参画できない。大学全体として

大学院の改革への取り組みが弱いことの一つの理由ともなっている。 

�改�方�（��の改�・改革に向けた方�）� 

研究科長の、大学経営への参画の度合いを高めることが望ましいと考えるが、これは全員の

コンセンサスではない。 

 

必��研究科委員長の権限の内�とその行�の適切�  

�現���� 

研究科長は、大学院研究科の学務を主管し、研究科委員会などの研究科内の招集権を有する。

具体的には、大学院の講義、研究の円滑な進行管理、学位授与審査・公表の進行管理、研究科

委員会における議論の交通整理や、次年度の予算要求のまとめなどの諸雑務をこなすことなど

である。 

���・評�（長�と問題�）� 

通常の運営に関しては特に問題はない。現在、経営学研究科の改革を目指しているが、研究

科長に大きな負荷がかかっている。 

�改�方�（��の改�・改革に向けた方�）� 

経営学研究科を社会に開かれた実質的なものに改革しようとしているが、その方向に向けて

は、研究科長の権限を強化する必要がある。特に人事や予算、事務組織の支援などである。 

 

（学長、学部長、研究科委員長の権限と��手続） 

必��学長権限の内�とその行�の適切�  

必��学長��体�の構成と��の適切�  

（意思決定） 

必��大学の意思決定��セスの����とその運�の適切�  

（評議会、大学�議会などの全学的審議�関） 

必��評議会、大学�議会などの全学的審議�関の権限の内�とその行�の適切�  

（�学組織と学��人理事会との関�） 

必���学組織と学��人理事会との�の����関�およ�����、権限委�の適切

� 

（����等） 

必��関���等およ�学内�定の�� 

必���人��の��や��行�の��等に関する取り組みや�度、審査体�の整���  

�現���� 

上記７項目は大学全体の問題であるので大学全体の項目を参照されたい。 
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�．心理学研究科 

���目標］ 

心理学研究科は、大学の理念である「独立自彊・社会有為～自由と調和の人間教育をめざし

て～」に基づき、心理学の専門資格を持ち、高度な専門知識や技能を持って社会で活躍できる

人材の養成を目指している。心理学研究科の管理運営については、大学の各種規程に則り、人

的資源である各教員の能力が最大限に生かされ、学生の教育や自身の研究に力が発揮できるよ

うに、物的環境や人的環境を整え、研究科の運営を円滑に進めていくことを目標としている。 

 

（研究科委員会） 

���大学院研究科委員会�の役割とその活�の適切�  

�現���］ 

心理学研究科は、2008年に文学研究科より分離独立し、心理学専攻を持つ１研究科１専攻で

構成されることになった。研究科専任教員全員をもって構成する研究科委員会があり、その運

営は研究科長があたる。研究科長選任の手続きは、「追手門学院大学大学院心理学研究科長候補

者選考規程」に基づき実施されている。研究科委員会が審議する事項としては、追手門学院大

学大学院学則第49条において、（１）学科課程に関すること、（２）授業担当者の選考に関する

こと、（３）課程修了の認定に関すること、（４）学生の入学、退学、除籍及び賞罰に関するこ

と、（５）諸規程の制定及び改廃に関すること、（６）その他研究科の運営に関する重要事項と

規定されている。研究科委員会は同規程に則って適切に行われている。 

���・��（長所と問題�）］�改�方�（��の改�・改�に��た方�）］ 

心理学研究科委員会の役割は、追手門学院大学大学院学則に則り、適切に運営されている。 

 

���大学院研究科委員会�と学部教授会との間の相互関係の適切�  

�現���］ 

大学院心理学研究科委員会の構成員は、心理学部心理学科とほとんど同じである。心理学部

心理学科に所属する教員は26人のうち、研究科を担当しているのは19人である。研究科委員会

の議題は大学院に限っての事案であるが、本学には大学院専任教員がいないため、人事に関す

る案件は学部との共通事案であり、学部で審議される。 

研究科委員会は、通常学部教授会の前後に行われ、形式的に独立している。研究科委員会の

審議決定は、ほぼ同日に行われる学部教授会で報告され、学部教授会と研究科委員会との連携

は保たれている。またその連携の仕方に特に問題は感じられない。 

今のところ研究科委員会の案件はそれほど多くないが、心理学研究科は、現在博士後期課程

設置を目指して準備中であり、設置が実現すると案件も増加すると予想される。 

���・��（長所と問題�）］�改�方�（��の改�・改�に��た方�）］ 

心理学研究科を担当している教員は、全員が心理学部の所属であるため、研究科委員会と学

部教授会との相互関係は適切である。 

 

（研究科委員長の�限と選任手続） 

���研究科委員長の選任手続の適切�、�当�  

�現���］ 

心理学研究科は、2008年に文学研究科より分離独立し、心理学専攻を持つ１研究科１専攻で
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構成されることになった。初代心理学研究科長の選考は、心理学研究科が組織される以前の実

施であったため、「追手門学院大学大学院文学研究科長候補者選考規程」を援用し、これに基づ

き実施した。 

「追手門学院大学大学院心理学研究科長候補者選考規程」は、2008年12月11日の心理学研究

科委員会で承認され、大学評議会で承認された2009年１月19日に制定されている。同規程第１

条では、候補者の選考は、研究科専任教員全員をもって構成する研究科委員会において行うと

しており、選挙権者は研究科委員会の構成員全員である。また、第３条では、研究科長候補者

は、本研究科専任教授のなかから選考するとしている。第５条、第６条においては、研究科長

候補者選考の研究科委員会は、構成員の３分の２以上の出席を持って成立すること、選挙の投

票は、単記無記名とし、有効投票数の過半数を得たものをもって当選者とすると、明確に規定

されている。2010年度からの２代目心理学研究科長の選考は、この規程にしたがい2009年11月

５日の研究科委員会で厳正に行われた。 

�点��評価（長�と問題点）］�改���（��の改��改�に��た��）］ 

「追手門学院大学大学院心理学研究科長候補者選考規程」の選任手続きは、民主的かつ合理

的なものと考えられる内容であり、その選考規程に基づいて厳正に実施される心理学研究科長

の選任は、適切かつ妥当なものであると評価できる。 

 

���研究科委員長の権限の内容とその行�の適切�  

����明］ 

研究科長の任期に関して、「追手門学院大学大学院心理学研究科長候補者選考規程」では、研

究科長の任期は２年とし再任は妨げない、ただし再任の任期は１年とし、３期連続して重任す

ることはできないと規定している。 

研究科長の仕事について、追手門学院大学大学院学則第47条の５は、研究科長は、研究科の

運営にあたるとし、また同50条は、研究科長は研究科委員会を招集し、その議長となると規定

している。 

研究科委員会が審議する事項としては、同第49条において、（１）学科課程に関すること、（２）

授業担当者の選考に関すること、（３）課程修了の認定に関すること、（４）学生の入学、退学、

除籍及び賞罰に関すること、（５）諸規程の制定及び改廃に関すること、（６）その他研究科の

運営に関する重要事項、と規定されている。 

心理学研究科長は、心理学研究科の議長として、民主的かつ適正に議事進行を行っており、

心理学研究科の運営を適切に進めている。 

�点��評価（長�と問題点）］�改���（��の改��改�に��た��）］ 

心理学研究科長の任期およびその権限は、研究科長候補者選考規程および大学院学則により

明確に規定されており、その内容も妥当なものであると評価できる。これらの定めるところに

基づき、心理学研究科長は適切に心理学研究科の運営にあたっており、問題点は見られない。 

 

（学長、学�長、研究科委員長の権限と選任手続） 

���学長権限の内容とその行�の適切�  

���学長補��制の構成と��の適切�  

（���定） 

���大学の���定����の確立��とその運用の適切�  
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（����大学�����の全学�����） 

�������大学�����の全学�����の��の����の��の���  

（�学���学���理���の��） 

����学���学���理���の�の������������������の��

� 

（�����） 

�����������学���の�� 

�������の�������の������る����������体�の����  

������ 

上記７項目は大学全体の問題であるので大学全体の項目を参照されたい。 
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�．文学研究科 

���目�］ 

（１）関連学部組織の改編に対応する管理運営体制の再編を検討する。 

（研究科委員会） 

この項目については、研究科全体で述べる。 

必��大学院研究科委員会等の役割とその活動の適切性  

����明］ 

本学では、大学院に関する教学上の管理運営は、学部における教授会に相当する研究科委員

会に権限と責任が委ねられている。文学研究科の教学上の管理運営にあたる文学研究科委員会

は研究科担当の教授をもって組織することが本学の大学院研究科委員会規程に定められている

が、研究科委員会が必要と認めるときは、研究科担当の准教授又は専任講師を加えることがで

きる旨が併記されており、これに沿うかたちで2009年度の文学研究科委員会は、社会、国際教

養各学部の教授会構成員で文学研究科教育担当の教授21名、准教授７名、計28名によって構成

されている『大学基礎データ（表19-３）』。 

文学研究科委員会での審議事項についても上記の規程に定められており、これに則って審

議・決定がなされている。その具体的な事項は、①学科課程に関すること、②授業担当者の選

考に関すること、③課程修了の認定に関すること、④学生の入学、退学、除籍及び賞罰に関す

ること、⑤諸規程の制定及び改廃に関すること、⑥その他研究科の運営に関する重要事項、で

ある。議事は構成員の３分の２以上の出席のもと、出席者の過半数以上で議決されている。 

文学研究科委員会での各委員会報告については、研究科長から大学院委員会（拡大大学院委

員会を含む）報告、文学研究科自己評価委員会から同委員会報告がそれぞれ行われることにな

っている。 

なお、大学院全体を統括する役割を担う大学院委員会は本学の大学院委員会規程に基づいて

組織され、学長を委員長とし、副学長、各研究科長、各専攻の各課程から選出された教授１名

から構成される。文学研究科の場合、研究科長のほかに各専攻から選出された計３名がその構

成員となっている。大学院委員会では、①大学院研究科及びその専攻の設置並びに改廃に関す

る事項、②大学院学則の制定改廃に関する事項、③学位の取消に関する事項、④その他大学院

に関する重要事項を審議・決定している。大学院委員会の議事は、構成員の３分の２以上が出

席し、出席者の３分の２以上の議決を要する。必要に応じ、この委員会に財務、入試等、事務

部門の責任者が加わるかたちで拡大大学院委員会が開かれることがある。 

�点検・評価（長�と�題点）］ 

文学研究科委員会は、重要な案件については研究科長が事前に専攻主任会議を開いて各専攻

からの意見を傾聴し、各専攻の自治を尊重しながら議事を進行しており、管理運営組織として

適切に機能していると思われる。 

�改善方�（将来の改善・改革に向けた方�）］ 

これまで、各研究科委員会の意思が尊重され、多くの事項は各研究科の自主的活動・決定に

委ねられてきたが、大学院全体の充実・改革に向けての論議が高まるなかで、大学院委員会の

果たす役割は今後大きくなるものと予想される。2008年春の大学院委員会では委員会の活性化

を図り、①大学院将来計画の構想、②大学院の教育理念・目的の学則等による明示、③大学院

自己評価の実施と不備な点の改善の検討、④大学院に関わる事務のあり方等についての論議の

４点を重要課題としていくことが確認され、文学研究科委員会においても、これを踏まえて活
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動を展開していくことが確認された。①については文学研究科将来計画に向けての試案作成

（2009年６月）、②については文学研究科各専攻の教育理念・目的を明示した学則一部改正（2009

年４月）、③については文学研究科自己評価委員会による院生への聞き取り調査（2008年12月）

と社会・国際教養両学部在籍学生（４年生）への大学院に関するアンケート調査（2009年３月

～４月）の実施というかたちで一定の成果を見ている。 

 

必��大学院研究科委員会�と学部教授会との間の相互関係の適切性  

［現状説明］ 

本報告書『評価大項目１．理念・目的（３）大学院研究科 d．文学研究科の冒頭項の［現状

説明］』に述べたように、文学研究科は心理学専攻の開設以後、順次、社会学専攻、中国文化専

攻、英文学専攻が増設され、この４専攻体制が、当時の文学部における心理、社会、東洋文化、

イギリス・アメリカ語学文学の４学科編制に対応するかたちで存続したが、1995 年に文学部の

心理、社会両学科が人間学部の２学科として分離し、2006 年には人間学部が心理、社会の２学

部に、2007 年には文学部が国際教養学部にそれぞれ改組された結果、１学部１研究科の対応は

失われた。これに伴って文学研究科委員会の構成員は、２学部（1995～2005 年度）あるいは３

学部（2006～2007 年度）の教授会構成員が兼任するかたちとなった。さらに心理学専攻が心理

学研究科として文学研究科から独立したことにより、現在、委員会の構成員は、社会、国際教

養２学部の教授会構成員が兼任している。 

［点検・評価（長�と問題点）］ 

文学研究科委員会は学部教授会とは別個に運営される組織であるが、委員会の構成員が学部

教授会の構成員でもあることから、現状では学部教授会との関係で運営面に大きな支障は見ら

れない。 

［改善��（将来の改善・改�に向けた��）］ 

大学院・学部組織間の整合、修士課程と学士課程の有機的連関という点で文学研究科は現在

再編過程にあり、今後さらに、社会、国際教養２学部の開設に対応する再編を進める必要があ

る。文学研究科委員会・学部教授会相互の関係の適切性については、研究科自体の再編の問題

と併行して慎重に検討を重ねていくことが予定されている。 

 

（研究科委員長の��と選任手続） 

この項目については、研究科全体で述べる。 

必��研究科委員長の選任手続の適切性、�当性  

［現状説明］ 

文学研究科長の選任手続きは「追手門学院大学大学院文学研究科長候補者選考規程」に定め

られており、これに基づき、文学研究科長は文学研究科委員会において研究科担当の教授のな

かから互選されている。 

［点検・評価（長�と問題点）］［改善��（将来の改善・改�に向けた��）］ 

文学研究科長の選任は、［現状説明］に述べた規程にしたがって行われており、現状では改善

すべき点は特に認められない。 

 

必��研究科委員長の��の��とその行�の適切性  

［現状説明］ 
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文学研究科長の権限は本学の大学院研究科委員会規程に定められており、これに基づき、文

学研究科長は文学研究科委員会を招集してその議長となり、文学研究科の運営にあたっている。

文学研究科委員会では、文学研究科科長は本学大学院委員会の構成員としてそこでの議事の内

容を報告している。文学研究科長はまた研究科委員会の重要な案件については事前に専攻主任

会議を開いて協議することが慣例になっている。 

［点����（長�と問題点）］ 

文学研究科は３専攻からなる複合組織であるため、各専攻の立場や各専攻からの意見を尊重

しつつ全体的な意思統一を図ることが求められており、その意味で、文学研究科長の開く専攻

主任会議は研究科委員会の議事進行の円滑化に一定の役割を果たしていると思われる。 

［改善��（��の改善�改�に��た��）］ 

文学研究科長の権限は、［現状説明］に述べた規程にしたがって行使されており、現状では改

善すべき点は特に認められない。 

 

（学長、学�長、研究科委員長の権限と�任��） 

���学長権限の内容とその行使の���  

���学長��体�の構成と��の���  

（意思�定） 

���大学の意思�定����の�立状�とその運�の���  

（�議会、大学協議会な�の全学的�議��） 

����議会、大学協議会な�の全学的�議��の権限の内容とその行使の���  

（�学組織と学���理事会との��） 

����学組織と学���理事会との�の��協���お������、権限委�の��

� 

（�����） 

��������お��学内規定の�� 

������報の��や��行�の���に�する�り組�や��、��体�の��状�  

［現状説明］ 

上記７項目は大学全体の問題であるので大学全体の項目を参照されたい。 
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13．財務 

 
���目標］ 
（１）厳しい時代を乗り切り、存続・発展していくため、健全で安定した財政基盤を確立する。 

（２）中長期的な計画に沿った適正な予算配分を行う。 

（３）教学改革を推進し、さらに優先事業を選定することにより、効率的、効果的な資金投下

を行う（志願者増・学生数の継続的な確保につなげる）。 

（４）総合募金や資金運用、施設貸し出しにより増収を図るとともに、科学研究費や特別研究

費、あわせて建設設備資金、情報投資の競争的補助金獲得にも努め、外部資金の確保を促

進する施策を推進する。 

 

（中・長期的な財務計画） 
必��中・長期的な財務計画の策定およ�その内容（大学基���� 表 36-２） 
�現�説明］��検・評価（長�と���）］ 

本学は、2003 年度以降創立 120 周年記念事業として全学院レベルでのキャンパス整備計画を

推進し、施設・設備への資金投下を行ってきたが、創立 120 周年を迎えた 2008 年度、学院とし

て次期中長期を展望した計画「追手門ビジョン 120」（2008 年 11 月７日発表）を掲げた。そこ

では、Ⅰ．学院の教育理念「独立自彊・社会有為～自由と調和の人間教育をめざして～」に基

づく魅力ある私学教育の実現、Ⅱ．全校園での教育力の向上・教育の意識改革～園児・児童・

生徒・学生の目線に立って～、Ⅲ．学院財政基盤の強化の３つの基本目標を柱として、そのな

かに①教育理念を核とした各校園の教育目標の明確化、②豊かな学習空間、安心できる学校空

間づくり、③外部評価を積極的に受け、社会的説明責任を果たす、④募集力・広報活動の強化、

学院のブランド力の向上、⑤経費節減、予算の抜本的見直し、多様な収入源を図る施策等の内

容を織り込んでいる。現在、各計画の推進に向け作業段階である。 

当然のことながら、財務面についても中長期的な視野に立って、これまで以上に財政基盤を

強化し、将来構想の実現へ向けて準備していかなければならない。 

�改善�策（将来の改善・改革に向けた�策）］ 
中長期的財政基盤の強化に向けて帰属収支差額を改善させ、帰属収支差額比率 15％前後まで

回復させることにより、蓄積財源を確保し、また、既存の特定資産についても必要性や適正配

分を再検討し、有効に活用できるよう調整していく。 

 
（教育研究と財政） 
必��教育研究目的・目標を�体的に実現する上で必要な財政基盤（もしくは配分予算）

の確立�� 
�現�説明］��検・評価（長�と���）］ 

本学は、幼稚園から大学・大学院までの総合学園としての学校法人下にある。したがって、

本学の存続・発展のための財政基盤の確立は大学のみで図られるものではなく、各学校・園も

含めて全学的に安定したものでなければならない。しかし、反面、大学の財政は法人全体の約

70％を占めており、学校法人の財政基盤を大きく左右する。特に帰属収支差額・帰属収支差額

比率（2003 年度～2007 年度）は、大学（1,324 百万円（17.8％）→1,451 百万円（19.8％）→
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931 百万円（12.4％）→1,273 百万円（16.2％）→86 百万円（1.0％））に比例する形で、法人

全体（1,920 百万円（17.6％）→2,149 百万円（19.6％）→1,963 百万円（17.4％）→1,977 百

万円（16.8％）→787 百万円（6.6％））の推移となっていることに顕著に現れている。2003 年

度～2007 年度の５年間においては、創立 120 周年（2008 年度）に照準を合わせて、大学～幼稚

園に至る全学院レベルでのキャンパス整備計画を推進してきた。2007 年度は上記に加え、早期

退職優遇制度の最終年で多数の制度利用者が出たことや情報システムの更新費用等により消費

支出が膨れ上がり、帰属収支差額が一時的に急激に落ち込む結果となったが、節目となる 2008

年度は大学におけるキャンパス整備が一段落したことから 1,026 百万（8.7％）と回復の兆しを

見せた。 

帰属収支差額は、当面する施設・設備の整備に係る財源、将来にわたる維持・継続のための

引当資産、および、新たな教育研究目的・目標を具体的に実現するための蓄積財源となる。今

後は帰属収支差額比率を 2006 年度以前の値（15％前後）まで回復させ、120 周年事業によりこ

れまで若干低下した留保資産を補充しながら、直面している教学改革を中心とした、特に募集

力強化につながる優先事業に資金投下していくことが必要である。 

資金投下と資金蓄積のバランスを如何にとっていくかが重要である。 

［改�方策（将来の改�・改革に向けた方策）］ 
キャンパス整備計画（創立 120 周年記念事業）の完了とともに施設・設備の取得に対する資

金投下そのものは一応終了するが、今後は減価償却費をはじめとする維持費用等が発生するこ

ととなり、支出の増大は避けられない。また、教育環境を向上させつつ、厳しい競争を勝ち抜

くため、教学改革や広報等種々の戦略的支出に資金投下（前述［到達目標］（３））せざるを得

ない現状では効率化による経常的人件費および経費を抑制していくだけでは追いつかない。学

生生徒等納付金を確保するとともにそれ以外での収入源の拡大を施策し、増収を図っていく（前

述［到達目標］（４））。 

 
（外�資金等） 
必�����学��学研究費、外�資金（��金、��研究費、��研究費な�）、資産

運用益等の�け入れ状況（大学基��ータ 表 33・表 34） 
［現状��］［点�・�価（長所と��点）］ 

本学における 2001 年度～2008 年度の資産運用益状況は下記の表の通りである。 

本学では 2003 年度までは、金融資産のすべてを預金にて運用していた。しかし、それでは低

金利下で余りにも勿体なく、またインフレによる金融資産の目減りも防ぎたいとの理由から、

資産運用規程・資産運用基準を策定のうえ、2004 年度からリスクを取る運用にも踏み出した。

現在運用に当っては、すべて常任理事会の承認を得たうえで投資し、毎月、収益状況・リスク

の所在等の現況報告を行い、また毎期初には年間運用方針の確認も行っている。加えて、資産

運用に当っては、リスクをできるだけ小さくするべく次の３点を基本方針としている。 

① リスクを取る運用は全金融資産の４分の１にあたる 50 億円に止める。 

② 単年度の収益には拘らず、10 年単位の長期のトータル収益を目指し、得た収益は学院の教

育事業へ還元する。 

③ 個々の商品には波があるので、様々な商品を組合せたポートフォリオ運用としている。 
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2001 年度～2008 年度 金融資産運用益実績表                          単位：百万円 

 すべて預金で運用 リスク運用 

年度 2001 年度 2002 年度 2003 年度 2004 年度 2005 年度 2006 年度 2007 年度 2008 年度

運用益 25 19 18 69 246 289 93 150

 

2009 年度～2013 年度 金融資産運用益見込み        単位：百万円 

 リスク運用 

年度 2009 年度 2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度

運用益 120 120 120 120 120

 

上記の表の通り、リスク運用開始後、毎期ほぼ順調にきており、2008 年度も 150 百万円の収

益を計上でき、ここ５年間の累積利益は 847 百万円となっている。一方で今般の未曾有の経済

危機下において、当初予定の運用期間 10 年通算で見れば予定利益でカバーできる水準に止まっ

ているとは言え、2008 年度の期末評価損は 1,165 百万円となっている。 

���方策（��の��・��に�けた方策）］ 

本学の金融資産運用は先にも述べた通り、もともと長期運用を前提として商品を組合わせて

いる。2008 年度期末における評価損も当初予定の運用期間 10 年通算で見れば予定利益でカバ

ーできる水準に止まっており、経済状況も底打ちしたと見られることから、評価損も縮小しつ

つある。よって今後は専門家の意見も聞くなどし運用のリスク管理体制の充実を図りながら、

現状の運用を続けていく方策である。 

また、2009 年度からはリスク運用をしていない預金 150 億円の内、100 億円についてもスー

パー定期や仕組預金等の運用を開始し、リスクを負わない運用での収益増にも着手する方策で

ある。 

 

（予算編成と執行） 
��：予算編成の���と執行�ー�の��� 
�現状��］���・評価（長所と���）］ 

予算の編成および執行については、本学院の予算規程で定められた「予算単位」を設けて行

っている。本学院の予算単位には、「法人事務局」、「大学」、「中・高等学校」、「大手前中・高等

学校」、「小学校」、「幼稚園」の６単位があり、それぞれの予算単位のもとに「予算部門」（各学

部・各学科・各課・各室等）を設けている。 

予算に関する決裁担当職務としては、「予算単位責任者」、「予算部門責任者」をおいている。

予算の総括は理事長が行い、「予算の実行責任者」は学院長である。また、法人事務局長は、経

理責任者として予算編成業務を担当し、予算編成の事務に関する主管は、財務課である。 

「予算単位責任者」はそれぞれの単位の長（法人事務局:局長、大学:学長、中・高等学校:

校長、大手前中・高等学校:校長、小学校:校長、幼稚園:園長）、「予算部門責任者」は所属長（学

部長、課長、事務長等）である。 

予算の編成に際しては、まず、学院長が立案した予算編成方針に基づいて、各予算部門から

教育・事業計画書（新規・継続別）、予算要求書、勘定科目積算書、概算算定書、見積書等が提
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出される。財務課で、提出された予算要求案等関連資料をチェックし、また、必要に応じて各

所管からのヒアリング等も行い、予算会議資料を準備する。予算会議にて特に新規計画の審議、

これに伴う予算要求額を査定する。予算会議は、法人事務局長の申請によって、学院長が招集

する。予算会議の構成は、学院長、常務理事、副学長、法人事務局長、財務課長、管財課長、

その他学院長が必要と認めた者である。予算会議に諮られた後、大学評議会、幼稚園～高等学

校については執行役員会学校・園部会、常任理事会、法人理事会・評議員会の審議を経て学院

全体の予算が確定する。 

本学の予算編成は、基本的には各予算部門からの積み上げ要求の集合体という形で成り立っ

ている。特別予算を除いて予算枠あるいは総枠は設定されていない。その結果、年度により総

額的に見て流動的になりがちである。 

予算要求額の査定・調整は予算編成方針を大前提とし、過年度の執行実績を勘案しつつ、学

生の教育環境に対する資金還元や教職員の資質向上につながる計画を優先する方向で決定され

る。これまで、経常経費についてゼロベースでの全体的な見直しを継続して行ってきたが、キ

ャンパス整備関係費用、情報システムの更新費用、記念事業関係費用、広報費用等新規事業予

算の発生とあいまって予算総額は年々増加傾向にある。 

今後は「中長期的な計画に沿った単年度予算の検討」、「一度承認され執行された新規教育・

事業計画の費用対効果による計画見直し」を行うことにより、より効果的な資金投下を目指す

とともに収支の安定化を継続して図っていく必要がある。 

予算の執行については、１件 50 万円未満は財務課長・管財課長に決裁権が与えられており、

50 万円以上 500 万円未満は法人事務局長、500 万円以上 1,000 万円未満は法人事務局長、学院

長の承認・決裁、1,000 万円以上 5,000 万円未満は常務理事、学院長の承認・決裁、超高額予

算については、理事会の特別プロジェクトにおいて決裁する。 

また、100 万円以上の高額執行および予算外・超過執行については、事前に執行稟議書によ

る決裁を得なければならない。ただし、予算部門内で、同一の大科目に属する小科目間の流用、

あるいは小科目内の細目間の流用は所定（予算流用依頼書）の決裁を得て行うことができる。

さらに緊急事態ややむを得ない状況により、予算執行の必要性があるときは常任理事会の承認

のもと稟議決裁を得て予備費を使用することを認めている。 

このように予算執行については、ある程度弾力性をもたせている。反面、予算流用・予備費

使用が容易であるため、事業計画が杜撰であったり、詳細が固まっていないまま予算要求して

きたりと計画の遅れが目立つことも多い。すでに記述の通り、詳細な中長期計画を早急に打ち

立て、これに沿った予算の策定が求められる。 

���方策（��の��・��に向けた方策）］ 
キャンパス整備計画（創立 120 周年記念事業）での施設・設備の取得に基づく減価償却を含

む維持費用の発生による支出の増大を考慮しながら、既述の中長期計画「追手門ビジョン 120」

に沿った単年度予算を策定しなければならない。また、今後は、年々増加傾向にある予算を効

率的、効果的に配分するため、予算枠あるいは総枠を設定していく必要があり、そのためには

支出抑制と資金投下とのバランスを図っていかなければならないが、各予算部門には理解と協

力を求めていくことを検討中である。 

以上、当該項目については「経営戦略室」「監査室」業務との連携も不可欠となるが、学院の

生き残り策として大切なことであり、早急に取り組む予定である。 
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（財務監査） 
必��監事監査、会計監査、内部監査��の確立と連携 
�現状��］ 

本学院における監査は、私立学校法第 37 条第３項に基づく監事監査、私立学校振興助成法第

14 条第３項に基づく監査法人による会計監査、および内部規程に基づく内部監査を実施してい

る。 

監事監査は、学院の業務について適正かつ効率的な運営に資することを目的に、学校法人の

業務および財産の状況について監査することになっている。業務面の監査は毎事業年度に１回、

会計面の監査については毎事業年度決算時に行い、資金収支計算書、消費収支計算書、貸借対

照表、財産目録等について監査しており、毎年５月の理事会にて監査報告書を提出している。 

監査法人による会計監査は、決算の監査に加えて、期中においては学生生徒等納付金をはじ

めとする収入、人件費支出、教育研究経費や管理経費などの経費支出、施設設備関係支出、固

定資産関係などを中心に監査が行われている。当該年度の監査重点項目については、監査法人

から出される監査計画概要書において示されている。会計監査における監査法人からの指摘事

項については、監事・監査法人・学院執行部による監査協議会において報告するとともに、当

該部署と協議しながら改善に取り組んでいる。 

内部監査については、2001 年「業務監査プロジェクト」を立ち上げ、2002 年４月に業務監査

室が発足し、2005 年２月に「学校法人追手門学院内部監査規程」が制定され、2008 年１月に監

査室に名称変更して現在に至っている。学院における経理および業務について執行状況を監査

し、必要に応じて提言を行うことにより、その適正化、効率化を図ると共に学院財産の保全お

よび業務の活性化に資することを目的としている。内部監査は部署別監査と項目別監査に分か

れ、部署別監査ではおおむね３年を目途に学院内のすべての事務部署が一巡するように中期計

画を立て、毎年６～７部署を対象に業務監査・会計監査を行っている。また監査法人監査で改

善の指摘を受けた内容については、適宜、当該部署の内部監査を行うようにしている。項目別

監査では補助金監査を中心に行い、科学研究費補助金の監査を毎年９～10 月に実施している。

監査結果はその都度、常務理事、常任監事、法人事務局長に報告しており、さらに監査協議会

において年２回（５月と 12 月）、内部監査報告を行っている。 

学院運営について、監事、監査法人と学院執行部とが実質的な協議を行うため監査協議会を

年４回（５月・９月・12 月・３月）開催し、監事、監査法人との連携に努めている。５月と 12

月の協議会では、決算や監査法人監査、内部監査に関連する事柄を取りあげ、３月と９月には

監事、監査法人、学院執行部の間の意志疎通、連携を図ることを主眼に、その都度関連する議

題を設けて情報交換、意見交換を行っている。 

�点�・��（長�と�題点）］ 
内部監査は 2008 年度ですべての事務部署がほぼ一巡したが、この間、各部署における業務遂

行・予算執行等における規程遵守等の意識は確実に高まっており、監査の効果が現れている。

監査法人による会計監査については、2008 年度からは、監査法人トーマツに依頼しており、法

人・大学・初等中等部のそれぞれの部門毎に専門的な立場から会計監査を実施している。監事

監査については、監事の理事会への出席や監査協議会を通じての関係資料の閲覧等により実施

されている。 

課題としては、内部監査におけるフォローアップ監査を充実させ、指摘事項の改善への積極

的な取り組みを推進することと、監査室と監事および監査法人との間の連携を深め、三様監査
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の充実をさらに図ることにある。 

�改�方策（��の改�・改�に向けた方策）］ 
私立学校法の改正に伴い 2008 年 7 月からは監事を２名から３名にし、内１名を常任監事とす

る体制を整え、監事監査の充実に向けて進めてきており、今後さらにこの方向での充実を図る。 

さらに、監事、監査法人、監査室、学院執行部による監査協議会の開催を 2007 年度から、年

２回から年４回に増やし、実質的な協議と連携を深める体制を築いている。この場において、

監事、監査法人の立場からの意見を交換し、学院を取り巻く課題と今後の方向性についての共

通認識を高めることにつなげている。今後、監査協議会において、より活発な意見交換が行え

るような運営方法の検討を図る。 

さらに、監査協議会以外に、監査室と監事、監査法人の情報交換の場を設け、より緊密な連

携と効果的な監査体制の構築を目指していく。 

 
（私立大学財政の財務比率） 
���消費収支計算書関係比率および貸借対照表関係比率における、��目�の比率の

��性（大学基��ータ 表 46・表 47） 
��状��］��検・�価（��と�題�）］ 

消費収支計算書関係比率および貸借対照表関係比率は以下の状況である。 

１．消費収支計算書関係比率（以下に記�の関係�ータの��は�大学基��ータ（表 46・表

47）�を�照） 

収入の面では、学費改定や臨時定員効果が一巡した 2002 年度以降減少してきた学生生徒等納

付金が 2006 年度（人間学部を改編し、心理学部、社会学部を設置）、2007 年度（文学部を再編

し、国際教養学部を設置）の改組により入学定員が増え、増加に転じた。 

また、増収策として 2003 年度より有価証券による資金運用を開始し、以降競争的補助金の獲

得や 120 周年記念事業に対する寄付金募集など、積極的に取り組んできた。 

特に有価証券による資金運用においては 2003～2007 年度の５年間合計で約７億円の収益（純

益）を計上した。 

これらにより、帰属収入は増加傾向をたどってきた（2007 年度実績でみれば、対 2003 年度

比大学のみ:714 百万円増、法人全体:1,046 百万円増）。 

一方、支出の面では、創立 120 周年記念（2008 年度）に照準を合わせて大学～幼稚園に至る

全学院レベルでのキャンパス整備計画を推進してきたが、費用捻出のため、ゼロベースでの全

体的な経費の見直しを継続して行い、また、人件費においても給与（本俸・期末手当）削減、

早期退職優遇制度の実施や退職金制度の見直し、業務のアウトソーシングなどにおよんだ抑制

政策を行ってきた。 

これらの結果として人件費関係比率では 2007 年度は早期退職優遇制度の最終年で多数の制

度利用者が出たことが影響したこともあり対 2006 年度比でやや上昇しているが５年間トータ

ルでみれば、ほぼ横這いとなっている（2007 年度の法人全体での人件費比率は 45.0％であり低

い水準である）。帰属収支差額比率においても 2007 年度は上記理由に加え、キャンパス整備関

係費用や情報システムの更新費用等により消費支出が膨れ上がり例年を大幅に下回ったが、

2006 年度までは全国平均をはるかに上回っており、比較的高水準である（2007 年度実績 大学

のみ:1.0％、法人全体:6.6％、対 2003 年度比 大学のみ:△16.8％減、法人全体:△11.0％減、

対 2006 年度比 大学のみ:△15.2％減、法人全体:△10.2％減）。また、基本金組入率は法人全体
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でみれば５年間各年 15％前後と理想的である。これは各キャンパス整備に係る基本金組入を建

設計画より算出し、第２号基本金として先行組入し、均衡化させたことによる。 

今後、キャンパス整備の完了とともに新しい施設設備における保守維持関係費用の発生およ

び減価償却が始まる。これらにより、教育研究経費比率、管理経費比率、減価償却費比率の上

昇が予想される。特に管理経費比率は 2003 年度～2007 年度まで５年間上昇の一途をたどって

きており、いかに抑制していくかが今後の課題となる。 

２．貸借対照表関係比率 

創立 120 周年記念事業で総額約 140 億円を見込んでおり、2009 年度の１号館新築でほぼ完了

することとなる。これまで内部留保資産の減少が続いてきたが、一応の収束を迎える。消費収

支差額構成比率については 2007 年度でこれまで推進してきたキャンパス整備（施設設備への投

下）等に伴い、翌年度繰越消費収支差額が６年ぶりに支出超過となったことにより、マイナス

となった。また、流動比率が 2007 年度に著しく低下しているが、キャンパス整備関係費用の未

払金を 2008 年度に固定資産（特定預金）を取り崩して支払うのでまったく問題はない。 

本学院は 1998 年度以降無借金経営を続けており、今回の記念事業費用も自己資金と創立 120

周年記念事業総合募金を原資としてきた。総資産に占める引当資産や現預金の割合が高く、既

述の貸借対照表関係比率は安定して推移しており、現在のところ財政状態は良好であると言え

る。 

今後、新たに始まる減価償却に合わせて内部留保資産を引き続き確保し、維持していくと同

時にいかに資金を活性化させ、厳しい競争的環境を乗り切るための財源をつくりだしていくか

が課題となる。 

�改�方策（将来の改�・改革に�けた方策）］ 
各キャンパス整備が順次完了していくなかで、減価償却を含む保守維持費用を確保しつつ、

厳しい競争的環境を乗り切るために本学院の将来構想いわゆる「追手門ビジョン 120」（2008

年 11 月７日発表）を基盤とした改革のための費用を捻出するための方策を以下（１）～（３）

に掲げる。 

（１）増収策 

・学生数を継続的に確保することが重要であり、そのためにはまず、志願者増につながる経

営戦略を策定する。（学生生徒等納付金収入・手数料収入） 

・引き続き総合募金の募集、補助金の積極的獲得や施設設備の貸し出しによる外部からの資

金獲得での増収を図る。（寄付金収入・補助収入・施設設備利用料収入） 

・資金運用についても効率的な運用・リスクの少ない運用で増収を図る。（資産運用収入） 

（２）経費抑制策 

・優先事業を選定し、費用対効果を勘案した上で資金を投下する。 

（募集力の強化（志願者増）につながる教学環境の整備・充実・改革に重点をおく。） 

・業務の抜本的見直しにより人件費および経常的経費を削減、節減する。 

（特に管理経費は前年度以下に抑制する。） 

（３）内部留保資産の整備 

・新たに始まる減価償却に合わせて内部留保資金を確保し、維持していく中で、中長期計画・

経営戦略を基にした資金計画を策定し、既存の特定資産の必要性や適正配分を再検討し、

再編整備を行う。 
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��．自己点検・評価 

 
（１）大学の自己点検・評価 
���目�］ 

自己点検・評価は、大学が建学の精神に則り、教育・研究活動に従事し、社会的な役割を十

分に果たしているかどうかを自ら点検・評価し、それに基づき問題点の解決を図り、大学とし

ての機能をよりよく発揮できるように常にすることである。 

 
（自己点検・評価） 
必��自己点検・評価を�常的に行うための���ムの内�とその活動�の有�� 
�現状��］ 

本学においては、全学自己評価委員会と各学部における自己評価委員会を設置して、自己点

検・自己評価を行っている。しかし、このような委員会だけではなく、実際には FD 推進委員会、

カリキュラム改革委員会、改組準備委員会、あるいは教務関係は教務委員会、学生関係は学生

部委員会など、各部門毎に全学的な委員会と学部内に同じ委員会がある場合もあることから、

基本的に自己点検、自己評価が行われている。そして、問題点の発生にしたがい、その解決と

して新たな解決策がとられているのが現状である。 

�点検・評価（��と問題点）］ 
ここ数年では、すべての項目にわたる自己点検、自己評価を行ってきている。学部にもよる

が、ほぼ毎年点検している学部もある。しかし、部局によっては、かならずしも足並みがそろ

っているわけではない。しかも、自己評価がかならずしも、自己改善につながってきているわ

けではないことも事実である。ここに、問題点があると考えられる。 

そもそも自己評価の目的は、自ら大学内の各組織の現状を把握し、問題点の発見、問題解決

策の策定、実際に問題解決を行い、さらにまたその結果の現状を把握するというように、絶え

ず評価、点検、問題点の洗い出し、その解決策の策定、実際に解決策を実行することで、如何

に改善に至ったかを自ら行い、絶えず発展していくことを目指すものである。ただ、直ぐに改

善できることと、全学的合意が必要であったり、予算を伴うものである場合も多く、このよう

な場合には、すぐに改善ができないことも多々ある。 

�改善�策（��の改善・改革に�けた�策）］ 
そこで、問題解決策としては、 

１ 全学自己評価委員会や学部における自己評価委員会において、これまでの自己評価を受け

て、改善点の正否についての報告をすることと具体的な取り組みが必要である。 

２ それを、自己評価報告書として刊行することで、構成委員に共有されることとなり意味が

あると考えられる。 

３ 自己評価が妥当かどうかも問題となる。したがって、外部評価を実施することもまた必要

な手立てとなる。 

４ 自己評価のサイクルをうまく回すためには、自己評価を前提とした様々な施策の作成を行

うようにすることである。そのためには、例えば各組織における事業計画には、自己評価の

資料をもとに作成するようにすることである。当然、予算付けも自己評価とその改善という

観点から査定をすることが必要となる。このような仕組みは、自己評価のサイクルが必然的
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になされやすくする方途と考えられる。 

 

必��自己点検・評価の結果を基�に、��の�実に向けた改善・改革を行うための制度

���ムの内容とその���の有�性 
�現状�明］ 

全学自己評価委員会と各学部における自己評価委員会、FD 推進委員会、カリキュラム改革委

員会、あるいは教務関係は教務委員会、学生関係は学生部委員会など、自己点検している制度

や組織はある。しかし、多くの委員会や組織は、生じた問題の解決に時間をとられることが多

く、基本的にそれぞれの組織のあり方について具体的なデータに基づく評価が十分になされて

はいない。 

�点検・評価（��と問題点）］ 
したがって、現実には問題が起きていないことは現状ではよしとするという傾向が強い。 

基本的に、このようなあり方は自己評価とはほど遠い状況と言える。問題が生じようと生じ

まいと、基本的に点検を絶えず行うことが必要とされるが、そのためには具体的な点検項目が

明示されるとともに、なぜその点検項目が意味があるのかを共有されていなければならない。 

�改善方策（��の改善・改革に向けた方策）］ 
そこで、それを改善するためには、大学における自己評価は基本的に評価項目を決めて、絶

えず評価をすることが必要である。そのためには、（財）大学基準協会の基準も参考になるが、

もっと具体的なまたそれぞれの大学にとって特に重要と思われるような項目を具体的に作成し、

項目による具体的な評価を実施することが重要なことである。そして、それを大学全体として

評価が集約でき、問題点を明確にし、その問題解決策を考え、実行し、評価する様に組織の検

討内容をかえる必要がある。 

 
（自己点検・評価に�する学外者による検証） 
必��自己点検・評価結果の客観性・��性を確�するための��の��性 
�現状�明］ 

自己点検の結果が、大学内でのみで完結しているのが現状である。もちろん、教育理念、教

育目標、人材養成目標、カリキュラム、教員組織、財務事情、入試などについては情報を公開

している。しかし、細かな点までについてはかならずしも情報公開をしているわけではない。

また、情報公開をしたとしても、かならずしも客観的な評価のフィードバックが常になされる

わけではない。 

そこで、学外の専門家による点検・評価が必要となるが、現状では（財）大学基準協会以外

での学外者による検証は、主としてコンサル会社によるものが多い。あるいは予備校などによ

ることが多い。 

�点検・評価（��と問題点）］ 
現状で公開している情報は、意味がある情報であり、かなりの大学の事情は公開していると

言える。しかし、具体的に問題となる事柄について、日常的にかならずしも外部の専門家によ

る点検・評価を受けているわけではない。今回の（財）大学基準協会の点検・評価は数年に一

度のことである。したがって、日常的に、外部の評価を受けるようにはなっていない。実際、

自己点検だけでは見えないこともあると考えられる。あるいは、都合の悪い点については触れ

ないことも可能であろう。したがって、学外者による点検、評価の必要性は高いと考えられる。
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コンサル会社による点検・評価は、確かに意味のあることもあるが、基本的にはある枠組みに

したがい評価がなされることが多いので、言いかえると本学ではなくてもあてはまる分析も

多々あることから、その見極めが意味をなすという、本来とは異なる問題が生じることもある。 

�改善方策（�来の改善・改�に�けた方策）］ 
以下、改善策について挙げてみる。 

１ 一つの方途としては、大学と社会の関係を密接に持つことである。これまで大学だけで行

おうとしてきた研究や教育は、実際には大学内だけで完結できないことも多々ある。したが

って、大学のなかに社会を取り入れるとともに、大学も社会に出ていくというようなことを

積極的に行うことが必要である。その過程で、様々な視点から大学を見ることがなされる可

能性がある。 

２ さらに、大学間で相互の自己点検・評価を行う仕組みをつくることも必要であろう。（財）

大学基準協会のような大がかりの外部評価ではなく、学部や学科単位であれば実際的である。 

３ また客員教授、あるいは大学のアドバイザーなどとして外部の目を大学内に入れる、意見

を求めることも意味のあることだと考えられる。 

４ さらに、企業との連携で、企業人からみた大学の評価をしてもらうことも可能であろう。 

 
�意�外部評価を行う際の、外部評価者の選���の適切性 
�現��明］ 

現在、本学では外部評価を行っているわけではない。ただ、過去にはコンサルテーションを

業者から受けている。 

�点検・評価（��と問題点）］ 
コンサル会社による外部評価は、かならずしも外部評価と言えるかどうかはわからない面も

ある。 

実際、業者ではない外部の評価を受けるためには、外部の評価者にお願いする必要がある。

その際に、外部評価者として適切性の判断基準が明確であるわけではない。外部評価者として

の適切性は、かならずしもあるわけでもない。 

�改善方策（�来の改善・改�に�けた方策）］ 
以下に改善策を述べる。 

１ もし外部評価者を選ぶときの適切な基準は、まず少なくとも、何を評価してほしいかにつ

いて評価を受ける大学が明確にする必要があろう。これが明確になると、その領域について

詳しい知識や経験を持つ人が求める評価者となろう。 

２ 視点の多様さを求める。一つの視点から眺めるだけでは妥当性は低くなる。したがって、

いろいろな考えを持つ評価者に依頼するのも妥当性や信頼性を担保する方途となる。 

 

�意�外部評価結果の活用�� 
�現��明］ 

外部評価結果は、できるだけ活用するようにしている。できるだけ、依頼していない情報で

も、情報収集に努力するようにしている。 

�点検・評価（��と問題点）］ 
しかし、例えば、予備校の偏差値やブランドなど一般的な外部評価は、結果の活用が難しい

場合もある。できることは実現するように努力はしてきている。 
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�改善方策（�来の改善・改�に�けた方策）］ 
実際には、そのような外部の評価の妥当性の評価は難しい。また、そのような評価が公表さ

れることが、本学の評価に影響する。直ぐに改善できない事柄については、それを別のことで

補う方途を考えることが必要である。 

 
（大学に対する指摘事項およ�勧告などに対する対応） 
必��文部科学省からの指摘事項およ�大学基準協会からの勧告などに対する対応 
�現状��］ 

文部科学省からの勧告に対しては、ほとんど受けてはいないが、基本的には直ぐに対応して

きている。また、（財）大学基準協会については、2001 年の加盟申請に対して、2005 年７月に

改善報告を行っている。提出した改善報告書に対して、2006 年３月には（財）大学基準協会か

らもその成果をすべて認められている。各学部における指摘事項の項目を見ていただければよ

いが、もちろん直ぐに改善できない点もあるが、勧告を受けた項目については各学部では検討

を行い、その改善策について考え、履行するというように真摯に対応してきている。 

�点検・評価（��と問題点）］ 
指摘事項に関しては、全学自己評価委員会に報告され、各教授会でも周知されることとなる。

また、指摘事項によっては当該部署だけでは対処しがたいことがないように、大学がリーダー

シップを取り改善策を講じるような体制をとっている。特に、入試関係や教員に関しては学部

の事情もあり、直ぐに改善できなかった点もあるが、改善を念頭に努力してきている。 

�改善方策（�来の改善・改�に�けた方策）］ 
本来は、指摘事項がないような自己点検をすることが重要であり、そのためには日頃の点検・

評価・改善が重要なこととなる。したがって、自己評価について、文字通り自己評価とともに、

いろいろな方途を通して他者の評価を受ける機会を設けることが必要である。したがって、現

在の組織である全学自己評価委員会や各学部の自己評価委員会が機能することが重要なことで

ある。また、それぞれの部署での様々な評価活動が、何より大事なことは、自己点検・自己評

価が常態であり、何が問題であるかという現状を構成員が共有し、常に改善する方途を組織で

行うことである。 
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（２）学部の自己点検・評価 
�．経済学部 
��達目標］ 

本学および学部の教育理念をおよぶかぎり実現するため、大学・学部および教員個々が有機

的に連携して教育環境を整え、教育内容を充実させること、これが改善目標である。以下はこ

の目標達成のための課題、いわば副次的な目標となる。 

（１）上記の理念を学生に周知するとともに、学生からの率直な意見を汲み上げ、教育改善に

反映させること。 
（２）各教員の教育努力が独断に陥らぬよう、自己点検・評価活動の意義を構成員に理解して

もらい、有益な情報を相互に共有すること。 
（３）学外認証機関の評価をはじめ広く社会的な評価を受けて、本学部の教育の状況を客観的

に把握し、教育改善の機会とすること。 
 
（自己点検・評価） 
���自己点検・評価を��的に行うための���ムの内容とその活動上の有�性 
�現状��］ 

教育改善に関わる主たる組織としては、大学レベルでの全学自己評価委員会、学部レベルで

の経済学部自己評価委員会がある。従来これらは多様な活動を展開したものの、その力点は授

業アンケートの実施とフィードバックにおかれていた。しかるに昨今の社会的ニーズもあって、

教育改革をより包括的に推し進める全学組織として、今年 FD 推進委員会が発足した。こうして

全学自己評価委員会の枠をこえて外部評価の推進などをより積極的に図ることができるように

なった。 

経済学部自己評価委員会はこれら二つの全学組織と連携し、かつ学部構成員の情報交換や相

互の研修を進める媒体たる位置をしめる。その主な活動としては、学部の当該委員が全学組織

と学部教授会との橋渡し役を務めるとともに、全学組織による授業アンケートを学部の FD に活

用すること、このため FD に関わる懇話会を適宜開催して教員間の意見交換を図ること、これら

の点検・評価のために『経済学部自己評価』を毎年刊行して内外の批判を仰ぐこと、さらに授

業公開や学内の講演会への学部教員の協力や参加を要請することなどが挙げられる。 

�点検・評価（��と問題点）］ 
全学授業アンケートは、開始後７年が経過し、その様式・方法などについてかなりの改良が

加えられてきた。学生の評価と要望はより細かく汲み上げられるようになったと言えよう。し

かるに、そうした評価・要望が次期の授業にどこまでフィードバックされているかは疑問であ

る。学部懇話会での議論を経るものの、それは結局のところ各教員の自由裁量に任されている

からである。 

学部自己評価委員会は、こうしたフィードバックの問題をはじめ、大人数授業の工夫、少人

数・学生参加型授業の考案、カリキュラムの再検討、留年学生への対応など、個々の教員から

寄せられる意見・情報を討議・集約する組織であり、その対応すべき問題が年々増えるにした

がって、その重要性も高まっている。しかし現状では、課題の増加に対して FD 懇話会の頻度な

いし時間が追い付いていない。課題の一つひとつがいわば総論的なかたちで論議されるに留ま

っている。 

�改善方�（�来の改善・改革に�けた方�）］ 
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授業アンケートを次期授業の改善に役立てるためには、教員個人の自発的な努力や FD 懇話会

での啓蒙活動といった従来の方策を続けるだけでなく、学部内の責任者あるいは新たな委員会

（例えば学部長、学科長、FD 関連委員で構成）が集計結果に基づいて各教員と相談の場をもつ

ことも考えられる。もとよりこれは教員評価を意図したものではなく、教員が個々に抱え込む

問題について助言し改善の道をさぐる一方途である。 

FD に関する諸問題が年々増加している以上、とにかく懇話会をより頻繁に、例えばテーマ別

に開催していくことが先決であるとの意見があり、2008 年度末に、今後その方向で進めること

が確認されている。その際、各テーマについて議論→結論→実施の３段階に分けて検討し、実

施後の状況を再度議論に付すというように継続性と発展性を持たせる必要がある。また、教育

改善のための知恵知識を広く学ぶため、以前より開催されている全学部合同の講演会や教育研

究所のシンポジウムへの参加を促し、さらには従来かならずしも活発ではなかった学外での研

修会への派遣を推奨することが考えられる。 

 
必��自己点検・評価の結果を基�に、将来の充実に向けた改善・改革を行うための制度

システムの内容とその活動上の有効性 
�現状�明］ 

自己点検・評価の結果は、大学レベルでは全学自己評価委員会と FD 推進委員会に提出・討議

され、少しずつ教育環境および教育内容の改善に結実してきている。また学部レベルでは、点

検評価結果は、経済学部自己評価委員会およびその招集する FD 懇話会に持ち出されて議論に付

される。そうした議論、提言および方策は、年報『経済学部自己評価』に収録される。この年

報は創刊より教職員および学外関係者に配布され、学生にも閲覧されている。 

�点検・評価（長所と問題点）］ 
さまざまな点検・評価結果と改善提言は、前項で述べた通り、迅速に教育改善に反映されて

いるわけではなく、現段階ではその「有効性」を明言することはできないが、以上の制度シス

テムが「将来の充実に向けた改善・改革を行う」方向に着実に動いていることは否めない。 

�改善方策（将来の改善・改革に向けた方策）］ 
そうした種々の提案あるいは学生のニーズなどをより確実に現実のものとしていくには、各

教員の自発性を毀損しない範囲内で、授業の改善や FD 活動への協力などを勧告しうる権限のあ

る機関が大学の、あるいは学部のどこかに必要であるのかも知れない。現在本学では、教員評

価を定期的に実施するための枠組みを整備しつつあり、そこでは学部長と評議員が各教員の総

合評価を行うことになっているので、これを利用することも考えられる。 

 
（自己点検・評価に�する学外者による検証） 
必��自己点検・評価結果の客観性・��性を確保するための��の��性 
�現状�明］ 

自己点検・評価結果の客観性は、学外の第三者による検証によって確保される。本学は（財）

大学基準協会から 2001 年の加盟申請、2005 年の改善報告等に際して認証評価を受けてきてお

り、現在 2010 年度の自己点検・評価報告書の提出を目指して作成に取り組んでいるところであ

る。 

�点検・評価（長所と問題点）］ 
今回の報告書の作成は、一部の構成員だけのプロジェクトチームによってではなく、FD 推進
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委員会を中心に全学的な取り組みとして進められている点に特徴がある。当該委員会の重要性

は、特に外部評価の推進という観点から今後ますます高まるであろう。なお、学部単位では現

在のところ学外者による検証は行われていない。 

�改善方策（��の改善・改�に�けた方策）］ 
今回、『自己点検・評価報告書』を作成するにあたり、学内者で構成される評価チームが草稿

を読んでコメントを加え、それをもとに各学部・部署で書き直しを行った。これはできる限り

客観性を確保するための方策である。また、学部にとっては教員の教育・研究活動が基礎とな

るので、上記の作業と並行して、大学全体として自己評価を軸とした教員評価を定期的に実施

すべく検討が行われ、試行するに至った。2009 年 11 月末に、２度目の試行が実施されること

になっている。教員評価が実際に施行されるときには、かなりの部分がホームページ上で公開

される予定である。 

 

（大学に対する指摘�項および勧告な�に対する対応） 
����部科学�からの指摘�項および大学基準協会からの勧告な�に対する対応 
�現�説明］ 

本学は、2001 年度に（財）大学基準協会への加盟申請を行った。その判定審査において、勧

告１項目と助言５項目ならびに参考意見が提示された。これに対して、大学としての「改善報

告書」を 2005 年に提出したところである。ここでは、判定審査において指摘された項目のうち、

経済学部に関係する項目について説明する。 

経済学部について指摘されたのは、以下の３点であった。 

（１）入学者に占める推薦入学者の比率が高い。 
（２）国際経済学科において、編入学者数が編入学定員を下回っている。 
（３）経済学部で教員の高齢化が見られ、かつ教員の年齢構成のバランスを若干欠いている。 

まず（１）については、『大学基礎データ（表 15）』に示されている。募集定員については、

経済学科 200 名の募集のうち推薦入試の定員は 93 名（46.5％）、ヒューマンエコノミー学科 140

名の募集のうち推薦入試の定員は 68 名（48.6％）である。入学者数については、経済学科 230

名のうち推薦入試による入学者は 110 名（47.8％）、ヒューマンエコノミー学科 170 名のうち推

薦入試による入学者は 108 名（63.5％）であり、学部全体とすると、400 名の入学者のうち 218

名（54.5％）が推薦入試による入学者であった。 

（２）については、『大学基礎データ（表 14）』に示されている。2006 年に提出した「改善報

告書」にも記載したように、国際経済学科をヒューマンエコノミー学科に改組転換した際、編

入学定員を 10 名から５名に減少した。このため、編入学者の収容定員は、経済学科とヒューマ

ンエコノミー学科ともに 10 名で、在籍学生数は経済学科９名、ヒューマンエコノミー学科 10

名である。 

（３）については、2002 年度以降、次のように対応してきた。2002 年度以降の退職者は９名

で、うち定年による退職者は７名であった。これに対して、2002 年度以降の新規採用者は 14

名（うち１名は経営学部からの所属替え）であった。新規採用者 14 名の採用時における年齢は、

60 歳代３名、50 歳代３名、40 歳代１名、30 歳代６名、20 歳代１名であった。 

�点検・評価（�所と��点）］ 
（１）の推薦入学者の比率については、経済学科で 50％を下回っているものの、ヒューマン

エコノミー学科で 60％を超えており、その結果経済学部全体で 50％を超えている。これは、定
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員割れをおこさないよう、できるだけ早い段階で入学者を確保しようとした行動の結果である。

入試において学科の第２志望を認めるという変更も行ってはいるが、さらにほかの手段を検討

する必要があろう。 

（２）の編入学者数については、2001 年度から 2004 年度までは国際経済学科の定員 10 名に

対して、入学者数は平均して 50％であった。国際経済学科の改組転換にあわせて、経済学科・

ヒューマンエコノミー学科ともに編入学定員を各５名に減らしたこともあり、両学科を合わせ

て収容定員 20 名に対して在籍者 19 名となり、以前に比べれば改善していると言えよう。 

（３）の教員の高齢化については、大学院の博士後期課程の担当者を確保するために、50 歳

以上の教員の採用も行った。しかし、14 名のうち７名は 40 歳未満（採用時）の教員を採用し

ており、年齢構成の是正につながっていると思われる。 

�改善��（��の改善・改�に�けた��）］ 
文部科学省や（財）大学基準協会からの指摘・勧告には、真摯に対応している。たしかに、

（１）の入学者に占める推薦入学者数の比率は、なお改善の余地があり、今後の検討課題であ

る。残りの２つの点については、改善が見られると思われる。特に（３）の教員の年齢構成に

ついては、教員の昇任の際に、学部と大学院で博士後期課程の担当者の確保について連携を図

っており、間接的にではあるが年齢構成の是正を行いつつある。 
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�．経営学部 
�到達目標� 

経営学部の教育理念および教育目標を実現するため、各教員が連携して教育内容、研究内容

を評価、質の向上に努める必要がある。そのため具体的に次のような到達目標を掲げている。 

（１）経営学部の教育理念、教育目標を学生に周知するとともに、教育方法ならびに教育実施

結果について学生からの率直な意見を汲み上げ、学生の立場に立った教育改善に反映させ

る。 
（２）各教員が教育状況を自己点検、その結果を学部内で体系的に相互評価し、情報の共有を

図りつつ、幅広い見地からの教育改善に努める。 
（３）学外教育機関や地域社会から幅広い評価を受けることにより、経営学部における教育実

施状況を客観的に把握し教育改善に反映させる。 
 
（自己点検・評価） 
必��自己点検・評価を恒常的に行うためのシステムの内容とその�動上の有�性 
必��自己点検・評価の結果を基�に、��の充実に向けた改善・改�を行うための�度

システムの内容とその�動上の有�性 
�現状��� 

自己点検・評価を恒常的に行うためのシステムとして次のような取り組みを継続的に行って

いる。これらの内容は、３名の自己評価委員および１名の FD 推進委員が、全学的な仕組みのな

かで運用されている全学自己評価委員会、全学 FD 推進委員会での討議内容を教授会、FD 懇談

会などに報告することにより、全学的な動向を反映しつつ運用されている。 

１．授業評価アンケート実施と、授業改善報告書の発行による情報共有と改善�の取り組み 

経営学部では、2002 年度より自由参加という形で、学生による授業評価アンケートを実施し

ている。その結果は「授業についてのアンケート調査集計結果」として教員個人別、学科別、

学年別などに集計され報告されている。また集計に基づき「全学授業アンケート集計報告書」

として分析結果が学内に公表される。経営学部においては、前述「授業についてのアンケート

調査集計結果」に基づき全教員が自己評価を行い、2004 年度以降、今後の改善計画も含め経営

学部刊行の冊子「経営学部授業改善報告書」でまとめ公表している。第１号では授業評価を受

けての反省点や改善点を網羅的にまとめ、2005 年度第２号では特色あるゼミ運営や授業改善に

取り組んでいる事例を取りまとめる、など内容の充実を図ってきた。2006 年度第３号では、独

自の取り組みをアピールするなど、これまでよりも具体的な改善策が示されるなどの発展も見

られたが、大人数授業に対する問題点や、高等教育を受ける者としてのマナーについての課題

が指摘されるなど、個々の授業を越えての問題提起があった。2007 年度第４号では、板書と、

パワーポイントやビデオなどの AV 機器を用いた授業スタイルについての考え方の相違、アンケ

ート調査の方法や設問の適切性についての疑問などに多くの意見が寄せられたが、多くの教員

が授業評価結果を真摯に受け止め、授業改善に生かそうという熱意が感じられた。 

２．FD 懇談会実施による重点テーマに対する意見交換と学部方針の決定 

経営学部では、年間を通じ教授会後不定期に全教員による FD 懇談会を実施、意見交換とそれ

を取りまとめた形で学部方針の決定を行っている。2008 年度には、教授会終了後計 10 回程度

実施し、電子メールによる意見の補足を行った後、経営学部全教員に議論結果を報告している。

2008 年度に FD 懇談会で取り上げられた代表的な重点テーマを記述する。 
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�「新入生演習」の評価 

全学で実施している「新入生演習」について、経営学部では毎年最後の授業時間にアンケー

ト調査を実施、翌年の「新入生演習」の企画に活用している。アンケート結果では、おおむね

好意的な結果となっている。特に、各メジャーの教員の紹介をかねた教員ローテーションによ

る演習実施は、学生にとっては多くの教員に接することができ、２年次からの専門演習の選択

に参考となるとして、好評である。「新入生演習」に関して、教員のローテーションによる運用

は他学部とは異なったやり方であり、その効果については FD 懇談会において頻繁に見直し、次

年度の参考にしている。 

�参画型教育の評価 

専門演習において、参画型教育を行っている４人の教員の演習受講生（約 200 人）を対象に、

2006 年度に初めて詳細な参画型教育の効果についての調査を行った。ゼミの進行（基礎演習→

発展演習→卒業演習）の軸と、各設問間でクロス集計を行い、経年的な変化を見ると、学生の

授業への取組姿勢、知識やスキルの増大、積極性・決断力・ネゴシエーション能力・自己統制

力などの能力に明らかな向上が見られた。この内容についても FD 懇談会において議論され改善

に努めている。 

�経営学部教育方針の見直し 

経営学部の全教員が、経営学部の教育方針を絶えず確認し、またより適切なものにするため、

FD 懇談会を通じ自由に意見交換し、結果を共通認識し、必要な内容はカリキュラム再編成の参

考にしている。 

�．授業公開 

各教員が実施している授業を全学的にほかの教員に公開することにより、ほかの教員の評価

を受け、教育改善に努めている。授業公開の後、授業内容について評価できる点、改善すべき

点について全学 FD 推進委員会主催による意見交換会を開催、情報の共有にも有益な効果を得て

いる。なお 2008 年度には経営学部から４名の教員が授業公開を行った。 

�点検・評価（��と問題点）］ 
特に授業アンケートは継続的に学生の評価、要望を把握する手段として有効である。アンケ

ートは、各質問項目に対し満足度を５点満点の数字で問うと同時に、文章によるコメントをお

願いしており、学生の評価、要望をきめ細かくとらえることができる。 

授業アンケートによる学生の授業評価は、2008 年度において全学平均値 3.88｛５点満点｝に

対し経営学科 3.91、マーケティング学科 4.09 であり、両学科とも全学を若干上回っており、

特に問題はない。ただアンケートの回収率がマーケティング学科 42.6％、経営学科は 39.6％に

留まっており、回収率の向上が今後の課題である。全学的にもアンケート回収率は 41.0％であ

り、余り満足できる状況ではない。またアンケート結果をどのように今後の改善に結び付ける

かの計画は各個人に任せられており、学部全体の体系的な取り組みになっていない。 

新入生演習については、他学部と異なり、複数の教員の持ち回りで行っており、２年次から

の専門演習の選択に参考となるとして好評であるが、各教員が独自に講義内容を決めているた

め全体を通して一貫したカリキュラムになっていない。今後関係する教員の話し合いのもと、

一つのストーリーを持ったカリキュラムにしていく必要がある。 

FD 懇談会の議論結果は、各委員を通じ、全学カリキュラム改革委員会、入試委員会、教務委

員会、全学自己評価委員会、全学 FD 委員会などへの提言に反映されている。 

授業公開について、2008 年度から公開する授業数が増えてきたが、全学 FD 推進委員会主催
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による意見交換会への関心が低く、公開した教員以外の教員がほとんど参加していない状況で

ある。 

�改善�策（��の改善・改�に向けた�策）］ 
上記問題点の指摘については、今後不定期に開催される FD 懇談会での議論を通じて継続的に

改善していく予定である。FD 懇談会のテーマは各教員が関心を持っているテーマが多く、活発

な議論が交わされている。ただ、FD 懇談会の議論はなかなかまとまりにくく、今後は電子メー

ルを使い、あらかじめ全員の意見を出し合い、取りまとめた結果で会議での議論を行うよう運

用の効率化を図る。また、全学 FD 推進委員会から他大学の事例など多くの情報が入手できるた

め、FD 推進委員が中心となり教員への啓蒙活動を継続する。 

 
（自己点検・評価に対する学外者による検証） 
���自己点検・評価結果の��性・�当性を確保するための��の��性 
�現状�明］ 

本学は（財）大学基準協会に対する 2001 年の加盟申請、2005 年の改善報告に際して認証評

価を受けてきており、続けて 2010 年度の自己点検・評価の審査を受ける予定になっている。 

本学では、定期的に学生の保護者との面談を行っている。また、「卒業生保護者の会」や「教

育後援会学部懇談会」が年に数回開催され、卒業生や保護者を通じて学生の抱える問題や学部

への要望が表明される。経営学部としては、全学的な仕組みのなかで学部に関する評価を把握

している。 

�点検・評価（��と問題点）］�改善�策（��の改善・改�に向けた�策）］ 
2010 年度に（財）大学基準協会の審査を受けるための自己点検・評価報告書作成は、自己点

検評価委員を中心に、経営学部の全教員が参加、分担して行っている。全教員が外部評価の重

要性を自覚、一丸となって点検・評価している現在の姿勢は、多くの点で今後の経営学部の改

善につながっている。学生の保護者との面談は、学生の立場からの要望を聞くことに意義があ

ると同時に、大学側が抱いている構想を直接個別に保護者に話し理解してもらう点で深い意義

がある。 

当面、2010 年度に予定されている（財）大学基準協会による自己点検・評価の審査のための

準備作業を一つの総括として前向きにとらえ、全教員が分担し経営学部としての自己評価を整

理したうえで、外部評価にも耐えられる改善計画策定をする。 

 
（大学に対する指摘事項およ�勧告などに対する対�） 
����部�学�からの指摘事項およ�大学基準協会からの勧告などに対する対� 
�現状�明］ 

本学は 2001 年（財）大学基準協会に提出した「（財）大学基準協会加盟審査用調書」に伴う

（財）大学基準協会からの勧告に基づき、2005 年「（財）大学基準協会加盟判定に伴う改善報

告書」を提出した。この改善報告書は（財）大学基準協会により検討され、（財）大学基準協会

より「助言・勧告を真摯に受け止め、意欲的に改善に取り組んでいることを確認できる。また

多くの項目についてその成果も満足すべきものである」との検討結果をいただいている。 

�点検・評価（��と問題点）］�改善�策（��の改善・改�に向けた�策）］ 

（財）大学基準協会からの勧告に基づき実施した改善に加え、追手門学院創立 120 周年、追

手門学院大学創立 40 周年を迎え、多くの設備、教育環境が充実された。今後は各教員がそれら
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の設備、環境を積極的に活用していくため、設備の特徴を生かした教育方法、教育内容の改善

を図っていく。
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�．心理学部 
��達目標］ 

本学および学部の教育理念を実現するため、大学・学部および教員個々が有機的に連携して

教育環境を整え、教育内容を充実させることが改善目標である。以下はこの目標達成のための

課題である。 

（１）本学および心理学部の教育理念を学生に周知するとともに、学生からの率直な意見を汲

み上げ、教育改善に反映させること。 
（２）各教員の教育努力が独断に陥らぬよう、自己点検・評価活動の意義を構成員に理解して

もらい、有益な情報を相互に共有すること。 
（３）学外認証機関の評価をはじめ広く社会的な評価を受けて、本学部の教育の状況を客観的

に把握し、教育改善の機会とすること。 
 
（自己点検・評価） 
���自己点検・評価を��的に行うための��テムの内容とその活動上の有�性 
�現状��］ 

教育改善に関する組織としては、大学レベルでの全学自己評価委員会、学部レベルでの心理

学部自己評価委員会がある。従来からこれらの委員会は多様な活動を展開してきたが、その中

心は授業アンケートの実施とフィードバックにおかれていた。しかし昨今の社会的ニーズもあ

って、教育改革をより包括的に推進する全学組織として、今年 FD 推進委員会が発足した。こう

して全学自己評価委員会の枠をこえて外部評価の推進などをより積極的に図ることができるよ

うになった。 

心理学部自己評価委員会はこれら二つの全学組織と連携し、かつ学部構成員の情報交換や相

互の研修を進めるための媒体である。そこで、主な活動としては、学部の当該委員が全学組織

と学部教授会との橋渡し役を務めるとともに、全学組織による授業アンケートを学部の FD に活

用すること、このため FD に関わる懇話会を適宜開催して教員間の意見交換を図ること、これら

の点検・評価のために学部自己評価年報を刊行して内外の批判を仰ぐこと、さらに授業公開や

学内の講演会への学部教員の協力や参加を要請することなどが挙げられる。 

�点検・評価（��と問題点）］ 
全学授業アンケートは、開始後７年が経過し、その様式・方法などについてかなりの改良が

加えられてきた。学生の評価と要望は以前に比べればより細かく汲み上げられるようになった

と言えよう。しかし、そうした評価・要望が次期の授業にどこまでフィードバックされている

かは疑問である。学部開催の FD 懇談会でのテーマとなり議論は行ってきたが、結局のところ各

教員の自由裁量に任されているからである。 

学部の自己評価委員会は、こうしたフィードバックの問題をはじめ、大人数授業の工夫、少

人数・学生参加型授業の考案、カリキュラムの再検討、留年学生への対応など、個々の教員か

ら寄せられる意見・情報を討議・集約する組織であり、その対応すべき問題が年々増えるにし

たがって、その重要性も高まっている。しかし現状では、課題の増加に対して FD 懇話会の頻度

ないし時間が追い付いていない。課題の一つひとつがいわば総論的なかたちで論議されるに留

まっている。 

�改善方�（�来の改善・改革に�けた方�）］ 
授業アンケートを次期授業の改善に役立てるためには、教員個人の自発的な努力や FD 懇話会
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での啓蒙活動といった従来の方策を続けるだけでなく、学部内の責任者あるいは新たな委員会

（例えば学部長、学科長、FD 関連委員で構成）が集計結果に基づいて各教員と相談の場をもつ

ことも考えられる。もとよりこれは教員評価を意図したものではなく、教員が個々に抱えてい

る問題について助言し改善の道をさぐる一方途である。 

FD に関する諸問題が年々増加している以上、談話会をより頻繁にテーマ別に開催していくこ

とが先決であろう。そのためにはテーマの選定を必要性に応じて選定し、各テーマについて議

論→結論→実施の３段階に分けて検討し、実施後の状況を再度議論に付すというように継続性

と発展性を持たせる必要がある。また、教育改善のための知恵知識を広く学ぶため、以前より

開催されている全学部合同の講演会や教育研究所のシンポジウムへの参加を促し、さらには従

来かならずしも活発ではなかった学外での研修会への派遣を推奨することが考えられる。 

 
必��自己点検・評価の結果を基�に、将来の充実に向けた改善・改革を行うための制度

システムの内容とその活動上の有効性 
�現状�明］ 

自己点検・評価の結果は、大学レベルでは全学自己評価委員会と FD 推進委員会に提出・討議

され、少しずつ教育環境および教育内容の改善が持たらされている。また学部レベルでは、点

検評価結果は、心理学部自己評価委員会およびその招集する FD 談話会に持ち出されて議論がな

される。そこで行われた議論、提言および方策は、年報『心理学部自己評価』に収録される。

この年報は創刊より教職員および学外関係者に配布され、学生にも閲覧されている。 

�点検・評価（長所と問題点）］ 
さまざまな点検・評価結果と改善提言は、速やかに教育改善に反映されているわけではなく、

現段階ではその「有効性」を明言することはできないが、以上の制度システムが「将来の充実

に向けた改善・改革を行う」方向に着実に動いていることは否めない事実である。 

�改善方策（将来の改善・改革に向けた方策）］ 
種々の提案あるいは学生のニーズなどをより確実に現実のものとしていくには、各教員の自

発性を毀損しない範囲内で、授業の改善や FD 活動への協力などを勧告しうる権限のある機関が

大学の、あるいは学部のどこかに必要であると思われる。そこで、かかる機関の設立を現状で

は模索中である。 

 
（自己点検・評価に�する学外者による検�） 
必��自己点検・評価結果の��性・�当性を確�するための�置の��性 
�現状�明］ 

1992 年の、当時の文部省による大学設置基準の改定に伴って、自己点検・評価の実施が努力

義務とされたのを受けて、本学では当時の文学部（現在の心理学部、社会学部、国際教養学部

の前身）で、いち早く自己点検評価委員会が発足し、先ず取り入れたのが、学生による授業評

価アンケートの実施であった。そして教員に FD の必要性を周知徹底するための委員会報告を毎

年出すことになり、そこでアンケート調査結果を報告することになった。本学における授業評

価アンケートは、その後学部の改組改編に伴って、学科が学部として分離独立していくなかで、

学部ごとの自己評価委員会が発足、全学自己評価委員会が 1992 年に発足して、全学的に学生に

よる授業アンケート調査を実施して今日に至っている。2006 年からは、学部ごとの FD 懇話会

が実施されるようになり、学部間で他学部の教員による授業報告が行われたり、全学部の教員



14．自己点検・評価（心理学部） 
 

725 

対象に、公開授業も実施されている。 

学生による授業評価アンケートの結果は、本人のデータグラフのほかに、全学のデータグラ

フを添えて、自由記述の用紙とともに担当教員に返される。当初、教員が担当する、ゼミなど

の科目を除く二科目の希望科目で実施してきたが、複数科目で記入することになる学生側の事

情を考慮して、2008 年度より、一教員につき一科目に限定された。 

［点検・評価（長�と問題点）］ 
全学自己評価委員会が発足して以降、学生による授業アンケートを全学的に実施するように

なり、学部間の結果を比較することが可能になって、教員の関心も高まってきて、学部ごとに

実施している FD 懇話会に参加する教員も増えてきているが、学部によってまだ参加教員にばら

つきがあり、充分な協力が得られない点については、今後何らかの対策を講じる必要があるか

もしれない。学生評価の信憑性を高める工夫をしつつ、あくまで自己点検・評価として、各教

員の意識の向上を促していくことが求められる。 

［改善方策（��の改善・改�に向けた方策）］ 
こうした評価の目指す重要な点のひとつは、教員がそれによって教授法をスキルアップし、

教室における授業を通して学生との信頼関係を築くことである。その意味で、FD 懇話会や公開

講義に積極的に参加することで、お互いに情報を交換し、教員間の信頼関係を培うことで、相

互の自己研鑽を可能にしていくことができるが、さらにそうした開かれた大学づくりのために、

学長面談を実施し、個々の教員の授業についての悩みや、また積極的な提言を直接聴く制度が

あることは、一つの方策と考えられる。今後、執行部と各教員が、今の学生が何を求めている

かについて問題点を共有し、どのように学生に対応していくことができるか、大学の理念をど

のように彼らに浸透させていけるかを具体的に考えることが必要であると思われる。アンケー

ト項目について、さらなる検討をしていくことも考えられる。 

 
（大学に対する指�事項およ�勧告などに対する対応） 
必���部科学�からの指�事項およ�大学基準協会からの勧告などに対する対応 
［現状説明］ 

追手門学院大学全学自己評価委員会が 2001 年に（財）大学基準協会加盟のために「追手門学

院大学の現状と課題」と題する「加盟判定審査用調書」を（財）大学基準協会に提出している。

同報告書に対する勧告が行われ、それに対して 2005 年「（財）大学基準協会加盟に判定に伴う

『改善報告書』2005」を作成した。そのなかで、本学科に関する勧告点について述べる。 

１．勧告「全学部において、講義室・演習室が狭隘である。」これに対して、2005 年３月には

「地域支援心理研究センター」、2006 年に中央棟が竣工に伴い、学生１人あたりの面積が 1.87

㎡となり、（財）大学基準協会の基準をクリアした。 

２．勧告「大学全体の専任教員数が、不足している。」2006 年の心理学部発足に伴い収容定員

数とともに専任教員の増加を図り、「本報告書評価大項目８．教員組織」で見られるように専

任教員１人あたりの学生数はかなり改善されている。 

［点検・評価（長�と問題点）］ 
［現状説明］で述べたように「勧告」に対してかなりの改善が行われているが、収容定員 755

名に対して、在籍学生数は 910 名に上っており、良好な教育環境を整えるためにはさらなる改

善が求められる。 

［改善方策（��の改善・改�に向けた方策）］ 
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講義室・演習室に関しては、2009 年度竣工予定の１号館が完成したことを受けて、現在２号

館を中心にフロアデザインを鋭意策定中である。また、教員１人あたりの学生数減少について

は任期制任用制度、特任任用制度も視野に入れて、教員の増加を図るべきであろう。 
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�．社会学部 
���目�］ 

学部教員の教育研究活動について自己点検・評価を行い、不十分な点を改めるための方策を

検討し、それを実施することによって、本学部の教育研究水準を向上させる。そのために、自

己点検・評価活動の意義について学部教員に周知し、情報を共有する体制を推し進める。 

 
（自己点検・評価） 
必��自己点検・評価を�常的に行うための�ス��の内容とその活動上の有�性 
必��自己点検・評価の結果を��に、��の�実に向けた改善・改�を行うための制度

�ス��の内容とその活動上の有�性 
�����］ 

本学部では「社会学部 FD・自己評価委員会」が組織されている（構成員は、社会学部長、社

会学科長、体育担当主任および委員２名の計５名）。これは、旧「人間学部 FD・自己評価委員

会」の活動が、2006 年度の社会学部開設後も継承されているものであり、年度末に「年報」を

編集・発行している。これには毎号、専任教員の年間の活動記録（最近の研究課題、著作物、

学会発表、社会活動などに関する記録）が掲載されるほか、年度によって異なるが、FD 談話会

の記録、座談会（教員のみによるものや在学生を交えたもの）の記録、本学部の改組プロセス

の検討と今後の課題についての論考、各教員の担当授業の実施内容に関する自己分析結果など

が掲載されてきている。 

さらに、教員の教育活動の評価に利用しうるものとして、全学自己評価委員会による「授業

についてのアンケート」が全学で実施されている。これは、受講学生にアンケートを取るもの

で、その科目の授業方法や内容、および、学生自身の学修態度に関する複数の設問に５段階評

価で答えさせる方式と自由記述方式を併用している。このアンケートの結果は、各教員に個別

に通知され、教員は自分の授業についての成功点と問題点を分析することができる。 

また、本学部では卒業論文を必修としており、その試問を発表会形式で実施している。二つ

または三つの演習クラスが合同で発表会を行うので、これは教員にとってはほかの演習クラス

の成果を知る機会となっている。 

なお、組織だった活動ではないが、本学部では、授業の内容やその方法について、それぞれ

の教員がその専門性や個性に応じて行っている工夫と努力を学部が尊重しつつ、学科会議など

の場において、常に具体的な事例を交えて情報や意見の交換を行っている。また、本学部では

すべての学年次に演習科目を配置しており、そこでは各担当教員が学生と親密な関係を築きう

るので、日頃の授業で学生と接するなかで、おのずと問題点を発見し、それを改善する工夫を

講じることができる。 

�点検・評価（長�と問題点）］ 
「社会学部 FD・自己評価委員会」が年度末に発行している「年報」は、各教員および本学部

が自らの教育研究活動を自己点検・評価する機会として機能している。しかし、専任教員の年

間の活動記録については、毎回、一部の教員が執筆しないままに終わっており、検討課題であ

る。 

全学自己評価委員会による「授業についてのアンケート」のうち、５段階評価で回答するも

のについては、各教員に対して授業科目ごとの数値が全学平均、学科別の平均、学年別の平均

とともに知らされるので、教員は自分の授業に対する学生の評価の相対的な位置づけをある程
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度認識することができる。自由記述のアンケートについては、具体的な問題点の指摘があるの

で、授業改善に役立つ可能性が高い。しかし、この「授業についてのアンケート」が教育活動

の評価に利用しうるとは言え、このアンケートの有効性そのものに対して、教員の見解は一定

ではなく、すべての教員がこのアンケートの実施に積極的であるわけではないのが実情である。 

なお、このアンケートは、2008 年度までは授業時間を利用してアンケート用紙に記入させる

方式であったが、2009 年度から、学生が授業時間外に自主的にインターネットを通じて回答す

る方式が試行されている。この新しい方式の適切性の検証については今後の分析を待つ必要が

ある。 

卒業論文の発表会については、毎年継続することによって、各教員が学科全体の動向を認識

することにつながっている。 

また、学科会議において常に教育改善のための綿密な情報交換を行おうしている点や演習授

業において教員が学生と親密で良好な関係を維持しながら学生の学修の活性化を図ろうとして

いる点は本学部の長所と言える。 

本学部社会学科では、以前、いくつかの入試方法に関して、それぞれの入試で受け入れた学

生の入学後の成績、演習授業における受講態度、卒業論文、各人の個性や特質などに関してデ

ータを集め、それを各種入試種別の定員設定を決める際に有効に活用したことがある。近年、

このような分析は行われていないので、再度実施することを検討する価値はある。 

�改善方策（��の改善・改�に向けた方策）］ 
自己点検・評価の具体的な方法として、どのようなものが適切であるかについては、本学部

内にさまざまな見解があり、意見の一致を見ていないのが現状である。「社会学部 FD・自己評

価委員会」の「年報」の執筆や「授業についてのアンケート」の実施に参加しない教員が存在

することは検討課題ではあるが、これは全教員に強制的に課せば解決するというものではない。

したがって、本学部として統一的な改善方策を具体的に示すことができる段階にないと言わざ

るを得ない。 

 

（自己点検・評価に対する学外者による検証） 
必��自己点検・評価結果の客観性・妥当性を確保するための措置の適切性 
�現状��］ 

自己点検・評価結果の客観性・妥当性は、客観的データを提示したうえで行われる第三者機

関による検証によって確保されるものであると考えている。本学は、（財）大学基準協会から、

2001 年度の加盟申請、2005 年度の改善報告書提出に際して認証評価を受けている。現在、2010

年度に大学評価を受けるべく、自己点検・評価報告書を全学一丸となって作成しているところ

である。 

�点検・評価（長所と問題点）］ 
今回の報告書作成にあたっては、FD 推進委員会を中心に全学的な取り組みをしてきた。先ず、

2008 年度に、2007 年度のデータをもとに自己点検・評価報告書を予行として作成し、FD 推進

委員会内に設置された、他大学の評価を経験した者からなる大学評価作業部会が、この草稿を

読んで詳細なコメントを加え、このコメントおよび 2008 年度のデータをもとに、各学部・部署

で書き直しを行った。これは自己点検・評価結果に可能な限り客観性を持たせるためにとった

方策であり、措置として適切であると評価している。 

�改善方策（��の改善・改�に向けた方策）］ 
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現時点では改善すべき点はないが、第三者評価を受けるために大学基礎データを作成するの

ではなく、絶えず自己点検・評価ができるように基礎データを継続的に作成する体制を作るこ

とが今後の課題である。 

 
（大学に対する指摘事項および勧告な�に対する対応） 
���文部科学省からの指摘事項および大学基準協会からの勧告な�に対する対応 
�現�説明］ 

2001 年度に（財）大学基準協会に加盟申請をし、2002 年４月に正会員として承認されたが、

その判定審査において、勧告１項目、助言５項目ならびに参考意見が提示された。これに対し

て、改善報告書を 2005 年度に提出し、（財）大学基準協会から改善報告書に関する検討結果の

通知を受けている。ここでは、指摘された項目のうち社会学部社会学科（加盟申請時は人間学

部社会学科）に関係する項目についてのみ説明する。社会学科について指摘されたのは、以下

の１点のみである。 

（１）入学者に占める推薦入学者の比率が高い。 

これについては、改善報告書に記載した通り、2001 年度に歩留まりの予測が大きく外れて、

比率が 54.3％と超過したが、2002 年度以降 2005 年度までは 40％台前半に収まっている。その

後も 50％未満で推移していたが、2009 年度は歩留まりの予測が大きく外れ、『大学基礎データ

（表 15）』に示されているように 50％を超えてしまっている。150 名の募集定員のうち推薦入

試の定員は 69 名（46％）であり、入学者数 185 名のうち推薦入試による入学者は 96 名（51.9％）

となっている。 

�点検・評価（�所と問題点）］ 
文部科学省からの指摘事項や（財）大学基準協会からの勧告については、これまで真摯に対

応してきた。この点は評価できると自負している。しかし、歩留まりの予測の外れとは言え、

再度助言対象となってしまうことは重く受け止めている。 

�改善��（��の改善・改�に�けた��）］ 
2011 年を目途に、社会福祉士受験資格所得カリキュラムの廃止・コース制の廃止を含む改編

を現在検討しているが、上記の問題点は、この検討のなかで解消される予定である。先にも記

したが、こうした問題が起きないようにするためにも、基礎データを継続的に作成し、絶えず

自己点検・評価をする体制を学部内に構築することを通じて、改善を図りたい。 
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�．国際教養学部（旧文学部��） 
��達目�� 

国際教養学部として、その組織上の問題および教育・研究上の問題を、その発見・検討・改

善に向けて、学部構成員の自由な討議・民主的な合意形成のもと、自主的に取り組んでいくこ

と。そのふだんの検証によって、学部としての目的の達成を容易ならしめること。 

 

（自己点検・評価） 
必��自己点検・評価を�常的に行うための����の内容とその活動上の��� 
�現状説明� 

「学部の自己点検・評価」という場合、組織上の問題と教育・研究上の問題がある。組織上

の問題については、「本報告書評価大項目２．教育研究組織および評価大項目８．教員組織」に

ついて詳述されているので、ここでは、主として教育上の問題について説明するが、「FD 懇話

会」は常に教育の問題を議論しているわけではない。というのは、学部および大学の行政や組

織の問題に触れずに教育改善を語ることはできないからである。 

現状を説明するにあたって、まず、次ぎの点を明らかにしておく必要がある。すなわち、本

学においては、「教育改善への取り組み」が、最初それぞれの学部で自発的に発足し、そうした

自発的活動が刺激となって、やがて全学的組織・活動に発展していったことである。それ以降

も、学部独自の活動と全学的な活動とが重なり合って現在におよんでいる。 

なお、開学から、1994 年までの文学部・経済学部２学部時代の文学部を「旧文学部」と呼び、

1995 年人間学部と分離して以降、2006 年国際教養学部に改組するまでを単に「文学部」と呼ぶ

ことにする。ここでは、主として文学部から国際教養学部に至る活動について、１）授業アン

ケート、２）「自己評価年報」、３）「FD 懇話会」の３点について説明する。 

１）授業アンケート 

1991 年、旧文学部に自己評価委員会が、次いで 1992 年、全学自己評価委員会が結成された。

５年後の 1997 年、人間学部と文学部が共同して授業アンケートを開始、2002 年には、残る経

済学部・経営学部でもそれぞれ同アンケートが実施され、翌 2003 年に、全学自己評価委員会に

よる全学的活動として授業アンケートが開始され、現在に至っている。 

現在、全学で統一して実施されている授業アンケートについては、特に以下の点だけを記し

ておきたい。すなわち、文学部では、2000 年に起きた、ある教授の授業法に対する学生の強い

抗議をきっかけとして、それまで希望者のみであった授業アンケートを文学部全教員が実施す

ることを決議した点である。授業アンケートに対する関心が、現状ではどのようなものとなっ

ているかは、次の項目に譲ることにする。 

２）「自己評価年報」 

1998 年、『人間・文学部自己評価委員会年報』が両学部の共同で発刊されたが、2002 年に至

って、それぞれの学部独自に発行されることとなり、文学部自己評価委員会の手で『文学部自

己評価 2001』が創刊された。内容は、授業アンケート結果の公表であり、各教員の授業アン

ケート結果に対するコメントである。ただし、全体としての数値は公表されたが、個々人の数

値は公表されなかったので、各教員のコメントの形式はかならずしも統一されたものとはなら

なかった。すなわち、ある教員は、表の形式で各項目の数値を公表し、それに対する感想や反

省を述べたし、ある教員は、自分が問題点と考えた数値だけを取り上げてコメントし、また別

の教員は、数値にこだわらず、全体的な印象を述べるに留めるという具合であった。 
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その後、年報には、授業アンケートの結果をふまえた授業改善の報告や、FD 活動全般に関す

る意見、以下に述べる FD 懇話会の記事、特集記事などが加わり、『国際教養学部自己評価年報』

に引き継がれている。2006 年に発刊された文学部としての最後の文学部自己評価委員会年報

『文学部自己評価 特別号（2005／2006）』においては、文学部の自己評価活動が総括されると

同時に、きたるべき国際教養学部への抱負が特集されていることを特記する必要があろう。 

３）FD 懇話会 

国際教養学部の FD 活動は、上記のような文章による表現形式をとるだけでなく、「FD 懇話会」

という研究と討論形式においても行われている。 

FD 懇話会は、2003 年３月第１回が行われた。その年から導入された「新入生演習をどうすれ

ば充実したものにすることができるか」という切実な問題が、この懇話会の発端であり、それ

ぞれの教員の指導内容を相互に学び合いたいという希望が底流にあった。2005 年度からは、春

期末に他学部から教員を招き、秋期末には学部の教員が授業方法を紹介するという年２回制を

とることとなった。このことによって、閉じた研究会ではなく、他者の視点を導入することが

可能になった。2006 年国際教養学部となってからは、他学部ならびに職員への参加を呼びかけ

ることにした。授業改善活動は「学部の枠と教職員の枠を超えたものでなければならない」と

いう考えが国際教養学部に浸透したからである。 

なお、同懇話会の発表と討論の内容は、学部の自己評価年報に掲載されている。 

４）その他 

「オフィスアワー・ほっとライン」、新入生演習、教育研究所の行事や公開授業への参加につ

いて略述する。 

文学部時代の 2003 年度から「オフィスアワー・ほっとライン」を設置している。「オフィス

アワー」は以前から設けられていたが、より実質的なものとするため、「ほっとライン」では、

新入生とその保護者を対象に、電話や E-mail での相談を受け付けることにした。担当教員は電

話番号とメールアドレスを公開し、「ほっとライン」時には研究室にいることとなっている。「ほ

っとライン」は新入生演習と相補的に機能を果たすことが期待された。 

ところで、新入生演習においては、学生が大学に早くなじむことができるよう、また学習活

動に支障をきたさないよう各教員が指導しているが、その方法や教材について定まったものが

あるわけではない。そこで、2004 年に『「新入生演習」のための教材集』を発刊した。全体は

１．シラバスの例、２．大学に親しむ、３．話を聞いてもらう、４．本を読む、５．他人の話

を聞く、６．情報を集める、７．文章を書く、８．レポートを書く、の８つのパートから成り

立っている。 

これは教員が自発的に提供した資料を集めた「教材集」であって指定教材ではない。各自が

そこから教授法のネタを探し出し、応用できることを期待して作成された。 

この他にも、全学 FD 推進委員会が組織する公開授業への参加や、教育研究者が主催する講演

会への参加などがあるが、参加を義務付けられているわけではないので詳細は省く。 

�点検・評価（�所と問題点）］ 
年１、２回実施される学部独自の FD 懇話会と『自己評価報告書』は貴重なマニュアルであり、

教材であり、ガイドラインである。今後も持続的に実施すべきである。しかし、学部全教員に

こうした課題認識と知恵とがかならずしも共有されているとは言い難い。また、懇話会がやや

もするとマンネリ化する可能性もある。こうした問題をどう克服するか、が今後の課題であろ

う。 
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以上のように、国際教養学部の教育改善活動は多岐に渡っており、他学部からは「FD 活動の

先進地帯」という高い評価を受けている。新入生演習実施以来、退学者の数が減ったこと、授

業アンケートでは、両学科とも比較的上位にあり、きめのこまかい授業が行われていることな

ど、授業改善活動が一定の成果をあげていることは事実である。 

しかしながら、問題点がないわけではない。 

まず、『自己評価年報』への寄稿者の数が減り続けていること、さらに、FD 懇話会への出席

者が限られていることである。 

また、対学生との問題では、最近、無関心、無気力の学生が増加する傾向にあり、自分から

相談にくるということがほとんどなくなっている。ことに、新入生演習は春期で終わるので、

秋期以降、担当者と学生の関係が切れてしまう。こうしたことを考えれば、秋期以降も、学生

と担当者の接触を定期的に義務付けるような方法を考えねばならないであろう。オフィス・ア

ワーのあり方を考え直す時期にきている。 

第三は、FD 活動において全学的に明確で強力な方針が打ち出しにくい現状である。その理由

はここで論ずべき問題ではないが、国際教養学部の教員の FD 活動に対する姿勢にも良くない影

響を与えていることは確かである。 

最後に、学部という組織および全体的活動については、議論や反省は、主任会議、教授会、

各学科の学科会議で不断に行われていることを付け加えておく。 

�改善方�（�来の改善・改�に向けた方�）］ 
上記の点検・評価で出された問題点、①授業改善活動のマンネリ化、②新入生演習のあり方、

③大学の方針と姿勢については、学部自体の努力が求めらるものと、大学のあり方にかかるも

のの両面があるのは言うまでもない。 

学部の問題としては、学部自己評価委員会、学部 FD 活動委員会のメンバーが重複し、長年に

わたってほとんど同じメンバーで構成されているところにも問題がある。2011 年度には一部構

成員の退職をきっかけに、メンバーを刷新することを学部長ならびに、委員会中枢で検討され

ている。 

また、別のところでも述べたように、非公式ではあるが、学部の理想を語る会も発足以来、

具体的な提案を積み重ねており、新入生演習の新しいあり方が姿を現しつつある。 

大学全体としては、より具体的なシラバスを学部の特性にそって作ることが、大学の教務委

員会で検討中である。 

また、学長事務室を中心として FD 活動の積極的展開を計画・進行中であるので、これまで以

上に強力な方針が打ち出され、学部活動との連携が進むものと考えられる。 

 
���自己点検・評価の�果を基礎に、�来の�実に向けた改善・改�を行うための�度

シス��の内容とその活動上の��性 
�現状�明］ 

上述したように、授業アンケート、学部内外の教員による口頭報告、学部刊行の自己評価報

告書という形で、教える側からの意見表明を行ってきている。しかし、現在、大学（あるいは

学部）教育の現場では、高校生あるいはそれ以下のレベルの問題がさまざまな内容について露

呈している。こうした状況に対して、適切な対応をしかねている、というのが実情であろう。 

�点検・評価（長�と問題点）］ 
基礎的な知識（中学校・高等学校初学年程度）の欠如のみならず、家庭内の生活態度、学生
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の心的問題、クラブ活動における交友関係、喫煙マナー、受講態度…あらゆる側面で深く連関

しあう課題に対して、担当教員の負担によって、個別に対応せざるを得ないという状況がある。 

���方�（��の��・��に�けた方�）］ 
今後は、受講する側の学生の意見・提案を聞く、あるいは卒業生を招いて「今から思う大学

授業、何を学び、期待とはどう違っていたか」などを聞く、そんな場を設けるべきではないか。 

 
（自己点検・評価に対する学外者による検�） 
必��自己点検・評価��の���・妥当�を確保するた�の��の適�� 
�現状�明］ 

本学では、年に１、２回程度学生の保護者との対面相談会（修学相談会）がある。また、「卒

業生保護者の会」や「教育後援会（いわゆる大学 PTA 版）」が年に数回開催され、卒業生や保護

者を通じて学生の抱える問題や学部への要望が表明される。これらの当事者は、正確には「学

外者」とは言えないが、少なくとも大学（学部）を第三者の視点で批判的に評価する機能は持

つであろう。 

�点検・評価（長�と問題点）］ 
上記の会を通じて伝えられる要望については、対応可能な内容（例えば、学生の出欠状況や

受講態度の通知など）もあるが、保護者の要望と学生自身の個人情報の保護との微妙な境界分

野については、対応困難な問題もある。 

���方�（��の��・��に�けた方�）］ 
すでに一部の高等学校でも実施しているが、地域の文化関係者や高校教師、教育関連 NPO な

どを交えた、学部単位での「第三者評価」「運営委員会」を立ち上げる必要があろう。 

 

任意�外部評価を�う際の、外部評価者の選任��の適�� 
�現状�明］ 

現状では、上記保護者関係の組織・メンバーについては、教員側は不干渉である。適・不適

の判断、選択の余地はない。縁故主義もあろう。 

�点検・評価（長�と問題点）］ 
投げられた課題に対して、対応と即応の姿勢は持ってきたと考える。ただ、上記組織からの

要望にも、かならずしも妥当あるいは対応可能な内容であるとは言えないものもある（モンス

ター・ペアレントの事例）。 

���方�（��の��・��に�けた方�）］ 
やはり、大学とは一線を画したメンバーを、地域推薦や関係機関推薦などで選任することも

一つの方法ではないか。 

 
（大学に対する指摘事�および勧告などに対する対応） 
必��文部科学�からの指摘事�および大学���会からの勧告などに対する対応 
�現状�明］ 

全学的な方針にしたがって国際教養学部も対応するが、学部としては学部長のもと学科長や

学部の各種委員などが中心になって、指摘・勧告の内容に応じ、しかるべき事務組織と相談し

て対応を考えている。 

�点検・評価（長�と問題点）］ 
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学部個別の対応を全学的な枠組みのなかに集約するためには、大学としての基本方針の確定

が必要となる。 

���方�（��の��・��に��た方�）］ 
学部自己評価委員会および学部 FD 委員会の活動が、現状検証型のそれに留まらず、理想構築

型のそれへシフトしているとき、指摘や勧告の内容への対応はスピーディーなものとなるので

はないかと考えられる。 
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（３）大学院の自己点検・評価 
�．経済学研究科 
��達目�� 

経済学研究科博士前期課程においては、経済学部の教育理念のさらなる展開を図り、経済学

部との関連のなかで、特に基礎理論を重視し、経済理論の諸業績の研究と分析技法の学習によ

って高度な経済分析能力を有する人材の養成を目的としている。 

経済学研究科博士後期課程においては、大阪を中心とする関西地域の発展に寄与し、国際社

会に貢献するために、なお一層の総合的学術研究および高度な専門的知識・能力をもつ人材を

養成することである。 

これを達成するために、必要な自己検証・評価を行うことである。 

 
（自己点検・評価） 
必��自己点検・評価を恒常的に行うための���ムの��とその�動�の有�� 
�現�説明� 

2008 年２月に「追手門学院大学大学院経済学研究科自己評価委員会規程」を制定し、同年４

月から施行している。現在、この規程に基づく自己評価委員会が恒常的な委員会である。委員

の任期は２年で、委員数は３名である。 

経済学研究科においては、「経済学研究科自己評価委員会規程」を制定する４年前、2004 年

に委員４名からなるプロジェクトチームを発足させ、経済学研究科の今後の方向について報告

をまとめている。この報告に沿って、経済学研究科では種々の改革を行っている。したがって、

経済学研究科自己評価委員会はこのプロジェクトチームを発展させたものであると言える。 

2004 年当時においても、現在も大学院生数が少ないということが経済学研究科の最大の問題

である。2008 年４月 10 日現在における経済学研究科の大学院生数は、博士前期課程で５名、

博士後期課程で２名である。2009 年４月 10 日現在では、博士前期課程が４名、博士後期課程

が１名である。 

大学院生数の確保も問題であるが、何より大切なことは、どのように人材の養成を行ったか

ということである。この観点から見ると、経済学研究科博士後期課程において、2007 年度に課

程博士を１名、引き続いて 2008 年度には２名の課程博士をだしたことは大いに評価されること

だと思われる。 

ところで、経済学部は追手門学院大学経済学部自己評価委員会年報を発行しているのに対し

て、経済学研究科はこれに相当するものを発行していない。大学院生のアンケートが行われて

いないのが理由のひとつである。大学院生数が少ないので、演習担当教員あるいは特論担当教

員をつうじて大学院生の希望を聞いて、それを経済学研究科委員会に反映しているので、大学

院生のアンケートを取らなくても済むということである。 

またその他の自己点検・評価事項については、先に述べたように 2004 年のプロジェクト委員

会の報告をもととして、新たな改革案を加え、その後の経済学研究科の改革は進められている

と言ってよい。 

例えば、大学院生数の確保のために 2010 年度における経済学研究科博士前期課程の第１期入

学試験に学科試験方式に加えて、論文方式を採用したのはその１例である。さらに、本年 2009

年度に本学学生を対象に経済学研究科入学試験説明会を行ったことも入学者確保のため、本学

学生の経済学研究科に対する理解を深めるために行われた行動の好例である。このとき同時に
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説明会用のパンフレットが作成され、参加者に配布された。このことはまさに本学学生の目を

経済学研究科に向けさせる最初の大きな一歩でもある。 

また、経済学研究科博士後期課程においては、大阪を中心とする関西地域の発展に寄与し、

国際社会に貢献するためという目標を設定しているので、それに資するため、まず経済学研究

科博士前期課程において、2010 年度に福祉社会論特論、NPO 特論、オーストラリア経済論特論

を開設する。 

設置科目が少しでも豊富になることは、大学院生の学ぶ幅がひろがるということにつながり、

経済学研究科にとっても望ましいことだと思われる。 

つぎに教育研究設備に目を向けると、今年１号館の建て替えが完了し、中央棟に仮住まいし

ていた事務部門が１号館に移るとともに、研究室専用の建物として建てられた中央棟が本来の

研究室用建物として機能するようになった。これにより、従来の研究室の約２倍の広さを確保

できるようになり、経済学研究科においては、演習、特論の講義等に利用するに際しても、ゆ

ったりとした空間を提供できるようになった。ただし、従来の研究棟は、現在改装中であり、

完成するのは 2009 年末の予定である。すべての研究室が、従来の約２倍の研究室になるのは

2009 年末である。さらに、将軍山会館という教育施設機能を持った建物も 2008 年竣工し、経

済学研究科の演習、特論等の講義に使用できるようになっている。2009 年度、経済学研究科で

は将軍山会館を快適な環境で使用している。 

中央棟、将軍山会館は、もちろん大学全体、大学院全体に関係するものであるが、経済学研

究科においても研究教育設備が改善されたということである。 

経済学研究科においては、先に述べたように 2004 年度に経済学研究科独自のプロジェクトチ

ームを設置して、経済学研究科としての自己点検・評価を行ってきている。その結果が、入試

制度の改革であり、設置科目の新設であり、そして教育研究施設の改善につながっているとお

もわれる。 

�点検・評価（長所と問題点）］ 
従来、経済学研究科では、自己点検・評価に関して特別な組織をおくことなしに経済学研究

科委員会で直接行っていた。2004 年度に経済学研究科はプロジェクトチームを設置して、経済

学研究科の自己点検・評価を行っている。2004 年度に、チームを編成して自己点検・評価を行

ったことがいまに継承されている。このこと自体大いに評価すべきことと思われる。この精神

が現在の経済学研究科自己評価委員会という組織に引き継がれているということは大きな長所

と思われる。 

ただし、経済学研究科独自の自己評価の年報を発行していないという問題はある。 

�改善��（将来の改善・改革に向けた��）］ 
経済学研究科の自己点検・評価を経済学研究科内部だけに留め置くだけではなく、何らかの

形で公表するということを今後検討する必要がある。いま考えられるのは、経済学部の自己評

価の年報に経済学研究科の自己点検・評価をあわせて記載することである。 

 

必��自己点検・評価の結果を��に、将来の��に向けた改善・改革を行うための制度

�ス�ムの内�とその���の��� 
�現�説明］ 

経済学研究科では、2004 年にプロジェクトチームを設置して、経済学研究科の自己点検・評

価を行っている。そのときの提言をもとに、入試改革、新設科目等を含む改善を講じてきてい
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る。 

この自己点検・評価を行う恒常的な組織が経済学研究科自己評価委員会である。プロジェク

トチームの提言をふまえて、現在も経済学研究科においては、経済学研究科委員会での検討を

経て改善・改革を行っている。その結果が、先に述べた 2010 年度における新設科目（オースト

ラリア経済特論等）であり、入学者選抜方法の改革、経済学研究科独自の入試説明会、経済学

研究科独自のパンフレットの作成等である。 

しかしながら、恒常的な組織である経済学研究科自己評価委員会が、現在有効に機能してい

るとは思われない。これは 2004 年のプロジェクトチームの提言以来、経済学研究科が自己点

検・評価を真摯に行った結果、研究科長を中心として経済学研究科委員会で自己点検・評価を

行っていることに原因があると思われる。 

�点検・評価（長所と問題点）］ 
現在、経済学研究科において自己点検・評価が十分ではないにしても、それが行われている

ことは、本研究科が自己点検・評価に対してその重要性を意識していることは長所と言える。 

経済学研究科自己評価委員会が設立されたので、今後は委員会を十分に機能させていく必要

がある。 

�改善方�（�来の改善・改革に�けた方�）］ 
経済学研究科自己評価委員会は数回の委員会を開催し、経済学研究科において自己点検・評

価の先兵としての役割を果たすことにある。 

 
（自己点検・評価に対する学外者による検証） 
必��自己点検・評価結果の��性・��性を��するための�置の��性 
�現状説明］ 

現在、経済学研究科においては、自己点検・評価に対する学外者による検証を行っていない。 

�点検・評価（長所と問題点）］ 
自己点検・評価に対する学外者による検証が行われていないことは問題と思われる。 

�改善方法（�来の改善・改善に�けた方�）］ 
自己点検・評価に対する学外者による検証を受けるためには、第一に、いまだ行っていない

経済学研究科内部の意識を早急に高めることが必要である。第二に、一過性に終わることのな

いように、学外者による検証を受けるために必要なシステム、必要な規程を決めることが必要

である。そのためには外部評価を受けるための準備委員会を 2009 年度あるいは 2010 年度にか

けて設置することが必要である。 

 
（大学に対する指摘�項およ�勧告な�に対する対�） 
必��文部科学�からの指摘�項およ�大学基準協会からの勧告な�に対する対� 
�現状説明］ 

2001 年度、（財）大学基準協会による加盟判定審査に際し、問題点の指摘に関する助言とし

て５項目、勧告として１項目の改善報告を求められた。 

経済学研究科はその際に「経済学研究科博士課程の経済学専攻（中略）において収容定員に

対する在籍学生数の比率が低いので、その改善に努められたい。」という助言を得て、「教授陣

容は豊富かつ有能な人材を整えて入学生を待っている状況であるから、博士後期課程開設の PR

に努める一方、入試科目から英語をはずして、修士論文を中心とした口頭試問を重視するとと
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もに、英語については入学後の指導での実力向上を図るよう切り替えることも検討中である。

また、早期に博士号授与を実現して実績を積むことが重要と考えており、現在在学中の極めて

優秀な学生の論文提出に向けての指導に注力している。」と『（財）大学基準協会加盟判定に伴

う「改善報告書」2005』に記載している。 

現在、博士後期課程入学試験は、口頭試問と英語を課しているが、経営学または経済学研究

科博士前期課程修了（見込）者に限って、英語を免除している。 

また、2007 年度に課程博士を１名、引き続いて 2008 年度には２名の課程博士をだしたこと

は先に述べたところである。 

�点検・評価（��と問�点）］ 
助言を受け、改善するための方策は実現している。しかしながら、収容定員に対する在籍学

生数の比率が低いという点は解決されていない。 

�改善方�（��の改善・改�に向けた方策）］ 
これも先に述べたように、まず経済学研究科博士前期課程の充実を図るために、2010 年度か

ら開設科目を増加することを決めた。福祉社会論特論、NPO 特論、オーストラリア経済論特論

である。 

さらに今年度には、経済学研究科独自の入試説明会を開催し、経済学研究科独自のパンフレ

ットを作成した。 

2010 年度における経済学研究科博士前期課程の第１期入学試験に学科試験方式に加えて、論

文方式を採用した。 

改善に常に努力している。 
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�．経営学研究科 
�到達目標］ 

経営学研究科の教育目標についてはすでに述べている。その教育目標を達成するためには自

己点検と評価が求められる。自己点検と評価が不断に行われ、それが教育方法・内容にフィー

ドバックされるように PDCA サイクルを確立することがここでの到達目標である。 

 
（自己点検・評価） 
必��自己点検・評価を�常的に行うための��テムの内容とその活動上の��� 
�現状��］ 

経営学研究科レベルでの自己評価委員会を立ち上げ、自己評価委員を２名、博士前期課程お

よび博士後期課程から選出・指名し活動をしている。また、FD に関わる点検・評価を行うため

の経営学研究科 FD 委員を１名、指名・選出している。通常自己評価と FD は合同で自己評価・

FD 委員会として運営している。この会議には２名の大学院委員も参加している。経営学研究科

の現状に危機感を抱き、この委員会が本格活動を開始した。2008 年夏に、経営学研究科の将来

計画を議論し始めて、2009 年１月に自己評価・現状分析と改革案について取りまとめ、研究科

委員会にて合意をとった。この案を３月に大学院委員会に提出し、研究科としての努力目標と

それに対する経営レベルでの協力と考慮を要請している。博士後期課程に優れた社会人を受け

入れること、受託研究などの多様な方法で社会との連携を図ること、2009 年度に課程博士を出

すことなどの目標と努力はこの延長上にあり、成果を上げつつある。 

�点検・評価（長�と問題点）］ 
自己点検・評価の仕組みがあり機能していると言える。改革案をまとめ、現在その方向にそ

って努力をし一部成果を上げつつある。しかし同時にそれに必要な制度改革については研究科

委員会だけの努力では限界があり、経営および各部門の理解を求める一層の努力が求められて

いる。博士前期課程の大半をしめる留学生についての募集方法、学費実質値上げ問題、出口、

カリキュラム改善など多くのテーマについて PDCA サイクルが充分に回っていない。 

�改善方�（将来の改善・改革に向けた方�）］ 
改革案を実行し、その具体的成果を出すなかで、経営層の理解を得て進むことが求められる。

一方で３から５年後をにらんだ長期計画の構想の検討に入る予定である。 

 
必��自己点検・評価の�果を��に、将来の充実に向けた改善・改革を行うための制度 

��テムの内容とその活動上の��� 
�現状��］ 

前述のように自己評価・FD 委員会を中心に 2009 年１月に改革案をまとめ、それを推進して

いる。大学院委員会において自由な議論を通じて、大学院全体を通じての改革案が進むことが

求められる。 

�点検・評価（長�と問題点）］ 
経営学研究科における自己評価・点検および改革案に則り改革を推進していることは評価で

きる。しかし他研究科を含め、大学全体としての改革の方向につながるには時間がかかってい

る。 

�改善方�（将来の改善・改革に向けた方�）］ 
多くの改革がそうであるように、鶏と卵のジレンマが存在する。経営側から見ると成果が上
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がる見通しがなければ改革をする意味がない。現場としては、改革をしなければ成果が上がら

ないといった具合である。具体的な解決策は、現場たる経営学研究科としては、まず成果を示

すことだと心得ている。トップダウン的な制度システムの問題から言えば、大学院の立場を代

弁するメンバーが執行部、評議会に必要とされる。 

 

（自己点検・評価に�する学外者による検証） 
必��自己点検・評価結果の客観性・妥当性を確保するための��の��性 
�現���］ 

現在、経営学研究科においては学外者による組織的な検証は行われていない。 

�点検・評価（長�と問題点）］ 
学外者による組織的な検証が行われていないことは問題である。 

�改善方策（��の改善・改革に�けた方策）］ 
学外者による、自己点検・評価結果の客観性・妥当性を確保するための学外者による評価に

ついては、種々の方法が考えられるが、その方策を早期に決定し必要な規程を作る必要があり

2010 年度にも具体策の検討を開始する。 

 
（大学に�する指摘事項および勧告な�に�する��） 
必���部科学�からの指摘事項および大学基準協会からの勧告な�に�する�� 
�現���］ 

2001 年、（財）大学基準協会による加盟判定審査に際し、問題点の指摘に関する助言および

勧告を受け、改善報告を求められた。この改善報告の勧告を受けて、2005 年に「（財）大学基

準協会加盟判定に伴う「改善報告書」」が作成されている。経営学研究科は 2006 年に経済学研

究科の経営学専攻から独立しているため、当時は経済学研究科の経営学専攻として評価を受け

ている。 

�点検・評価（長�と問題点）］ 
当時の経済研究科としての指摘事項のなかで特に経営学専攻については特段の指摘を受けて

いないが、課程博士を出せていないことはその後の自己評価においても大きな問題点として認

識してきた。2009 年度には出せる見通しである。 

�改善方策（��の改善・改革に�けた方策）］ 
2009 年１月に策定した改革案に則して改革を進めており、成果も上がりつつある。しかし、

３から５年後をにらんだ長期計画について抜本的な改革案の検討を 2010 年度にも行う予定で

ある。 
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�．心理学研究科 
��達目標� 

心理学研究科は、大学の理念に基づき、大学院学則第４条２項（３）に心理学専攻の人材養

成目的を記載している。それは以下のようなものである。「心理学専攻は、心理学の専門資格を

有し心理職に就き活躍できる高度専門職業人の養成、知識基盤社会を支える高度な心理学の専

門知識を有する教養人の養成、および将来は研究者となるための人材を養成することを目的と

する」。上記の目的を達成するための適切な人材を選抜し、適切な教育を行い、広く社会に有用

な人材を育成することが、本研究科の目標である。自己点検・評価は、基本的にこれらの目標

がどのように達成されたかに基づいて点検・評価される必要がある。教育は決して独りよがり

のものではない。常に自分たちの意図するところが相手に正しく伝わっているか、目標設定や

教育方法に問題はないか、学生たちが目標にそった力をつけているか等を見直し、良い点はさ

らに伸ばし、悪い点は改善していくことを繰り返していかなければならない。大学の理念であ

る社会有為な人材を育てるために、自己点検・評価を不断なく行っていくことを目標としてい

る。 

 
（自己点検・評価） 
必�：自己点検・評価を�常的に行うためのシ�テ�の内容とその活�上の有�性 
������ 

心理学研究科では、改組が行われた 2008 年４月に先立つ同年２月に追手門学院大学心理学研

究科自己評価委員会規程が制定された。本規程に基づき、心理学研究科では、研究科長、専攻

主任、専攻より選出された委員１名の３名が中心となり、自己評価委員会が開催されている。

今のところ全学自己評価委員会の後で集まったり、メール回覧で委員会を行ったりしているこ

とが多い。議題は、当該年度の自己評価委員会の運営についてである。さらに 2008 年度から

FD 談話会を開催して、心理学研究科の教育研究指導の改善と発展を目指している。第１回は

2009 年２月 19 日に担当教員全員参加のもとで行われた。テーマは、１．心理学専攻で検討す

べき課題（話題提供：研究科長）２．大学院の授業改善を目指して（進行：専攻主任）であっ

た。１．については話題提供のあと質疑応答が行われ、２．については、小グループでの話し

合いが持たれた。 

また、本研究科では、文学研究科心理学専攻時代の 2006 年より毎年、専攻主任が中心となり、

大学院生に対する授業アンケートが実施されている。このアンケートは全学部対象に行われて

いる授業アンケートをもとに作成されたものである。「満足度調査」と「授業についてのアンケ

ート」（選択式・自由記述の２種類）から構成されており、教員の自己評価のために使うことを

目的としている。なお、大学院生の人数が少ないため、統計処理を行う「満足度調査」は 2006

年度のみ行い、2007 年度以降は、「授業についてのアンケート」のみを実施している。また、

自由記述アンケートについては、直接記述すると匿名性を損なうおそれがあるため、パソコン

で作成し、打ち出したものを提出してもらうことにし、プライバシーに配慮している。総じて

学生の満足度は高いが、その一方で自由記述のアンケートには、いくつかの科目や講義形式に

ついての要望が複数の学生の記述に見られ、大学院生の意欲の高さと科目内容の改善の余地が

見られた。得られたアンケート結果については、可能な限り担当教員にフィードバックを行っ

ているが、複数担当者の科目で一教員のみに対して要望がある場合には、該当教員に対しての

みフィードバックを行っている。心理学専攻の教育目的である「心理学の専門資格を有し心理
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職に就き活躍できる高度専門職業人の養成」については、大学院修了後、心理現場活動を実際

に行っている修了生からの評価が大切である。そのため、「評価大項目３．教育内容・方法、修

了生に対し、在学時の教育内容・方法を評価させる仕組みの導入状況」で述べたように、2006

年には、臨床心理学コース修了生に対するアンケート調査を実施した。先に述べたように、こ

のアンケートに寄せられた改善点については、その後、いくつかは改善済みである。 

ところで、本研究科には研究科のみの専任教員はおらず、すべて学部との兼担であり、学部

で行われる自己評価活動にはすべての教員が参加することとなっている。そのため、教員の研

究活動についての自己点検・評価については、毎年発行する心理学部 FD・自己評価委員会年報

に、各教員の業績やその年度に行われた FD 活動についての報告や投稿論文などと共に掲載され

ている。 

以上のように、本研究科では様々な取り組みがなされている。しかし、これらの自己点検・

評価を恒常的に行うためのシステムとしては、まだ学部ほど十分に機能しているとは言い難く、

今後は定期的に心理学研究科自己評価委員会を開き、大学院 FD との連携を取りながら取り組み

を組織化する必要がある。 

［点検・評価（長�と問題点）］ 
研究科としての組織的な自己点検・評価活動は始まったばかりであるが、自己点検・評価に

ついては様々な取り組みがなされており、内容としては評価できるものである。ただし、先の

［現状説明］でも述べた通り、これらの活動をさらにシステム化し、適切に行っていく必要が

ある。また、研究科の FD 談話会や授業アンケートは、実施しているにもかかわらず、その結果

の報告をする場がないことは問題である。 

［改善方�（将来の改善・改革に向けた方�）］ 
現在、以下の点について改善・改革を進めている。 

①大学院 FD の継続 ②心理学研究科自己評価委員会の再構成と定期的・継続的な開催である。

現在、心理学研究科自己評価委員会は、研究科長、専攻主任、専攻より選出された委員１名の

３名で構成されている。これを、研究科長、専攻主任に加え、各コースより選出された３名の

委員の計５名で構成し、年度毎に各コースの１年間の報告を行い、委員会で改善点を議論して

いくことを検討中である。さらに、研究科 FD 談話会や授業アンケートの内容についての報告は、

とりあえずは学部の自己評価委員会年報に、共同で掲載させてもらうという形で公表していく。 

その他、①授業アンケートの継続と内容、活用方法の改善 ②新しいコースの修了生が出る

2010 年以降に向けて、修了生アンケートの再検討などを考えている。 

 

必��自己点検・評価の結果を��に、将来の充実に向けた改善・改革を行うための制度

システムの内容とその活動上の有効性 
［現状説明］ 

先の項目でも触れたように、2008 年４月の文学研究科からの独立に伴い、本研究科の自己評

価委員会は発足したばかりである。将来の充実に向けた改善・改革を行うための制度は、シス

テムとしてはまだまだ機能しているとは言い難い。現在のところ授業アンケートも教員個人の

自己点検に留まり、改善へのシステムの有効性は未確定である。 

［点検・評価（長�と問題点）］ 
最大の問題点は、大学院の自己点検・評価が始まったばかりであるため、これまでの授業ア

ンケートなどによる改善・改革についてのシステムとして、まだまだ機能していないことであ
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る。自己点検・評価の結果を基礎に将来の充実に向けた改善・改革を行うための制度システム

の運用と確立を急ぐ必要がある。 

［改善方策（将来の改善・改革に向けた方策）］ 
本研究科の自己評価委員会を定期的に開き、授業アンケートのよりよい活用方法や、外部評

価の導入などについても議論を重ねていく必要がある。具体的な改善内容については、先の項

目「自己点検・評価を恒常的に行うためのシステムの内容とその活動上の有効性」の［改善方

策］を参照されたい。 

 
（自己点検・評価に対する学外者による検証） 
必��自己点検・評価結果の客観性・妥当性を確保するための�置の��性 
［現状�明］ 

現状は、自己点検・評価結果の客観性・妥当性を確保するために、学外者による検証を受け

る制度的体制を取っていない。 

［点検・評価（長所と問題点）］ 
学外者による検証は、健全な教育組織として独断に陥らないために重要である。その体制が

遅れていることは問題点である。 

［改善方策（将来の改善・改革に向けた方策）］ 
この点については本研究科のみでは検討できず、今後は、全学自己評価委員会に議題として

出し、検討していく。なお、心理学研究科としては、近隣大学の心理学研究科および心理学専

攻の教員複数名による点検・評価を検討する予定である 

 

（大学に対する社会的評価等） 
任��大学院研究科の社会的評価の活用状� 
［現状�明］ 

心理学研究科心理学専攻臨床心理学コースは、2006 年度より日本臨床心理士資格認定協会臨

床心理士養成第１種大学院に指定されており、2008 年 11 月に視察を受けた。臨床心理学コー

スの在籍者数、教員配置、カリキュラム内容、実習内容等についての詳細な書類審査と共に、

２名の視察者が講義室、実習室、地域支援心理研究センター附属こころのクリニックの諸施設

の実地見学を行った。その後、口頭で副学長、研究科長、専攻主任、地域支援心理研究センタ

ー長に対して所感表明、指導が行われた。担当教員が全員学部と兼担である以外は特段の問題

点は指摘されず、その後、継続の評価を受けた。これは臨床心理学コースの教育内容について

一定の評価が与えられたものと考えられる。 

また、2008 年度より新設された生涯発達・生涯教育心理学コースでは、臨床発達心理士に関

する全科目について、臨床発達心理士資格認定運営機構によりシラバス認定をされた。さらに、

生涯発達・生涯教育心理学コースに所属する教員３名が、臨床発達心理士資格認定運営機構よ

り「臨床発達心理士スーパーバイザー」の認定を受けた。これにより、生涯発達・生涯教育心

理学コースの教育内容と指導に、一定の評価が与えられたものと考えられる。 

上記２つの受験資格に関する外部評価は、本研究科の人材目標のひとつである「心理学の専

門資格を有し心理職に就き活躍できる高度専門職業人を養成する」という目標に合致するもの

である。社会・環境・犯罪心理学コースは、同じく 2008 年度に設置されたばかりであり、いま

だ組織的、系統的な社会的評価を受けていない。 
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［点検・評価（�所と問題点）］ 
［現状説明］で述べたように、専門家としての受験資格に関する外部評価を常に受けており、

妥当な評価を受けていることは本研究科の教育内容が一定の内容を有していることとして評価

できるところである。しかし、恒常的な社会評価を受けるシステムが確立されているわけでは

ない点が問題として挙げられる。 

［改善方�（将来の改善・改革に向けた方�）］ 
多くの大学で志願者減が問題になっているなかにおいて、これまで日本臨床心理士資格認定

協会指定大学院は、比較的志願者が確保できていた。しかし、他大学院では、指定大学院にお

いても、定員を充足していない大学院が出現しており、臨床心理学コースは淘汰の段階に入っ

ていると言えよう。本研究科においてもほかのコースも含めて将来的に大学院の教育内容充実

のために定期的、継続的な社会的評価を受けるシステムの構築が望まれる。よってこの点につ

いては、今後、2008 年度に組織された心理学研究科自己評価委員会で検討していく。 

 
（大学に対する指摘�項およ��告などに対する対�） 
必��文部科学�からの指摘�項およ�大学基準協会からの�告などに対する対� 
［現状説明］ 

2001 年に（財）大学基準協会加盟のために、追手門学院大学全学自己評価委員会によって「追

手門学院大学の現状と課題 －（財）大学基準協会『加盟判定審査用調書』報告書－」を（財）

大学基準協会に提出した。それに対して 2002 年３月（財）大学基準協会より助言が行われた。

そのなかで、心理学研究科の前身である文学研究科は特段の問題点の指摘を受けていない。そ

の後本研究科では、2005 年、2008 年の２回にわたって、学内で自己点検・評価報告書を作成し

検討を行ってきた。また、本研究科は授業アンケートの実施や大学院 FD の開催、心理学研究科

自己評価委員会の組織化など、改革を行ってきている。 

［点検・評価（�所と問題点）］ 
2008 年に行った自己点検・評価報告書の作成と検討、授業アンケートの実施や大学院 FD の

開催、心理学研究科自己評価委員会の組織化など、改革を行っている点は、評価できる。ただ

し、ほかの項でも述べた通り、大学院本研究科の自己評価については、始まったばかりであり、

システム化していくことが今後の問題である。 

［改善方�（将来の改善・改革に向けた方�）］ 
今回の報告を契機に、今後はより積極的に所轄官庁、（財）大学基準協会からの評価を受ける

機会を設けるために、研究科での自己評価委員会の活動が必要である。そのため、先に述べた

ように、①大学院 FD の継続、②心理学研究科自己評価委員会の定期的・継続的な開催、③授業

アンケートの継続と内容・活用方法の改善、④修了生が出る 2010 年以降に向けて、修了生アン

ケートの検討などを行っていく予定である。 

 



14．自己点検・評価（文学研究科） 
 

745 

�．文学研究科 
���目標］ 
（１）建学の理念に基づく教育目標の実現を目標にして、社会的負託と社会的ニーズに応える

ために、教育・研究の水準を維持し、さらなる向上を目指す。 

（２）本学のより客観的な状況を把握するために、法令によって義務づけられた認証評価機関

による外部評価を定期的に受ける。 

（３）学内での定期的自己点検・評価活動を実施するとともに、学内構成員にその意義につい

て周知を図る。 

 
（自己点検・評価） 
必��自己点検・評価を��的に行うための����の内�とその活動上の��性 
�現状��］ 

2008 年２月に「追手門学院大学院文学研究科自己評価委員会規程」を定め、その規程に基づ

き、第一回目の報告会を行い、これまでの各専攻の現状と問題点等が報告され、検討・議論さ

れた。また文学研究科自己評価委員会が 2008 年４月に組織され、そのもとに委員会が開催され、

組織的な自己点検・評価の活動が始められている。確かに本校の大学院の自己点検・評価活動

は、学部のその取り組みに比して遅れている。この遅れは学部の改革に精力が傾注され、大学

院にまで手が回らなかったということと、大学院担当者の個々の責任において改善が図られる

ものとするという暗黙の了解のもとに運営されていたというのが正直な理由である。しかし、

第一回目の報告会においても議論されたように、絶えず全体的、組織的な見直しや問題点の確

認とその改善を図る必要性が強く求められていることは確かである。 

�点検・評価（��と問題点）］ 
発足間もない委員会であるが、この委員会を中心にして定期的な報告会なり研究会を組織し

て、絶えず自己点検・評価の活動を構成員に定着化させる必要がある。まだまだ組織的にこの

問題に取り組むという意識が全体のものとなっていない嫌いがある。 

�改善方策（�来の改善・改革に向けた方策）］ 
何よりもまず組織的な改善・改革の必要性を絶えず喚起する必要がある。そのためには、 

１、委員会の定期的開催およびその文書による公開 

２、定期的な報告会、研究会等の開催およびその文書による公開 

３、全学自己評価委員会との連携 

４、組織的に他大学の研究科委員会との情報・意見交換を図る体制の確立などの方策を早急

に実施して、改善・改革のための組織的体制を確立することが求められる。 

 
必��自己点検・評価の�果を基礎に、�来の充実に向けた改善・改革を行うための制�

����の内�とその活動上の��性 
�現状��］ 

文学研究科自己評価委員会が設置されて以来、委員会が問題点の精査・点検を行い、また院

生および修了者からの聞き取り調査（昨年 12 月 18 日実施５名）、修了者の現況（1978 年～2008

年までの全修了生 67 名中 49 名の情報を 2009 年９月現在確認済み）等々、基礎的なデータを収

集しているところである。これらで充分であるとは決して思われないが、しかしこれらが果た

されることにより、現在の実態を如実なものとして構成員が認識することになる。 
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［点検・評価（長�と問題点）］ 
改善・改革の方策を見出していくためにも、当研究科が抱えている問題点や現状をできるだ

け客観的に認識することがまず急務である。そしてそれをもとに組織的に検討・議論を積み上

げていく必要があろう。 

［改善方策（��の改善・改革に�けた方策）］ 
上記の問題点および収集したデータ等を報告書として公表（今年度の 10 月中を予定）して、

さらに学内の他研究科の問題点とその改善の方策を検討することによって、本専攻が他研究科

と共同して改善できる策を見出していきたい。そのためには、本学の大学院の自己評価委員の

合同会議か連絡協議会かを組織することと本学の全院生の院生会を組織する必要があると考え

ている。特に後者の院生会を組織することは、院生間の相互理解・鞭撻ばかりではなく、院生

と教員間の意思疎通を図る上で必要である。年に１回、全院生と全指導教員との会合を持つた

めにもそれは必要である。そのための準備を整えていきたい。 

 
（自己点検・評価に対する学外者による検証） 
必��自己点検・評価結果の客観�・�当�を確�するための��の��� 
［現状��］ 

残念ながら未だ学外者による検証を受ける制度的体制になっていないのが実情である。本研

究科が多くの問題を抱えていることは、長年全構成員個々には注意・注目されてきたことであ

るが、しかしそれに対して組織的に対応するまでに至らなかったことは、種々の原因があろう

が、やはり意識が低かったと思わざるを得なく、怠慢との誹りを甘受せざるを得ず、猛省が求

められる。 

［点検・評価（長�と問題点）］ 
学外者による検証は、より客観的乃至批判的な、またより広い視野からの指摘・認識が期待

される。 

［改善方策（��の改善・改革に�けた方策）］ 
早急に学外者による検証を受けるための方策を確定したい。と同時に学外者による検証を受

けるための現状の基礎データを早急にまとめて文章化することが必要であり、今学期末までに

文章としてまとめる。 

 

（大学に対する指摘�項および勧告な�に対する対応） 
必��文�科学省からの指摘�項および大学基準協会からの勧告な�に対する対応 
［現状��］ 

2001 年度の（財）大学基準協会による加盟判定審査に際し、問題点の指摘に関する助言とし

て５項目、勧告として１項目の改善に対する報告が求められた。この改善報告の勧告を受けて、

2005 年に「（財）大学基準協会加盟判定に伴う「改善報告書」」が作成され、その審査結果は「貴

大学の「改善報告書」の検討結果について（通知）」（平成 18 年３月 27 日付）としてもたらさ

れた。 

文面は以下の通りである。 

「［１］ 概評 2001（平成 13）年度の大学基準協会による加盟判定審査に際し、問題点の

指摘に関する助言として５項目、勧告として１項目の改善報告を求めた。今回出された改善報

告書からは、貴大学が、これらの助言・勧告を真摯に受け止め、意欲的に改善に取り組んでい
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ることを確認できる。また、多くの項目についてその成果も満足すべきものである。貴大学の

掲げる目的・目標の達成に向けて今後も引き続き努力することを期待する。［２］ 今後の改善

経過について再度報告を求める事項 なし 」 

このなかで、当研究科に関係するのは、問題点の指摘に関わる助言のなかの学生の受け入れ

についての指摘、つまり「文学研究科修士課程の社会学専攻および英文学専攻において収容定

員に対する在籍学生数の比率が低いので、その改善に努められたい。」という指摘である。 

この指摘を受けて、大学院レベルでまた各専攻レベルでそれぞれ院生確保のための種々の改

善・工夫の努力がなされてきた。例えば、大学院レベルでは『大学院ガイド』を作成して広報・

宣伝の一助とするなど、また英文学専攻では学内推薦入試制度の導入、近隣の前期課程のない

大学に独自の紹介・勧誘の文書を送付するなど、また中国文化専攻では積極的に当校の留学生

に対して進学を勧める等々である。 

［点検・評価（��と問題点）］ 
文学研究科自己評価委員会が昨年設置されたことは大きな前進である。今後はこの委員会を

中心にして、より組織的に定期的に自己点検・改革・改善・解決の方策が練られ、実行される

ことが期待される。しかしまだ組織的に取り組むようになって日が浅いこともあり、手探りの

現況であることも確かである。今後はこの委員会を中心にして、勧告を受けた問題ばかりでは

なく、研究科全体および各専攻の在り方をはじめとする根本的な諸問題から、個々の具体的諸

問題を点検・確認し、それを文書として公表することから始めていきたい。 

［改善方策（��の改善・改革に向けた方策）］ 
勧告を真摯に受け止めて、それなりの努力を重ねてきてはいるものの、しかしまだまだ成果

があがっていないのが現実である。今後は上記に記したようにまず問題点の洗い出しとそれに

対する解決の方策を全担当者からの意見聴取（文書による）という方法等で行い、それを集約

したものを文書として今学期末までに公表することとする。 
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��．情報公開・説明責任 

 
���目標］ 

今日の社会において、情報公開・説明責任は公的な使命・役割をもつ組織には不可欠の責務

である。それは私立学校と言えども例外ではない。こうした観点に立って、本学では、教育内

容・研究業績（研究者総覧）・事業報告書・決算関連情報・予算関連情報・学生数・教職員数・

規則集・学内施設のアスベスト含有調査結果・格付け・入試情報・入試結果などの基本的情報

を、直接のステークホルダーに対してだけでなく広く社会に対しても公開し、説明責任を果た

すべく、以下の目標を立てている。 

１．大学のもつ公的な性格に鑑み、積極的に情報を公開し、情報公開請求に対しても迅速かつ

対応することを通じて、社会に対して誠実に説明責任を果たす。 

２．財務情報については、中長期的な視点を取り入れ、大学の財務の全体的状況を容易に把握

することができるような方策を講じる。 

 
（財政公開） 
���財政公開の状況とその内容・方法の��性（大学基��ー� 表 48・表 48-2） 
�現状説明］�点�・��（長�と��点）］ 

本学院および大学の財政状況は、この数年、以下の方法により公開されている。 

１．大学の Web サイトにおいて、予算については資金収支予算書、消費収支予算書、事業計画

書、予算概要、決算については資金収支計算書、資金収支内訳表、消費収支計算書、消費収

支内訳表、貸借対照表、収益事業貸借対照表、収益事業損益計算書、財産目録、独立監査人

の監査報告書、監事監査報告書、事業報告書をおのおの掲載している。 

また、過年度分についても主な計算書類を決算については 2003 年度分から、予算については

2004 年度分から掲載しており、誰でも閲覧できるようにしている。 

２．事業報告書では、校地・学舎面積をはじめ、学生数、過去からの志願者数、入学者数、教

職員数、資金収支計算書、消費収支計算書とそれらの概要説明、貸借対照表、財産目録、過

年度からの財務比率推移表なども掲載しており、印刷物を本学のステークホルダーに配布す

ると同時に大学 Web サイトにおいても公開している。 

３．学生、本学と雇用関係にある者、または本学と権利義務関係を有する方は、希望があれば

財務課室においてより詳細な計算書類の閲覧ができる。 

４．大学については学報に掲載している。 

財政公開については、このように主として大学の Web サイトに掲載することで対応し、さら

に書類の閲覧、学内誌などにより補足できる体制をとっている。なお、決算については大学

の Web サイトの事業報告書のなかで、グラフ、図表、財務比率、推移表などを用いて概要説

明をよりわかりやすくしており、充分に社会のニーズに対応していると言える。 

ただ、概要説明については、ほぼ単年度の財政状況の内容となっており、過去からの経緯等

を盛り込んだ内容とはなっていない。現在おかれている財政公開の役割を考えるならば、今後

はそれらの部分も踏まえ、より一層の積極的な公開へと展開していくことにより、本学院の財

政状態をもっとアピールしていくことが重要である。 

���方策（��の��・��に�けた方策）］ 
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決算の概要説明については過年度からの財務比率推移の説明も盛り込み、かつ中長期的な視

点をあわせて取り入れることを検討中である。 

 
（情報公開請求への対応） 
必��情報公開請求への対応状況とその適切性 
［現状説明］ 

先述した通り、財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書および監査報告書は公開し

ているが、「私立学校法」第 47 条第２項の規定にしたがい、2005 年に「学校法人追手門学院書

類閲覧規程」を制定し、（１）学校法人追手門学院の設置する学校に在籍する生徒およびその保

護者、（２)学校法人追手門学院と雇用契約にある者、(３)その他学校法人追手門学院との間で

権利義務関係を有する者から請求があった場合には、より詳細な計算書類を財務課内にて閲覧

に供することになっている。 

［点検・評価（長�と問題点）］ 

情報公開請求に対しては、「私立学校法」の規定にしたがって適切に対応しているだけでなく、

大学の信頼性を高める機会であると捉え、できるだけ迅速かつ誠実に対応しており、問題はな

いと判断している。 

［改善方策（��の改善・改�に�けた方策）］ 

現状に特に改善すべきところはなく、この体制を維持していく。 

 
（点検・評価結果の発信） 
必��自己点検・評価結果の学内外への発信状況その適切性 
［現状説明］［点検・評価（長�と問題点）］ 

（財）大学基準協会への 2001 年の加盟申請に際して作成した「自己点検・評価報告書」は、

冊子化して学内外に発信したが、その後は、［点検・評価］［改善方策］をかならずしも伴って

いるわけではないが、教育内容・研究業績（研究者総覧）・事業報告書・決算関連情報・予算関

連情報・学生数・教職員数・規則集・学内施設のアスベスト含有調査結果・格付け・入試情報・

入試結果などの基本的情報や、地域社会への貢献などについて Web 上で公開している。一方、

各学部では「自己評価年報」を刊行し、冊子の形で学内外に発信している。 

「学校教育法」第 109 条において、教育・研究・組織・運営・施設・設備の状況について自

ら点検および評価を行い、その結果を公表することが規定されているが、現在作成している自

己点検・評価報告書のような形式のものを、現時点では、大学全体として Web 上で公開して発

信するところまでは至っていない。 

［改善方策（��の改善・改�に�けた方策）］ 
公開の対象を限定しない Web 上で公開することが、今や大前提となっているので、現在作成

している自己点検・評価報告書については Web 上で公開する。 

また、少なくとも年に一度は、全学自己評価委員会において自己点検・評価結果とともに改

善方策の策定およびその履行状況について報告し、その結果を Web 上で公開する必要があると

考えている。そのために必要な準備に早急に取りかかりたい。 

 
必��外部評価結果の学内外への発信状況とその適切性 
［現状説明］ 
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（財）大学基準協会には、2001 年の加盟申請に対して、2005 年の改善報告を行っている。（財）

大学基準協会のこれまでの評価結果については、冊子化して少なくとも教職員には目にするこ

とができるようにしている。しかし、Web 上で公開はしていない。 

���・評価（��と���）］ 
冊子による公開では公開対象が事実上関係者に限定されるので、学外への発信が十分ではな

いと考えている。学内外に十分に発信するためには、公開対象が限定されない Web での公開が

必要である。 

�改善��（��の改善・改�に��た��）］ 
今回の 2010 年の申請結果については、本学の HP 上に掲載する。 
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おわりに 

 
以上、報告書に書かれた内容は、現在の追手門学院の現状を如実に示している。 

報告内容は、（財）大学基準協会の基準となる項目にできるだけ忠実に記述したものである。

大学全体、各学部や部署による必要項目に関する現状把握、点検・評価、改善方策を示してき

た。そして、この報告書でもって（財）大学基準協会による評価を受けることとなる。勿論、

この報告書も広く一般的に公開することで、様々な対象者による評価を受けるようにしたいと

考えている。それこそ、大学という教育機関の責務であると考えている。 

最後に、大学の幾つかの課題と将来の方向について記しておきたい。 

まず、（財）大学基準協会の評価を受けるまでに、少なくとも３、４年前に仮の報告書の作成

を行った。さらに、１年前にも仮の報告書の作成を行っている。これは、単に（財）大学基準

協会の評価の準備のためだけで行われたわけではない。文字通り、自己点検をある頻度で行う

ことこそが大学評価の本来の趣旨であることを鑑み、自発的に点検・評価を行ってきている。

問題は、実質的に自己点検がそれ自体を目的化せず、自己発達が保証されるような形でなされ

てきたかが問われることとなる。本学の現実は、過去の自己点検・自己評価が将来に向けて意

味のあることとして十分に利用されたかについては、問題が残る。その反省の上に、今回の報

告書は大学人や関係者がこの報告書を共有し、大学の基本的な現状把握をこの報告書で行い、

今後の大学の方針や施策がこの大学評価の報告書に基づくことでなされるようにすることがき

わめて合理的であると考えられる。 

ところで、今回の大学評価を受けるにあたり、本学を取り巻く状況、最近の追手門学院大学

の取り組み、そして将来計画について記しておく。 

 
１�本学を取り巻く状況 

本学を取り巻く状況は、以下のように近年急激に変化してきている。 

１）少子化の影響のもと、志願者に対する入学可能者数の割合は大学・短期大学合わせて 92％

に達しているというように、文字通り大学が全入時代へ突入している。地方の大学では定員

割れが目立ち、近畿圏でも３割以上の大学が定員割れを起こしているという状況である。ま

た、私学においては主要21大学で志願者の50％以上を占めるという状況も呈してきており、

実際近畿圏では関関同立の４校で志願者確保のためにここ５年間で 20 学部ほどの新設・改組

を行っている。これらの大学また他の競合大学では教学面での改革を積極的に進めている。

学生から選ばれる時代であり、志願者確保が大変厳しい状況である。実際、本学の志願者は

1997 年をピークとして、特に 2000 年までの３年間で６割も志願者が激減し、その後も 2006

年までは年々徐々に下がり続けているという状況であり、この局面を打開するために経営面

でも教学面でも変革を必要としている。 

２）大学、短期大学への進学率が 55％を超えているというように同年齢の半数以上が高等教育

を受けるというマーチン・トロウのいうユニバーサル段階に入っていることや知識基盤社会

に対応するための人材の育成の必要性など大学を取り巻く環境の変化を受けて、中央教育審

議会は大学の機能分化を図る必要性を提言し、さらに大学教育の質の向上を図る必要性から

学士課程教育の基本的な見直しと点検の必要性も提言している。具体的には、大学とは何か
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という基本的な問いをもとに、大学の特色を打ち出し、それを学位授与の方針（ディプロマ・

ポリシー）、教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）、入学者受け入れ方針（ア

ドミッション・ポリシー）に明確に反映させるとともに、学士課程教育を組織的に運用する

ために全教職員の共通理解を SD もしくは FD を通して図ることが求められている。また、大

学教育は公的性質を強く持っていることから、ステークホルダーに対してだけではなく、広

く社会に対しても説明責任を持つことから、第三者評価などを通して、自己点検や自己評価

を絶えず行い（PDCA サイクル）、受け入れている学生に対してより質の高い教育を提供する

ことが求められている。補助金などの資金も、これまで以上に競争的な獲得が必要となって

きている。そして、競争的資金の獲得には、文部科学省の施策を何処まで履行しているかが

審査の対象にもなってきているということであり、文部科学省の施策の履行が強く求められ

る状況がある。 

３）第３は、本学の受け入れている学生の現状である。たとえば、本学教員の面談などから従

来と変わらない優れた学生がいる、潜在力を持った学生がいるという評価とともに、一方で

は予備校の調査や本学教員の面談などから学力低下、学習意欲低下、無目標を特徴とする学

生も受け入れていることも事実であり、実際本学についての予備校の評価では一般入試の絞

り込みは行っているが、入試倍率や偏差値は上がるよりは低下していること、また入学試験

の倍率は３倍が選抜できるか否かのクリティカルポイントとされるが、本学では実際に３倍

を切っている学部・学科もある。そして、ここ数年の傾向として、本学のランク（偏差値）

が低下していることが指摘されている。 

４）第４は、追手門学院大学のイメージで、本学は「特色のない大学」だという報告がある。

したがって、本学においては課題として多くの志願者から選ばれるような特色ある大学にし

て行くことが求められている。 

このような状況下、追手門学院大学が基本構想をもとにして目指すべき大学のあり方、進む

べき方向を顕然とし、それをすべての大学関係者が共有し、共に進むことが何よりも大切なこ

とである。 

 
２．問題解�の方� 
１）建学の精神に立ち返る 

大学の方向や特色を打ち出すためには、先ずは原点に立ち返ることが出発点となる。 

本学院の教育理念は、2007 年に教育構想委員会において、「独立自彊・社会有為―自由と調

和の人間教育をめざして―」と確認された。これまでも、大学では 

１ 「独立自彊の精神を有する、社会有為の人材の育成」 

２ 「礼節と秩序を重んじ、自主・自由・自立の精神のもと個性尊重の教育を行い、もって

創造性と国際感覚豊かな社会有為の人材を育成すること」 

が教育理念とされてきた。そして、大学の教育目標として、大学設置時に掲げられた目標は

以下の通りである。 

追手門学院は、幼稚園から大学・大学院までの総合学園として、以下に挙げる人物の養成を

目標とし、地域社会、国家および国際社会において、指導的役割を果たしうる人間の創造を、

その教育理念・教育方針としてきた。 

１．確固たる個性をもち、自他の人格を尊重し、節度をわきまえ、社会の秩序と平安を乱す

有形無形の暴力を排除する、勇気ある民主的人物。 
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２．美的、倫理的価値に対し、鋭敏で健康な感受性をもち、真に自由な精神と強い意志をも

った責任感のある人物。 

３．豊かな一般教養を身につけ、深く高い知識と思考力をもって、人文、社会ならびに自然

の諸科学の正しい発展に寄与できる人物。 

４．日本の歴史、文化および芸術に対する深い造詣と、母語に見識をもつ豊かな表現力のあ

る人物。 

５．国際的視野と国際的社会性、および地球的観点をもち、人類の繁栄に寄与し、社会に貢

献することのできる人物。 

ところで、自彊とは古代中国の占いの書である易経の「自彊不息」にみられる言葉で、君子

も自ら努め励み、怠ることはないという意味だとされる。独立自彊とは、自主的に意志強く自

ら努め励むことだと言える。問題は何に対して自ら努め励むのかということで、これにはもう

一つの理念である「社会有為」がきわめて重要な意味を持つ。社会のためにということがもう

一つの理念である。そして、このことは同時に他者の自主性、言い換えると他者を認めること

も意味している。本学では、社会言い換えると人を人として認め、人の役に立つように自主的

に意志強く自ら努め励むことができる人物が、人材養成の目標となっている。戦前、戦中、戦

後の学院の教育を担った八束周吉は、独立自彊・社会有為を個我（自律：自主と自覚、自律と

実践、自由と責任）と社会我（友愛：社会正義、協同奉仕、社会理想）の全き一つの完成と表

現している。誠に、達観した解釈である。 

したがって、このような困難な時期にあってはなおさら建学の精神、教育理念に今一度立ち

戻り、本学の教育の原点に戻って大学のあり方を考えることが意味のあることだと考えられる。

そのためには、大学の構成員である教職員や学生、さらには保護者が建学の精神を共有するこ

とが必要となる。 

 
３．�年の大学の取り組み 

今日の大学を取り巻く状況は、本学の大学のあり方を問われていると考えられる。それを受

けて、大学ではこれまで次のような取り組みを行ってきた。 

１ 先に述べたように、建学の精神は私学の教育のよりどころであるとともに、困難な状況の

時こそ建学の精神に立ち戻ることが意味のあることである。学院創設 120 周年に向けて学院内

の各校園で微妙に違っていた教育理念を教育構想委員会を立ち上げて調整を行い、統一的な教

育理念の確立を図った。さらに、建学の精神を基に学院としてのまとまりを持たせるために学

院開闢以来初めてとなる「学院の教育理念と歴史」に関するシンポジウムをここ３年間で３回

にわたり行ってきた。学院内の建学の精神の共有化にむけて貴重な取り組みである。 

２ ガバナンスの構築 

学院のガバナンスの確立に向けて、幾つかの改革を行ってきた。理事会改革、理事長の常任

化、常任理事会の役割の強化、学院・大学の組織の変革、執行役員制の導入などである。私学

法の改正に伴い経営と教学との調和を図るために、理事会の改革を行ってきた。経営と教学と

は大学においての両輪である。その調和こそが重要な意味を持つ。しかし、この調和に関して

は、それぞれの大学の特性を勘案しながら行われるものでもある。絶対的に善しとされる体制

は今のところまだどの大学においても確立はされていない。状況により当然変化する。本学の

理事会改革、理事長の常任化、組織の改編、執行役員制の成否については今後の評価を待たな

ければならない。大事な点は、絶えず見直し、改革をし続けることである。このことが、大学
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評価の原点なのである。 

３ 学院と大学の将来計画 

創立 120 周年の記念式典において学院と大学の将来計画のアウトラインを策定し、発表した。

次に、学院と大学の将来計画について記す。 

追手門学院の３つの基本目標は、以下の通りである。 

I．学院の教育理念にもとづく魅力ある私学教育の実現 

II．全校園での教育力の向上・教員の意識改革 

III．学院財政基盤の強化 

そして、学院の将来計画としては、以下の通りである。 

１ 教育改草の推進 

２ 大学評価・学校評価への積極的対応 

３ 学院内の連携・交流活動の推進、学院一貫教育への取組み 

４ 新規教育事業の検耐 

５ 教聴員の能力開発の推進、教職の協働 

６ 地域連携・産官学連携、社会貢献活動の推進 

７ 学院内情報システムの整備 

８ ガバナンス機能の整備、組織体制の見直し 

９ 社会的責任体制、コンプライアンス体制の確立 

10 卒業生者ならびに保護者との連携強化 

11 追手門ブランドの確立、募集力の強化 

一方、大学の将来計画としては、以下の通りである。 

本学は、新たな総合的教養教育システムの構築を通じて、社会人基礎力の育成・強化を図り、

学生にとって自分の居場所になる学生中心の大学づくりを目指すとともに、研究活動の活性化

と研究成果の社会的還元を追求する、魅力的かつ特色ある文系総合大学をめざす。具体的には、

以下の項目が挙げられている。 

１ 追大型教育システムの開発・展開 

・教養教育と専門基礎教育の確立 

・初年次教育・導入教育の充実 

・キャリア教育の充実 

・学習情報支援システムの整備・強化 

・少人数授業（演習）の充実 

・体験型授業の多角的展開 

・外国語学習の充実 

・教育の質の向上・FD 制度の確立 

第三者評価の積極的活用 

教員評価制度目導入 

授業公開の拡大・充実 

授業アンケートの改善・活用 

２ 学生中心の大学づくり 

・自分の居場所になる大学づくり 

・豊かな人間性を育む交流空間の創造 
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・学習支援システムの充実 

・課外活動の活性化 

・学生ボランティア活動の支援強化 

・健全な心とからだの育成支援体制の整備 

・社会人基礎力の育成支援 

・国際交流活動の推進 

・外国人留学生の支援充実 

・同窓会活動の支援 

３ 教育・研究活動の活性化と研究成果の社会還元 

・研究支援体制の確立 

・大学院教育の充実と再構築 

・外部資金の獲得 

・研究所活動の活性化 

・高大連携・企業連携の推進 

・社会人リカレント教育の充実 

・生涯学習機会の提供 

・出版・講演活動を通じた社会還元 

・地域社会への貢献 

中長期の計画についての詳細は、今後詰めて行くことになる。 

その後、大学においては 2009 年５月に大学の将来計画説明会を開催し、大学の今後の方向性、

また各学部の将来計画、大学院の各研究科の将来計画について説明がなされた。この説明会も、

開闢以来初めてのことであった。今後は、大学の将来計画について年次計画や予算の策定など、

履行の準備を進めて行くための手順を進めて行くこととなる。 

４ 教学改革 

全学的なカリキュラムの改革を目指して、カリキュラム改革委員会が再開された。また、全

学 FD 推進委員会も設置された。大学として最低限備えていなければならない機能を充実させる

ことは重要なことである。すべては、教育内容、方法に関して本学の独自の基準である追手門

スタンダードを確立することである。そのためには、教育の目的、めざす知識、能力などの追

手門学院大学の学士力の明確化、教育内容の点検、カリキュラムの点検、学習支援のあり方の

点検などを行う必要がある。さらに、GPA の導入、セメスター制など教務上の制度の整備の検

討も必要である。また、キャリア教育の充実も重要なことである。従来大学に課せられていな

かった、人間性などの要素を持った社会人力の育成や、人生や生き方を背景に学びを考えるキ

ャリア教育の整備も課題である。 

さらに、国際教育の充実も課題である。本学の教育目標にもあるように、国際化は学生の生

きる可能性を広げるとともに、視野を広げ、世界に役に立つ人材の養成につながることとなる

からである。 

追手門学院大学は、学生中心の大学として、学生の心に届く教育、保護者が安心して任せら

れる大学、企業から信頼される大学、社会から求められる大学という責任を果たす大学として

機能し、また新たな時代に新たな大学の可能性を提案できる大学を目指して、努力を惜しまな

い。その第一歩が、この大学評価なのである。絶えざる自己評価と他者評価をもとに、追手門

学院大学が大きく飛躍することを願うものである。 
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委 員 石王 敦子（心理学研究科長） 

委 員 正信 公章（文学研究科長） 

委 員 小谷 泰三（法人事務局長） 

委 員 三﨑 一明（経済学研究科自己評価委員長） 

委 員 金川 智惠（経営学研究科自己評価委員長） 

委 員 東  正訓（心理学研究科自己評価委員長） 

委 員 武田 秀夫（文学研究科自己評価委員長） 

委 員 中井  隆（学長室事務部長） 

 

��事務部局自己評価委員� 

委 員 長 中井  隆（学長室事務部長） 

委 員 鈴木 俊哉（総務課長） 

委 員 湯浅 圭悟（人事課長） 

委 員 浮田 勝弘（財務課長） 

委 員 野出 靖宏（管財課長） 

委 員 岡本 一美（事務システム運用担当課長） 

委 員 斎藤 武司（監査室事務長） 

委 員 柴野 陽一（庶務課長） 

委 員 坂口 伊知郎（教務課長） 

委 員 今尾 充良（入学試験課長） 

委 員 平川 正人（学生課長） 

委 員 立石 正彦（キャリア開発課長） 

委 員 仲西  章（総合情報教育センター事務長） 

委 員 喜多  博（国際交流教育センター事務長） 

委 員 高畑 悦子（図書館事務長） 

委 員 榎並 基仁（総務課係員） 

委 員 髙田 雄一郎（学長事務室事務長補佐） 

委 員 永曽 和美（入学試験課長補佐） 

 

���学自己評価委員�・事務局（�学学長室 学長事務室） 

学 長 室 長 重松 伸司（副学長） 

学 長 室 事 務 部 長 中井  隆 

学長事務室事務長補佐 髙田 雄一郎 

学長事務室事務長補佐 橋本 智子 

学長事務室事務係長 石田 弘樹 

学長事務室事務係員 竹内 美砂子 

学長事務室事務係員 松本 三平 

学長事務室事務係員 三橋 秀子 

学長事務室事務係員 森田  学 
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学部の自己点検・評価に関する組織体制

大学院研究科の自己点検・評価に関する組織体制
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