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序章.doc 

序 章 

 この自己点検評価報告書は、本学における自己点検評価の作業報告書の第6冊目にあたる。

『現状と課題－自己点検・自己評価に向けて－』（1994年10月）にまとめられた第一回目の

点検評価は、1991年の設置基準の大綱化において努力義務として取り入れられた自己点検

評価に積極的に対応しようとして先駆的に行われたものであった。大学の理念・カリキュ

ラム・教職課程・学生生活・授業評価・図書館の6項目と教員の過去5年の研究業績からな

る限定的なものであるが、大学開設からの4年間と設置基準の大綱化を受けての大幅なカリ

キュラム改革後の2年間を総括したものであった。本学はこの点検評価を踏まえて、大学基

準協会に加盟申請を行い、1995年4月1日付で大学基準協会維持会員として登録を認められ

た。 

 第2回の『現状と課題－自己点検・自己評価に向けて－』（1997年3月）は大学・短期大学

をひとつにまとめた報告書であり、1994年度から1996年度前半にいたる恵泉女学園の高等

教育部門の改革の動きの点検・評価である。1993年6月に短期大学教授会は4年制大学化を

決議し、同年11月に学園長の下に高等教育将来計画委員会が設置され、その議論を経て、

大学教授会が短期大学と協力して改革構想の検討を行うことを確認して着手された。 

 第1回の自己点検評価後、本学は自己点検評価をほぼ2～3年ごとに行うことを予定してい

た。しかし、この第2回目の点検評価後は、短期大学と大学の統合の作業に学内の労力は注

ぎ込まれ、自己点検・評価作業は短期大学と大学の統合作業に包含され、結果として短期

大学英文学科の改組転換による1998年の国際社会文化学科の開設、2001年の園芸短期大学

からの編入生の受入が可能な人間環境学科の開設、大学院人文学研究科修士課程の開設に

つながった。 

この改組転換の作業が一段落した2000年度後半にようやく第3回目の自己点検評価作業

が開始され、2001年8月に自己点検評価報告書として完成した。この報告書をもとに本学は

ようやく大学基準協会の相互評価を申請し、2002年3月8日付で相互評価認定を受けること

ができた。 

しかし、この2001年度は本学の更なる改革の幕開けでもあった。2001年度入試において

初めて定員割れを起こし、その抜本的な対応策の検討が必要となったのである。また、園

芸短期大学の志願者減少による廃止決定と入学定員を放棄した上での教員の大学への移籍

を理事会が決定したことである。この結果、本学は大規模な組織の改編を検討することと

なり、全学を挙げて改編作業に取り掛かることとなったのである。さまざまな意見の対立

と調整が、原案の作成と否認、改革本部の再編成など苦難の過程を経て、2005年4月の2学

部5学科化、2007年4月の大学院の2研究科化によって完成した。 

この間、本学は全教職員が改革作業に追われ、自己点検評価を行う余力は残っていなか

った。他方、2004年度より学校教育法によって定められた認証評価制度にできるだけ早く

対応しなければならないとの思いは大学執行部にも強くあり、2学部化後1年を経て、でき
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るところから自己点検評価に着手することとなり、2006年度に学科と事務局を主体とした

部分的な自己点検評価が実施され、これが第4回の報告書『2006年度 点検・評価報告書（現

状と課題）』となった。続いて2007年度には全学的な自己点検評価が実施された。この自己

点検評価をもとに本学は大学基準協会による大学評価を受け、認証評価に対応することを

目指したが、時間的な制約もあり、大学基準協会の求める自己点検評価を実施することが

できず、本学独自の自己点検評価にとどまった。『2007年度 点検・評価報告書（現状と課

題）』である。 

2009年度の自己点検・評価は2008年度3月の大学評議会で実施が確認され、第1回目の委

員会を2009年5月7日に開催し、大学基準協会による大学評価を受けることを前提に自己点

検評価を行うことと、「自己点検・評価委員会規程」第7条に従い、具体的な実施を学内各

委員会に委任すること、その結果を委員会としてとりまとめ、自己点検・評価とすること

を確認した。自己点検評価委員会のメンバーは学長、学部長、研究科長、学生部長、入試

部長、図書・情報委員長、宗教委員長、合同教務委員長、事務局長・事務局次長、教育研

究支援センター長であるが、自己点検評価をより効果的に行うために、各学科の主任をこ

れに加え点検作業を開始した。 

5月25日に大項目ごとの目標の確認を該当する部局・委員会の責任者に対して求め、更に

6月4日に全学に対して自己点検評価説明会を開催し、自己点検評価活動の実施方針と作業

方針の説明確認を行った。続いて、部局・委員会等での確認をうけた到達目標の提出（6月

19日）をまとめ、これを6月25日開催の第2回自己点検評価委員会で確認し、全学に公開し

た。また、この間研究教育業績の追加（2009年5月1日現在）を全教員に求め、大学基礎デ

ータ作成を事務局に求めた。また、全教職員に対し本学の教育研究活動の全般に関して自

由な改革の提言を求めた。 

第3回自己点検評価委員会は7月31日に開催され、全学の到達目標・大学基礎データ・教

員の教育研究業績をもとに、部局・委員会ごとに自己点検評価の具体的作業を行うよう要

請し、9月4日に各委員会からの原稿が自己点検評価委員会に提出された。自己点検評価委

員会は作業部会を設け、教職員からの改革提言とこの原稿を大学基準協会による「大学評

価」の求める点検項目等の視点から確認し、9月24日に各委員会に原稿の追加訂正の依頼を

行った。各部局・委員会ではこの依頼に対し、追加訂正作業を行い、10月末日に第2稿が提

出された。 

自己点検評価委員会はこの第2稿に対して順次原稿の調整・統一作業を行い、第4回自己

点検評価委員会を12月17日に開催して、これを自己点検評価報告書案として全学に対して

公開し、全教職員に対して確認作業を求めた。その後、12月24日までに提出された意見を

考慮して、12月28日の第5回自己点検評価委員会で自己点検評価報告書として確定させた。 

本報告書は大学基準協会の「大学評価」ハンドブックにおける章立てに準拠しているが、

小規模な大学であり、学部・学科、大学院等が一体となった運営をしており、個別項目ご

とに学部、学科、研究科と書き分けることが難しい部分も多かった。できるだけ詳細に叙
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述したつもりであるが、叙述の重複を避けるために学部・大学院を合わせて書き込んだ部

分もある。ご容赦いただきたい。 

 

18歳人口の減少、4年制大学の増加、経済不況などの社会的要因から、本学も改編に次ぐ

改編の時代を歩んでいる。その中にあって自己点検評価は改革の方向性を示すものとして

機能してきた。今回の自己点検評価もそれを目指すものであるが、何よりも今ある位置の

確認に最大の主眼が置かれている。時代の流れに流されるのではなく、本学が目指す「真

理と平和を愛し、国際的視野に立って文化の進展と社会の福祉に貢献する有為な女性の育

成」を行うために、着実な教育研究と改革を進めて行きたい。 
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第 1 章 理念・目的 

 

第 1 項 理念・目的等 

 

・大学・学部・大学院研究科等の理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の

適切性 

 

【現状の説明】 

 

（１）恵泉女学園と恵泉女学園大学 

恵泉女学園大学を設置する学校法人恵泉女学園は、「キリスト教信仰に基づき、創立者河

井道が提唱した教育理念を確実に継承・発展させ、神と人とに仕え、自然を慈しみ、世界

に心を開き、平和の実現のために貢献できる女性を育成する」ことを使命として 1929 年に

普通部（5年制の高等女学校）として設立された。 

河井道は恵泉女学園教育において「聖書」「国際」「園芸」の三教科を統合的に学ぶ人間

教育を行うという独創的な女子教育のヴィジョンを展開した。 

 

先ず、第一に聖書に基づき、神を畏れ、人を愛し、いのちを育むことを学び、このキリ

スト教教育理念を世界平和と恵泉の園芸の基礎とすること。 

そして、第二に平和な社会を創り出していくために、女性の貢献が重要であるとの自覚

を持って、さまざまな分野で平和のために奉仕する女性を育成すること。 

第三に、額に汗して土に親しみ、植物を育て、いのちを慈しみ、花のある生活を築いて

いく女性を育成すること。 

 

1935 年には 2 年制の「留学生科」が開設され、主として日系アメリカ人二世を受け入れ

ている。この留学生科は 1940 年の太平洋戦争開始とともに廃止せざるをえなくなったが、

日米戦争直前の時期に、あえてこの科を開設したことは、河井がいかに国際理解のために

努力したかを証するものとなろう。 

 「聖書」「国際」「園芸」を建学の理念として女子の教育を遂行するという学園の目的は、

恵泉女子農芸専門学校の開設（1945 年）から、戦後 1947 年に恵泉女学園専門学校（英文科・

農業科）の開学、1950 年の短期大学（英文科、園芸科）の開学へと展開されていった。こ

の間、河井が教育刷新委員会のメンバーとして、戦後における女子高等教育の向上のため

短期大学制度の創設に貢献したことは注目に値しよう。 

 その後、短期大学英文科は英文学科に改称され（1970 年）、園芸科は園芸生活科（1965

年）を経て園芸生活学科に改称された（1973 年）。 

 恵泉女学園大学は、この恵泉女学園の教育の伝統の上に、1988 年多摩市南野に収容定員

640 名の人文学部のみの単科大学として設立された。 
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（２）「聖書」「国際」「園芸」 教育の新しい展開を目指して 

＜いのちの教育＞ 

恵泉女学園大学にも「聖書」「国際」「園芸」の三教科に示された具体的な教育内容は、

学園の教育の伝統として受け継がれ、これらを学ぶことによって、自己を確立し、国際的

な視野に立ち、自然を慈しみ育てる女性を育成している。学則第1条に「本学は福音主義キ

リスト教の信仰に基づいて、女子に高等の教育を授け、専門の学術を教授研究し、もって

真理と平和を愛し、国際的視野に立って文化の進展と社会の福祉に貢献する有為な女性を

育成することを目的とする」と定めているとおりである。 

このような建学の精神をふまえつつ、恵泉女学園創設後 80 年を経た現時点で、私たちは

伝統的な三つの柱として受け入れられてきた「聖書」「国際」「園芸」の教科内容を時代の

要請に沿って「いのちの教育」として新しく把握し直すことにより、社会的にもより良く

理解される人間形成を実践していきたいと願っている。 

 

すなわち、第一に、「いのちのルーツ」としての聖書が示す「真理」を謙虚に探求するこ

とによって、一人ひとりが個性を輝かせ、各人のいのちを真に充実させること。 

第二に、「いのちを支えあう」ための国際理解と平和を学ぶことにより愛と奉仕の精神を

養うこと。 

第三に、「いのちを慈しみ育てる」ために自然と共生し、Agro-ecology の観点からの食農

教育を目指す生活園芸の実習を行うこと。 

 

このような「いのちの教育」こそは、伝統的な「聖書」「国際」「園芸」教育に対応しつ

つ本学における人間形成の新たな教育理念となるべきなのである。 

かけがえのない「いのち」が、現在ほど脅かされている時代はない。この時にあたり、

キリスト教精神に基づいた真の「いのちの尊厳」を守り、日本国憲法と、国連・世界人権

宣言により示されている「基本的人権」が尊重される時代を作り出すべき教育を「いのち」

に焦点を合わせることによって更に力強く本学において展開する責任と使命を私たちは担

っているのである。 

国の内外でキリスト教女子教育及びエキュメニカル（全世界教会的）な学生運動と平和・

国際教育の展開に大きな役割を果たした学園創立者河井道のキリスト教信仰と、それに基

づいた女子教育への情熱と、平和への願いをふまえ、一層豊かに本学における教育の伝統

をふまえた新しい発想での「いのちの教育」を展開すべき時が来ている。 

 

＜平和を目指す女性の大学＞ 

1988 年の恵泉女学園大学の大学開学・入学式において、村井資長初代学長は次のように

語った。 

「この大学が将来、見事に花開き、日本だけでなく、世界の人々からも、注目されるユ
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ニークな、立派な学園に成長していくことを念願している」。そして「キリスト教精神を基

盤に、世界に開かれた人間、世界平和に貢献する女性を育てていこうというのが河井先生

の理想である」。 

本学の開学にあたってのこのような願いは、大学の 22 年に及ぶ歴史的発展の中で、必修

科目として全学生によって履修されてきた「キリスト教学入門」「平和研究入門」「生活園

芸 I」によって着実に実現されつつあるといえよう。 

「キリスト教学入門」においては、広く西欧的文化の基層となっているキリスト教を多

文化社会を理解するための手がかりとして学び、文学、歴史、女性、国際関係など様々な

視点からキリスト教を捉える関連科目とも連携させ、「いのち」と「人間」の本質や心理に

ついて深く考えることを目的としている。 

「平和研究入門」については、世界の戦争や暴力、不公正や貧困の現実を直視し、平和

を実現する方法を具体的に考え、海外の諸国での体験学習などを通して「いのち」を支え

あうことを学ぶことを意図している。長期・短期のフィールドワークでの研究・調査をふ

まえ、このような平和への多面的なアプローチは、本学における平和教育の特色となって

いる。 

更に「生活園芸」では、キャンパスに隣接した広大な教育農場で、農薬や化学肥料を使

用しない有機園芸の実習を行い、グループワークを通し、自分の手で育てた花や野菜を収

穫し「いのち」を育む困難さと喜びとを体感し、その感動を家族や友人、知人と分かち合

い、更に地域社会とのコミュニケーションへと発展させることを意図している。 

一人ひとりの心を豊かにし、天地の創造主としての神の支配と人と人とのつながりの輪

を広げていく生活園芸には恵泉園芸教育の特色が現れている。 

かつて、村井資長初代学長が、恵泉女学園大学の目指すべき理念として、次の三つのこ

とを訴えた点にも注目したい。 

 第一に、学問の出発点は、考えること、疑問を持つこと、批判することにあるとして、

真剣に自分で考え活発に教室で討議しあう「考える大学でありたい」と述べられたことで

ある。 

 第二には、平和と共存を担いうるものとして社会で活躍する女性を育てる大学、すなわ

ち「平和をめざす女性の大学」であるべきだと語られた。 

 そして、第三に、地球規模でものを考え、欧米はもちろん特にアジアに焦点をあわせた

文化や言語を学べる「地球大学」でありたいと訴えられた。 

 本学は、1988 年の開学当時には人文学部だけの 1学部 2学科から、2005 年には恵泉女学

園短期大学を統合して人間社会学部を加え、2学部 5学科へと新たな成長を遂げた。 

すなわち、人文学部に「英語コミュニケーション学科」「日本語日本文化学科」「文化学

科」、人間社会学部に「人間環境学科」「国際社会学科」を設置し、内容的にはこれらの開

学時の提言と期待に沿った大学教育を一層充実させつつある現状については、本報告書の

関連各章に詳細な記載がなされる。 

なお、現在大学院は人文学研究科と平和学研究科からなる。平和学研究科が日本の大学
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院で最初の「平和学研究」の名称のついた本学にふさわしい大学院となった。 

  

＜社会的評価の事例―特色ある大学教育支援プログラムへの選定＞ 

近年、私たちの大学での 20 年間にわたる、このように蓄積してきた研究と教育のプログ

ラムの展開のユニークさがマスメディアでも注目を浴び、社会的にも評価されている。 

 特に本学は、人間社会学部のイニシアティブによる「専門性を持った教養教育としての

体験学習（2006 年度）」及び全学の取り組みとしての「教養教育としての生活園芸（2007

年度）」をテーマにした教育課程・方法等の工夫改善についての教育の展開を、文部科学省

の「特色ある大学教育支援プログラム（特色ＧＰ）」に申請し、2 年連続で選定を受け、同

省からの大学改革推進等補助金を獲得できた。 

これは、本学での教育の取り組みが、日本の国公私立諸大学の教員をはじめとした有識

者委員からなる「特色ある大学教育支援プログラム実施委員会」によって高く評価された

からであり、私たち一同にとって大きな喜びとなった。 

 更に、2009 年度には、人文学部の教職課程の学生たちを中心とした恵泉地域言語活動研

究会（Keisen Angels）による教育プロジェクトが文部科学省の「大学教育・学生支援推進

事業」（学生支援推進プログラム）に選定されたことも、本学教職員・学生一同にとって大

きな喜びであった。 

 このようにして、本学の建学の精神に沿った教育の使命と理念が、社会と自然における

「いのち」に焦点を合わせた本学の大学教育において、「聖書」「国際」「園芸」を学ぶこと

により豊かに実りつつあり、国内はもとより国際的にも極めてユニークな展開がなされて

いることを強調しておきたい。 

 

 本学園創立者・河井道の「いのち」の「恵みの泉」への思いをこめたことばを、その著

書から引用して本学の理念のまとめとする。 

「誰も泉を作ることはできない、それは創造主からの賜物である。わたしの学校もその

通りである。生命の泉から湧きあがる恵みの賜物であらせたい」（『わたしのランター

ン』p.282, 1939） 

 

（３）学士課程 

＜学部の沿革と構成＞ 

人文学部は 1988 年 4 月の大学創立時に本学唯一の学部として開設された。当時人文学部

は日本文化学科と英米文化学科の 2 学科から成り立っていたが、このほかに両学科に所属

せずに教養教育を担当する複数の教員が配置されていた。これらの教員は 1992 年のカリキ

ュラム改革のときに日本文化学科と英米文化学科に吸収された。1998 年 4 月に短期大学英

文学科を包摂することになったため学部改編を行い、国際社会文化学科を新設した。また

2001 年 4 月に園芸短期大学からの編入生受け入れが可能な人間環境学科を新設した。これ

以後 2005 年まで人文学部には 4学科が置かれた。2005 年 4 月の大学改編で人文学部・人間
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社会学部の 2 学部制をとることになった。人文学部では従来の日本文化学科・英米文化学

科が廃止され、日本語日本文化学科・英語コミュニケーション学科・文化学科の 3 学科が

新設された。人文学部はこの 3 学科体制で現在に至っている。2005 年の改編で国際社会文

化学科は改廃によって国際社会学科となり、人間環境学科とともに人間社会学部に所属す

ることになった。 

 

＜人文学部：教育研究目的と学部の存在意義＞ 

今日の世界ではグローバル化が進行する一方で、文化・宗教・価値観の摩擦や環境問題

をめぐる立場の違いが明らかになり、一面的な見方では解決できない諸問題が多発してい

る。このような状況を背景として、自国語はもとより外国語もある程度使いこなせる言語

的能力と、専門領域に根拠を置きつつ、他の領域についても豊かな教養に支えられた洞察

力を持ち、柔軟に問題の解決方法を考える能力がますます重要になってきており、そのよ

うな能力を持つ人材への社会的需要が高まっている。人文学部は以上のような認識に基づ

き、「言語文化を深く理解すると同時に実践的な言語運用能力を習得し、幅広い教養を身に

付け、これらを基礎として人文学の諸領域における専門的な知識を有した人材を育成し、

それを通じて地域社会・国際社会に貢献することを教育研究上の理念・目的としている」（学

則第 1条の 5）。 

このような教育研究上の理念・目的をふまえて、人文学部が担う機能と特色としては、

私立大学の特性を生かしつつ、中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」が提言

する「高等教育の多様な機能と個性・特色の明確化」における「幅広い職業人養成」およ

び「総合的教養教育」の機能を重点的に担うことを特色としている。各学科における人材

養成の目標は学則第 1条の 5第 2項～第 4項に定められている。（2009 年 9 月に各学科にお

いて確認されたアドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリ

シーもあわせて記す） 

 

＜日本語日本文化学科の教育研究上の理念・目的と人材養成の目標＞ 

本学科は日本語学、日本文学、日本史、日本美術史、社会学等を中心的な学問分野とし

て、日本の文化に関する専門的知識と高度な日本語運用能力を持つ人材の養成を目的とす

る。厳密な意味のコース制を取らないが、2005 年の新設以来、本学科での学習内容を「日

本語」、「文学・文芸創作」、および「日本文化」の 3領域に大別し、それぞれの領域で特色

ある教育を目指している。「日本語」では日本語に関する学問的な知識の習得や理解を基礎

としつつ、それらを活用する能力の涵養を目標とする。日本語教員養成を通じて社会に貢

献することは目標の一つである。「文学・文芸創作」では日本の古典文学・近現代文学につ

いて専門的に学ぶと共に、自ら表現する力を養成することを目指す。「日本文化」では歴史・

宗教・美術・メディアなど多面的に、日本文化に関する基本的理解と特定分野における専

門知識の習得を目指す（学則第 1 条の 5 第 2 項）。日本語と日本文化に関する専門知識の

習得を旨とする本学科では、中学校・高等学校の国語教員養成を通じて教育の成果を社会
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に還元することも目標の一つである。 

＜ディプロマ・ポリシー＞ 

①日本語と日本文化の特徴について深く理解し、国内外に発信できる人材を養成する。 

②日本の歴史や古典文学や美術などに関する幅広い知識を有し、国際化時代に通用す

る教養人を養成する。 

③高度な日本語能力を身につけ、教育や創作表現などを通じて社会に貢献できる人材

を養成する。 

＜カリキュラム・ポリシー＞ 

①「日本語」、「文学・文芸創作」、「日本文化」についての基礎的な、さらには専門的

な知識を習得する。 

②少人数のゼミに所属することで、自主的な調査能力、問題提起能力、プレゼンテー

ション能力を養う。 

③「日本」の枠組みを超えた幅広い知識を習得することによって、日本語と日本文化

を相対化する視点を養う。 

＜アドミッション・ポリシー＞ 

①日本語と日本文化について学ぶことを強く希望し、 

②国際化時代に通用する幅広い教養を身につけることを望み、 

③教育や創作表現を通じて社会に貢献したいと考える学生。 

 

＜英語コミュニケーション学科の教育研究上の理念・目的と人材養成の目標＞ 

現代社会において国際語としての英語の重要性はますます増大しており、英語によるコ

ミュニケーション能力は国際的な活動のために不可欠の要件になっている。このような認

識に基づき、本学科は英語運用能力と英語圏の文化に関する知識を有し、国際社会で活躍

できる人材の養成を目的とする。本学科でも厳密なコース制はとらないが、学習内容を「英

語コミュニケーション」、「英語の言語芸術」、「英語教育」の 3 領域に大別し、それぞれ特

色ある教育を行うことを目指す。「英語コミュニケーション」では実際の社会や生活に即し

た英語コミュニケーション能力を習得するとともに、通訳・翻訳の理論や方法論を学び、

高度な英語表現技法を身に付けることを目指す。「英語の言語芸術」ではイギリス文学、ア

メリカ文学、英米の演劇などを中心として、英語による文学・芸術に関する専門的知識の

習得を目指す。「英語教育」は中学校・高等学校の英語教員養成ならびに、近年必要とされ

てきた小学校などの児童・生徒に英語を教えるための知識・技能の習得を目標とする。 

＜ディプロマ・ポリシー＞ 

 ①世界の人々と英語でコミュニケーションをとることができる。 

②運用能力の正確さと感性の豊かさの両方を備えた英語を使うことができる。  

 ③世界の人々と相互に理解しあい、共感しあえる能力と態度を身につけることができ

る。 

＜カリキュラム・ポリシー＞ 
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①英語コミュニケーション能力に重点を置く。 

②2年－4年を通して 3領域から人間・言語・文化・社会について学ぶ。 

＜アドミッション･ポリシー＞ 

  ①英語に興味・関心を持ち、一生懸命に英語を学ぶ姿勢がある学生。 

②人と人とのコミュニケーションを大切にし、その実践に取り組もうとする意欲のあ

る学生。 

 

＜文化学科における教育研究上の理念・目的と人材養成の目標＞ 

グローバル化の進行にともない、地域や国家を横断する多文化交流が展開する一方で、

文化・宗教・価値観の摩擦も多発している。これに対応して本学科では、異質な文化的背

景を持つ人々との相互理解や共生の実現に貢献し、国際社会や多文化を包含する地域社会

で活躍できる人材の養成を目標とする。本学科でも厳密な意味でのコース制はとらないが、

時間軸においては共時的・通時的、空間軸においては欧米・アジアに大別して、「文化領域」、

「アメリカ・ヨーロッパ」、「アジア」、「文化史」の 4 領域を置き、それぞれ特色ある教育

を目指す。「文化領域」では国や民族などの“境界”を超える宗教・文化の交流についての

理解を目標とする。「アメリカ・ヨーロッパ」では美術・宗教・社会などの視点からヨーロ

ッパおよびアメリカ大陸の文化に対する専門知識の習得と全般的なこれらの地域文化の理

解を目指す。「アジア」では思想・宗教・社会などの視点から東アジアと南アジアの文化に

対する専門知識の習得と全般的なこれらの地域の文化に対する理解を目指す。「文化史」で

は各地の社会・美術・文学・宗教の形成と展開を歴史的に把握し、文化の重層性に対する

認識を目指す。 

＜ディプロマ・ポリシー＞ 

①本学の教育理念への理解と習熟、そして大学教育を受けたものとして相応しい知識

の習得をなすこと。 

②多様な文化領域ならびに文化史への理解と特定の文化領域ならびに文化史に対する

高度な知識を獲得すること。 

＜カリキュラム・ポリシー＞ 

①1 年次 大学教育への導入として少人数制による教養基礎演習の展開と大学での学

習に必要とされる知の技法の獲得を目指し、文化領域・文化史に対しての基礎的理

解の育成に努め、第一、第二外国語の積極的履修を奨励する。 

②2年次 オムニバス授業、文化史基礎研究、文化史基礎演習、関連科目の履修などを

通して、できるだけ多様な文化領域・文化史への関心と理解を育成するとともに文

化学方法論の習得を目指す。基礎講読科目においては文献へのアクセス方法ならび

に読解法の習熟を目指す。また必要とされる第一、第二外国語の積極的履修と習熟

を図る。 

③3年次 研究領域の確立と卒業研究への準備期間とし、研究領域における方法論の確

立と研究領域に必要とされる関連・展開科目の履修を奨励する。 
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   後期において、ゼミ論文を課し、卒業研究へのスムーズな移行を図る。 

④4年次 卒業研究の継続的、積極的取り組みを奨励し、ゼミ論文または卒論を作成す

る。 

＜アドミッション・ポリシー＞ 

①大学教育において必要とされる基礎的な学力を有するもの。 

②国または地域における文化に対する豊かな関心と理解をもつもの。 

③高等学校教育課程における外国語ならびに地理歴史、または公民などを履修し、適

切な成績を収め、それらの教科に対して深い理解と関心を持つもの。 

④入学後、文化学科での学習において積極的な姿勢が見込まれるもの。 

 

＜人間社会学部：教育研究目的と学部の存在意義＞ 

現代社会は、政治と経済の両面でグローバル化が進行する反面、民族・地域紛争の頻発、

南北格差・南南格差の拡大、地球環境の悪化、更には身近な人間同士のコミュニケーショ

ンの欠如、男女間の不平等や差別などのさまざまな問題に直面している。このような状況

を前にして、人間社会学部においては、「幅広い教養と豊かな人間性を身につけて、現代社

会で生起している現実の社会問題を的確に認識するための基礎的な知識と応用的な能力と

ともに、主体的に変化に対応し得る幅広い視野や総合的な判断力、実践的な問題分析能力

や課題解決能力を兼ね備えた人材の養成を目指すことにより、平和及び地域社会・国際社

会への貢献を果たすことを教育研究上の理念・目的としている」（学則第 1条の 6）。 

このような教育研究上の理念・目的をふまえて、人間社会学部が担う機能と特色として

は、私立大学の特性を生かしつつ、中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」が

提言する「高等教育の多様な機能と個性・特色の明確化」における「幅広い職業人養成」

及び「総合的教養教育」の機能を重点的に担うことを特色としている。各学科における人

材養成の目標は学則第 1条の 6第 2項・第 3項に定められている。（2009 年 9 月に各学科に

おいて確認されたアドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポ

リシーもあわせて記す） 

 

＜国際社会学科の教育研究上の理念・目的と人材養成の目標＞ 

国際社会に生じる諸問題は多様化・多層化しており、特定領域の専門分野における基礎

的な知識や能力の習得に加えて、変化に対応し得る幅広い視野や総合的な判断力、実践的

な問題分析能力や課題解決能力が問題の解決に必要となっている。本学科は、社会学、経

済学、政治学に加えて歴史学、人類学、地理学、宗教学を中心的な学問分野として、国際

社会に関する基礎的な知識と能力の確実な習得とともに、関連する隣接諸分野の基本的な

知識を習得することを通して、基幹分野を横断的かつ総合的に学ぶことを目的とし、これ

によって、人間と社会との関わりや国際社会の仕組みなど、国際社会を総合的な視点から

捉えることのできる人材の養成を目標としている。 

＜ディプロマ・ポリシー＞ 
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①複合的な視点で国際問題を理解・分析できる人材を育てる。 

②人権や平和に対して高い意識をもった人材を社会に送り出す。 

③国際協力や開発の分野で、将来、指導的立場で働くことのできる人材を育てる。 

＜カリキュラム・ポリシー＞ 

①基礎科目の充実 

②体験を相対化し社会科学的に考える 

③学際的構成（人間社会コース） 

＜アドミッション・ポリシー＞ 

①人間と社会に対する関心や好奇心が旺盛であること。 

②社会的弱者や少数者に共感する感性を有すること。 

③国際協力やボランティア活動に関心を有すること。 

 

＜人間環境学科の教育研究上の理念・目的と人材養成の目標＞ 

人間と環境の問題は、地球規模での巨視的観点からの解決を迫られている問題であると

同時に、自然へのより深い理解と人間の生き方に対する新しい視点を持って日常生活を変

革していくことなしには本当の意味で解決されることはない問題である。人とつながるこ

とができ、人と人とのつながりを中継できる力を持って人間関係を意欲的に切り開く力を

持つことが求められている。本学科は、心理学、環境学、園芸学を中心的な学問分野とし

て、宗教学、福祉学、生態学を加えて人間を取り巻く環境に関する基礎的な知識と能力の

確実な習得とともに、関連する隣接諸分野の基本的な知識を習得することを目的として、

基幹分野を横断的かつ複合的に学ぶことを目的とし、人間と環境との関わりや人間を取り

巻くさまざまな環境における多様な問題や課題を科学的に考察して解決していくことがで

きる人材の養成を目標としている。 

 ＜ディプロマ・ポリシー＞ 

①基本になる生活の習慣と技能を獲得して、人生を主体的に設計して能動的に開拓で

きる自分を形成する。 

②生活者として地域の活動に関わりながら、持続可能な社会を営むために必要な知識

と技術を提供できる自分を形成する。 

③人を信頼して、人に信頼されて、補いあうことができる自分を形成する。 

④人と人とのあいだで発生する問題に対し、心理・園芸・環境の各学問領域における

研究方法を用い、分析・考察できる自分を形成する。 

 ＜カリキュラム・ポリシー＞ 

①自然に恵まれたキャンパスで、キリスト教精神に支えられた少人数教育を背景にし

て、心理学・園芸学・環境学の教授と学習を通して人間形成を促進する。 

②冷静に事態を対象化して、適切なデータを収集して分析して、その意義を言語化し

て、問題の解決に向けての具体的な方略を提言できる能力を養成する。 

  ・心理学に関連する領域では、自身および他者に働きかけて心身の健康を先導で
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きる能力を養成する。 

  ・園芸学の領域では、植物栽培の知識と技術を習得して、生活と健康改善に向け

ての方法を具体化し、園芸を中継ぎに人間環境を構築できる能力を養成する。 

  ・環境学の領域では、人間生活を支えている環境の意義を深く理解するために必

要な考え方を具体的に説明できる能力を養成する。 

 ＜アドミッション・ポリシー＞ 

①自身の生き方を省察して、行動を統御できる能力が萌芽していること。 

②他者に関心を向けて、共感的に理解できる能力が萌芽していること。 

③社会に知的な好奇心を向けて、疑問を発して応答できる能力が萌芽していること。 

④学科の理念（ディプロマ・ポリシー）に理解して支持していること。 

 

（４）大学院（修士課程） 

 恵泉女学園大学大学院は 2001 年度に、国際関係学と文化学を中心的な学問分野とする人

文学研究科国際社会文化専攻の 1 研究科 1 専攻として開学した。その後基礎となる学部学

科が 2005 年度に人文学部と人間社会学部に改組再編された状況を勘案して、既設の人文学

研究科国際社会文化専攻において展開してきた教育研究領域を発展的に分離、再編し、2007

年度に大学院人文学研究科文化共生専攻と人間社会学研究科平和学専攻とに改組した。 

更に、2009 年度には人間社会学研究科を現在の平和学研究科に名称変更し、それに伴っ

てカリキュラムの一部改編を行った。両研究科とも、学園の三本の柱である「聖書」「国

際」「園芸」に基づいた理念・目的において、学部と相互に連携をはかっている。 

 本大学院の目的は、学園建学の理念に基づき、専門の学術の研究方法、理論及び応用を

教授研究し、国際的視野に立って人類の福祉と平和に貢献できる人材を育成することであ

る。（大学院学則第 1条） 

 

＜人文学研究科の理念・目的＞ 

 人文学研究科においては、言語学と文化学を中心的な学問分野とする。学部でこれらの

基礎的な知識や能力を修得した者を対象に、国際社会における文化事情を通して、文化交

流の本質について理解することを目的として、日本語の言語構造や言語教育などの言語文

化の成立事情や日本文化に関する高度な専門知識の習得を目指すとともに、今日的な課題

である文化交流や地域研究に関する高度な専門知識を有する人材の育成を目標としている。

（学則第 1条の 2） 

 文化共生専攻という専攻名は、人間が作り出した言語や文化を専門的に学び、国際化の

進展によって生じている文化交流や文化の衝突などの問題を的確に理解し、共生の道を指

し示し、その実現に貢献できる人材を育成することを目指したものである。 

 

＜平和学研究科の理念・目的＞ 

 平和学研究科は本学設立構想時の願いであった「平和学部」を引き継ぐものであり、日
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本で最初の「平和学」の名を冠する研究科として 2009 年に「人間社会学研究科」から名称

変更された。専攻名は 2007 年の人間社会学研究科設置以来「平和学専攻」である。  

平和学研究科においては、社会科学の諸分野を中心的な学問分野とする。国際社会や国際

事情に関する高度な専門知識を有し、国際紛争や経済格差、環境破壊などの開発の国際問

題の解決に寄与できる国際市民の育成を目標としている。（学則第 1条の 2） 

 平和学専攻という名称は、本研究科が、矛盾と問題に満ちた今日の世界を研究対象とし

て、「地球市民として生きる」をキーワードに平和への道筋を見出すことを目指すことを表

すものである。専門的な知識、現実の複雑さをすくいとる洞察力、実践的な行動力を育み、

直接的暴力と構造的暴力を否定し、積極的に平和を創造する人材を育成することを目指し

たものである。 

 

（５）研究所 

 恵泉女学園は「聖書」「国際」「園芸」を教育の三本柱として創立以来活動を展開してき

た。中学校から大学までそれは徹底している。大学においては後述するように、「キリスト

教学入門」「平和研究入門」「生活園芸」を全学生の必修科目として定め、その理念を教育

の中で学生に伝えるとともに、この三つの理念を「キリスト教文化」、「国際平和」、「園芸

文化」の副専攻としてより深く学ぶ体制を整えている。また、研究組織として「平和文化

研究所」「園芸文化研究所」「キリスト教文化研究所」の 3研究所を擁している。（表 1） 

  

＜平和文化研究所＞ 

 平和文化研究所は 1997 年に設置された。1)広く地域社会に貢献する生涯教育と 2)アジア

の平和文化に関係する組織・研究機関等と協力し、内外の資料情報を収集・活用する活動

を通して、平和文化に関する研究を企画・推進することを目的とする。 

 

＜園芸文化研究所＞ 

 園芸文化研究所は 2003 年に設置された。1)個人研究プロジェクトと共同研究プロジェク

トの企画・推進、2)本学学生に対する、園芸文化に関する教育、3)園芸文化に関する生涯

教育の企画・実施、4)その他、研究所の目的を達成するために必要な事業を通して、本学

園の創立理念に鑑み、園芸文化に関する研究と教育・普及を企画・推進することを目的と

する。 

 

＜キリスト教文化研究所＞ 

  キリスト教文化研究所は 2007 年に設立された。1)個人研究プロジェクトと共同研究プロ

ジェクトの企画・推進、2)社会教育及び生涯教育、3)恵泉女学園大学学生のための補完教

育、4)その他本研究所の目的を達成するために必要な事業を通して、キリスト教文化に関

する研究を企画・推進することを目的とする。 
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（６）キリスト教 

 1993 年度に実施した本学の自己点検自己評価において、当時の学長であった新約聖書学

者の荒井献（現学園理事）は本学のキリスト教を以下のように位置づけた。これは今も本

学のキリスト教のあり方の基本を規定するものとして学内で広く認識されている。 

 

 「福音主義キリスト教」とは、広義では「プロテスタンティズム」、狭義では「キ

リストの十字架と復活による罪の許しの福音を中心とし、敬虔な心情と実践を重んず

る主義」の意である。そして、もし、この「福音主義キリスト教の信仰」をその源流

たる「イエス･キリストの福音」に遡って継承し、それを現代における大学の理念の中

に生かすことを志すならば、それは、いかなる教派的信仰の立場にも、更には非信仰

の立場にも寛容であり、同時に、信仰・非信仰の立場を問わず自らの知的営為を絶対

化する傾向に対しては常に「プロテスト」する勇気を持つべきであろう。要するに、

本学においてキリスト教は、学問と教育に自由を保障するものであって、それを特定

の教派性によって統制するものではない。 

 いずれにしても、本学における教学が福音主義キリスト教の信仰に基づくものであ

る限り、それが、制度上、カリキュラムや学生生活・活動に反映することは、むしろ

当然であろう。 

 第一に (中略)「キリスト教関連科目」の担当者がキリスト者であり、信仰的情熱を

もってその責を果たすべきことは言うをまたない。しかし、大学における教場は、そ

れがキリスト教信仰に基づくものであっても、あるいはそれゆえにこそ、知的営為を

披瀝する場であって、直接、伝道の場ではない。特に、圧倒的多数の非信仰者である

学生にも受け入れ易いように、講義内容はできうる限り客観的であり、知的であるこ

とが望ましい。 

 第二に、キリスト教を自分の魂の問題として信仰の観点から深く関わりたいと願う

学生に対して、本学は制度的に十分対応できる用意をしておく必要がある。その中核

の一つが、学内礼拝であろう。(中略)しかし、礼拝が大学のキャンパスで行われる限

り、その信仰証言がクリスチャンだけにしか分からない言葉で語られるものであって

はならない。あくまでもキリスト者以外の人々にも開かれたものであり、(中略)「知」

を共有できるものであるべきである。 

 第三に、福音主義キリスト教の信仰が知的営為を何らかの形で絶対化する傾向に「プ

ロテスト」する者である限り、それは学問的成果をイデオロギー化することを防ぎ、

学問を常に相対性の地平に捉え、その水準の高さを維持するものである。（後略） 

 第四に、「真理はあなたがた(学問主体)を自由にする」(ヨハネ 8:32)。キリスト者

であっても、あるいはキリスト者であるがゆえにこそ、「真理はわが掌中にあり」な

どと思い上がってはなるまい。信仰の有無を問わず、「真理」には常に謙虚であり、

その一点において平等の地平に立ち、「真理」にいたる知的道筋の多様性を排除して

はならない。信仰は、この意味で「学問の自由」を確保するものでありたい。 
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 第五は、自由な人間関係である。神を信ずる者も信じない者も、先輩も後輩も、教

職員も学生も、すべて「真理」のもとに平等であり、いわゆる「権威主義」から自由

でありたい。（後略）          

『現状と課題 1』(1994 年 10 月)pp.1-2 

 

 

・大学・学部・大学院研究科等の理念・目的・教育目標等の周知の方法とその有効性 

 

＜教育理念・目的等の周知＞ 

本学の教育理念は学園の教育理念を引き継ぎ「聖書」「国際」「園芸」という三つの言葉

で表されてきた。学園全体を貫く教育理念である。このため教育理念等の周知に当たって

はほとんどの活動を学部・研究科・研究所が一体となって行っている。 

教育理念、目的、および人材養成上の目的の周知の方法はさまざまな手段がとられてい

る。まず、受験生を中心とした一般向けには、大学の公式ウェブ・サイトがあげられる（ 本

学についてhttp://www.keisen.ac.jp/about/）。更に、主として受験生を対象とした『大学

案内』、学科ごとの「学科紹介パンフレット」、卒業生の活動状況を伝えるパンフレット

「BRIGHT」が上げられる。これらのパンフレットは受験生（とその保護者）、高等学校、企

業等に配布されるほか、学内にも置かれ、希望する学生には配布される。受験生、高等学

校教員に対しては、オープンキャンパス、大学説明会、高校訪問などを通じて、単に受験

情報だけでなく、必ず本学及び学部・学科の目指す教育を学長・学部長が中心となり熱意

をもって伝えている。 

入学手続き者に対するアンケートでは、「本学の受験を決める上で役に立ったもの」の上

位 3 項目に、①大学案内などの印刷物、②ホームページ、③オープンキャンパスがあげら

れており、理念目的等を伝える媒体として適切であることがわかる。また、「本学への入学

を決めた理由」としては、①学部・学科の内容が充実（83％）、②環境がよい（52％）、③

校風がよい（40％）、があげられている。「建学の精神」は 5％程度にとどまる。 

新入生に対しては、入学式、学部・学科別オリエンテーションなどの場で説明を行って

いる。大学院生に対しても同様である。また、保証人に対しては、スプリングフェスティ

バル（学園の理念を伝えることを主たる目的とした大学主催の学園祭。「聖書」「国際」「園

芸」に関する発表や展示、講演等）と多摩フェスティバル（学生主催の学園祭）に開催さ

れる保証人懇談会において学長・学部長から説明を行っている。更に、「大学報」（年 3 回

発行）、「恵泉」（年 4回発行：学園の広報誌。保護者、同窓生、学生、学園の支援者等対象）

を通じて、絶えず理念目的は伝達されている。 

しかし、学生に対する本学の教育理念を伝えるもっとも特長的な手法はカリキュラムで

ある。1年次の必修科目として「キリスト教学入門」「平和研究入門」「生活園芸Ⅰ」がある。

これは教育の三本柱「聖書」「国際」「園芸」に対応する科目であり、年間の授業の履修を

通して理念が伝達される仕掛けである。更に教養科目はこの三科目を中心に【キリスト教】
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【園芸と生活】【平和と社会】にまとめられており、教養教育全体が学園の教育理念で貫か

れていると言える。大学院は「文化共生」「平和学」という専攻名称自体が本学の教育理念

を体現している。 

 

新たに雇用する専任教員に対しては、理事会決定の直前の学園長面接で学園の教育理念

が伝えられ、就職の意思が確認される。また、辞令交付時に大学学長や学園長から再度説

明される。学部の教育理念・目的については、新規採用のときに学部の教育の概要や教育

理念について説明が行われるが、制度化はされていない。教員は学科会・学部教授会およ

び各種委員会、ＦＤ研修会での議論に参加することを通じて、またオープンキャンパスな

どで対外的に説明をする必要に迫られて、学部の理念や教育目的について各自理解を深め

ているのが現状である。兼任教員に対しては、各種印刷物の配布と年 1 回開催される非常

勤教員懇談会で簡単な説明が行われているが、制度化された仕組みはない。 

 

 

【点検・評価】 

 

 建学の理念と教育組織とカリキュラムに明確に反映させている点は 2001 年度の相互評価

においても評価されており、今後ともこの明確さを貫いていく。しかし、学生の多様化、

時代の急激な変化を前にして、学生たちに学園の願うところが確実に伝わっているかにつ

いての検証が必要である。2002 年度には学生全員を対象に実態調査を行い、理念の伝達度

を確認したが、その後この種の調査は実施されていない。当時の数値を参考までに上げる

と、「聖書」「国際」「園芸」に表現される教育理念を認知している学生は 90％で、それぞれ

の理念に魅力を感じている学生は「聖書」59％、「国際」93％、「園芸」88％であった。 

スプリングフェスティバル、多摩フェスティバルはそれぞれ 3,000 人ほどの来訪者を集

める行事に成長しており、近隣住民に対して大学の教育理念と教育研究活動状況を伝える

場としての役割を果たしている。しかし、学生の参加は発表、展示等を行う学生に限られ

ており、在籍者の全学生の 3 割程度にとどまっている。また保証人懇談会の出席者も各会

100 名程度であり、更なる工夫が必要であろう。 

ウェブ・サイトに関しては本年 11 月に大幅な改善を行い、わかり易くかつ必要な情報を

見つけやすいようにした。また、各ページへのアクセス件数等をカウントして分析する機

能も導入した。今後は具体的な数値を含めた検証が可能となる。 

学則に記された、学部、学科、研究科の理念・目的、人材養成の目標はやや抽象的で、

その意味するところをそのまま学生に伝えることは難しい。従来専任教員や学生は時間を

かけて大学の教育理念について各自理解を深め、学部・学科・研究科の特色を体得してき

たが、現在ではそれだけでは十分とは言えない。ウェブ・サイトに記載しているような分

かりやすい表現に改め、オリエンテーションなどを十分に機能させ、その理念が意味する

ところを具体的に伝達することが必要である。兼任教員に対しては、理念・目的と担当科
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目の位置づけを周知させるシステムを構築することが必要である。 

 

 

【具体的な改善策】 

 

大学での目標をはっきり定めずに入学し、入学後も目標が定まらない学生が少なくない

ことは、長期欠席や退学者増加の原因の一つと考えられる。これに対応するためには、大

学・学部が学生にわかりやすい形でどのような能力を習得し、どのような人材を養成する

のか明確に伝える必要がある。このために三つの方策を取る。 

第一は、新入生に対するオリエンテーションを充実させることである。具体的には、入

学式から授業開始までの短期間にすべてを伝達するのではなく、最初の学期中に時間をか

けて大学の特色や教育の目標、履修や科目選択に対する基本姿勢などを十分に了解させる

ようなオリエンテーションの方法を検討中である。スプリングフェスティバルはこの長期

オリエンテーションの中に位置づけられよう。現在、事務局では新入生受け入れプロジェ

クトを立ち上げ、合格後からの新入生受け入れ方策とオリエンテーションスケジュールを

策定中である。合同教務委員会で検討され、2010 年度から順次実施される。 

第二は、どのような人材を養成しようとしているのかをより具体的に、明確にすること

である。学科ごとに具体的な特色と養成を目指す人材のモデルを明確にして、大学と学部

で共有し、学生にオリエンテーションや授業を通じて伝達することになる。一方、入学希

望者や高校教員など学外に対しては、大学案内パンフレット・ホームページ・大学説明会

などを通じて広く伝達する。学部において三つのポリシーは確認されたので、2010 年度以

降これを積極的に伝えていく、更に 2010 年度以降は、自己点検評価委員会・ＦＤ委員会に

おいて計画的・継続的に学生動向調査を実施し、効果を検証する。大学院についての人材

養成の目的は大学院説明会、ウェブ・サイト、パンフレット等を通じて広く学内外に伝達

されてはいるが、まだ十分とは言えないので今後どのように進めるか、現在検討中である。 

第三は、新任教職員や兼任教員に対して学部の教育理念・目的を周知させる方法を制度

化することである。学部の教育理念・目的、各科目の位置づけを簡潔に記した文書を教授

会・学科会での審議を経て作成し、2011 年度から配布する。 
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【現状の説明】 

 

第1項 教育研究組織 

 

・当該大学の学部・学科・大学院研究科・研究所などの組織構成と理念・目的等との関連 

 

 本学は、「真理と平和を愛し、国際的視野に立って文化の進展と社会の福祉に貢献する有

為な女性を育成すること」（大学学則第1条）及び大学院学則第1条に述べるように「真理と

平和を愛し、国際的視野に立って、文化の進展に寄与するとともに、人類の福祉と世界の

平和に貢献できる者を育成すること」を目的として、2学部5学科・2研究科2専攻・3研究所

の教育研究組織を整えている。（表1・表2） 

 

 人文学部    日本語日本文化学科     （292名） 

        英語コミュニケーション学科 （296名） 

        文化学科          （272名） 

人間社会学部  国際社会学科        （460名） 

        人間環境学科        （400名） 

 

人文学研究科  文化共生専攻（修士課程）  （ 10名） 

平和学研究科  平和学専攻（修士課程）   （ 14名） 

 

平和文化研究所 

園芸文化研究所 

キリスト教文化研究所 

 

 

1988年の開学時は、人文学部日本文化学科・英米文化学科の1学部2学科の単科大学であ

った。計画当初、学園関係者は学園の創立者河井道の目標を受け継ぎ、「キリスト教信仰を

基礎として園芸の中で感得される自然と生命への慈しみをもち、民族や文化の相違を超え

た交流によって築かれる平和を求め続ける女性の育成」を教育目標として「国際平和学部」

の設立を企画し、人文科学と社会科学の諸分野を含む教養学部型の大学の設置を目指した。

しかし入学定員・必要専任教員数などの制約から教養学部型の構想はあきらめ、人間を総

体として考える「人文学部」に、人間の置かれた場を考察する「文化学科」を置くことで

大学を設立することとなった。この体制は、1991年度以来数度にわたるカリキュラム改編

を経て1997年度まで10年間続いた。 
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この間、国際社会の経済面のみならず、さまざまな社会文化面でのグローバル化や地球

環境の悪化など人間環境の大きな変化がおこり、平和を求め続ける女性の育成という教育

目標に対応するために社会科学分野や人間環境分野の視点を本学の教育に取り入れる必然

性が生じてきた。また、女子生徒の短期大学離れ、4年制志向の高まりもあり、法人が運営

する短期大学のあり方を考え直すことも必要となった。そこで、1998年度には短期大学英

文学科の定員を振り替えた国際社会文化学科を、2001年度には人間環境学科を設置し、幅

広い視点から「平和を希求する女性を育成する」体制を整えた。また、2001年度には学部

での学びを更に深め、国際的な多文化共生と平和を実現する実践的な人材の育成を目指す

ため、大学院人文学研究科国際社会文化専攻を設置した。 

2005年3月に、短期大学英文学科廃止後も恵泉女学園園芸短期大学と名称を変更して存続

していた短期大学を閉じ、その教員組織を大学に異動することを一つの契機として、人文

学部に4学科を置く体制から、学部学科の特徴をより明確にし、教育研究を進展させるため

に、これを現在の2学部5学科に改組した。また大学院も、基礎となる学部の2学部化に合わ

せて2007年度には2研究科（人文学研究科文化共生専攻、人間社会学研究科平和学専攻）に

分離し、2009年度の名称変更（人間社会学研究科→平和学研究科）を経て現在に至ってい

る。 

 

日本文化学科

人文学部

日本文化学科

人文学部

恵泉女学園短期大学

国際社会文化学科

人文学部

国際社会文化学科

人文学部

人間環境学科

人文学部

1988年設置
(申請）

1998年設置
(申請）

2001年設置
(申請）

恵泉女学園大学

英米文化学科

人文学部

英米文化学科

人文学部

英文学科 園芸生活学科

定員の振替

臨時定員の恒常化

1999年廃止
1999年名称変更

2005年廃止

恵泉女学園園芸短期大学

2007年設置
(届出）

日本語日本文化学科

人文学部

日本語日本文化学科

人文学部

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科

人文学部

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科

人文学部

文化学科

人文学部

文化学科

人文学部

国際社会学科

人間社会学部

国際社会学科

人間社会学部

人間環境学科

人間社会学部

人間環境学科

人間社会学部

国際社会文化専攻

人文学研究科

国際社会文化専攻

人文学研究科2001年設置
(申請）

文化共生専攻

人文学研究科

文化共生専攻

人文学研究科

平和学専攻

人間社会学研究科

平和学専攻

人間社会学研究科

2005年設置
(届出）

2009年
名称変更(届出） 平和学専攻

平和学研究科

平和学専攻

平和学研究科

恵泉女学園大学の教育研究組織の流れ

平和文化研究所
1997年設置

園芸文化研究所

2003年設置

ｷﾘｽﾄ教文化研究所
2007年設置
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研究所は、短期大学との統合の議論が始まった1995年に大学改革準備室の作業部会の一

つとして研究所部会が組織され、検討が開始された。さまざまな議論を経て、「平和・文化

に関する研究を企画・推進するとともに、本学学生のための補完的教育を行い、更に社会

教育を通して、広く地域社会に貢献することを目的とする」平和文化研究所が1997年4月に

開設された。まさに、大学の教育目的に合致する研究所が設立されたといえる。 

次いで2003年4月に園芸文化研究所が設立された。園芸短期大学の廃止にともなう教員の

異動により、大学に園芸担当教員が増えることが予測され、教育研究活動の幅を広げる機

会が与えられたことが、設置の背景となった。学園の教育の三本柱として継承されている

「聖書」「国際」「園芸」のうちの「園芸」の名を冠し、「園芸文化に関する研究と教育・普

及を企画・推進すること」を目的としている。 

教育の三本柱のうち「国際」は平和文化研究所として、「園芸」は園芸文化研究所として

研究所が設立されたことから、学内のキリスト教担当教員やキリスト者から「聖書」に体

現される教育理念を研究する研究所の設立が強く希求され、2007年2月にキリスト教文化研

究所が設立された。キリスト教文化研究所は「キリスト教文化に関する研究を企画・推進

すること、生涯教育を通して地域社会に貢献すること、本学学生のための補完教育を行う

こと」を目的としている。 

各研究所の研究活動については第6章研究環境に、生涯教育を通しての地域貢献について

は第7章社会貢献に詳しく述べている。 

 

 本学は以上の教育研究組織を設置し、これを適切に管理・運営するために、学長、69名

の専任教員（表19）、うち大学院担当23名（表19-3）、36名の専任職員を確保し（表19-5）、

30,412㎡の校地、19,861㎡の校舎（表36）、図書館、情報処理施設などの施設・設備を措置

している。これらはいずれも大学設置基準及び大学院設置基準を満たすものである。教員

組織、事務組織、施設・設備、図書・電子媒体等については、第8章から第11章で詳述する。 

 

 

【点検・評価】 

 

大学の設立目的に沿った学部・学科・研究科を擁し教育活動を展開するとともに、学園

の教育の三本柱を体現した研究所により研究活動・社会貢献活動を実践していることは高

く評価できる。今後もこの体制を継続するためには、学生の確保、研究水準の維持が必要

である。 

 

 

【具体的な改善策】 
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 学生確保のために、教育内容・教育方法を成果という観点から検証するとともに、その

成果をもって絶えざる教育改革を行うことが必要である。ＦＤ委員会・自己点検評価委員

会においてデータに基づいて成果の検証を行い、改善の具体策を教務委員会で策定し、実

行に移すシステムを構築することが必要である。2010年度中に大学評議会においてシステ

ム構築のための具体案を検討する。 

 更に、教育研究の水準を確保するために、適切な教員評価システムを導入する必要があ

る。ＦＤ委員会で検討を開始しているところではあるが、これを推進し全学的な議論の俎

上にのせる原案を2010年度末までに作成する。 
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第3章 教育内容・方法 

 

【到達目標】 

教育課程 

・学部・学科・研究科における人材養成の目的や教育目標に従い、国際化や情報化の進

展等に配慮しつつ、授業科目をバランスよく配置する。 

・学部・研究科の教育目標を達成するために、授業科目の関係や履修の順序等に留意し

た体系的な教育課程を編成する。 

・後期中等教育から高等教育への円滑な移行を進めるための導入教育を実施する。 

 

教育方法 

・学部・学科・研究科の教育目標を達成し、十分な成果をあげるために教育方法の改善

を行う。 

・入学時や進級時などにおいて、組織的な履修指導を実施する。 

・各授業科目の学習目標や授業内容、授業計画などを盛り込んだシラバスを明示する。

・教員の教育における資質や能力を維持・向上するための組織的な取組みを行う。 

・教育効果の測定の方法を開発する。 

 

 

【現状の説明】 

 

（１）学士課程の教育内容・方法 

①教育課程等 

 

第1項 学部・学科等の教育課程 

 

・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（大学設置基準第19

条第1項） 

 

 「恵泉女学園大学は、恵泉女学園の創立者河井道の精神と教育理念を現代に生かす

大学である。すなわち、真理の探究と人間性の育成を指針として、国際理解と園芸を

重視し、世界に向かって心を開くと共に、生命あるものを培い育てる中で生命の尊厳

を知るという、明確な方向性を持った教育を行うことこそ、本学の目指すところであ

る。」 

 

この言葉は、毎年学生に配布される学生生活ハンドブック（履修の手引きを兼ねる）

に創立以来掲げられている。この理念は「聖書」「国際」「園芸」という3つの言葉・科

目にまとめられて学園全体に浸透していることは第1章で述べたとおりである。 

 

 本学の教育課程は、この精神を教養教育の中心に置き、その上に各学部・学科の目
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的を実現するための専門教育を展開する構成となっている。教養的教育にあたる「共

通科目」と学部・学科の専門的教育にあたる「専門科目」に分けられる。 

 

 「共通科目」には全学生の必修である「共通基礎」「共通教養」「共通語学」「キャリ

アデザイン」の科目区分がある。 

「共通基礎」は本学園の教育理念「聖書」「国際」「園芸」を体現した「キリスト教

学入門」「平和研究入門」「生活園芸Ⅰ」と学士課程教育の基礎となる「情報科学基礎」

「教養基礎演習」で構成されている。 

「共通教養」はいわゆる一般教養的科目群であるが、教育理念に対応させて「キリ

スト教」「園芸と生活」「平和と社会」の科目群にまとめられ、それぞれ人文科学、自

然科学、社会科学にほぼ対応している。 

「共通語学」は学士課程教育の基礎である言語を学ぶ科目区分であり「英語と日本

語」「語学Ａ（第二外国語に対応）」「語学Ｂ（発展･展開･補完科目）」で構成される。 

 「キャリアデザイン」科目群は学生のキャリアデザイン作りを支援する科目群で実

社会での基礎的能力の育成を目指している。 

 

 他方、「専門科目」には「学部専門基礎」と「学科専門教育」の科目区分がある。 

 「学部専門基礎」は学部内で共通する専門科目で、各専門分野の基礎知識を学ぶ科

目が配置されている。 

 「学科専門教育」は学科の専門教育科目で、人文学部の場合「2年専門コア」「2年専

門ゼミ」「2年専門展開」「3年専門コア」「3年専門ゼミ」「3年専門応用」「4年専門ゼミ」

の科目群で構成されている。人間社会学部もゼミが各学年に配置されている点は同様

であり、「2年専門ゼミ」「2年専門基礎」「3年専門ゼミ」「3年専門応用」「4年専門ゼミ」

の各科目で構成されている。 

 両学部のすべての学科を通じて、各学年の必修科目である「ゼミ」が専門教育の要

として置かれ、その周りに2年次、3年次の専門科目が体系的に配置された形となって

いる。 

 

＜副専攻について＞ 

 必修科目「キリスト教学入門」「平和研究入門」「生活園芸Ⅰ」で学園の理念である

「聖書」「国際」「園芸」をすべての1年生が学ぶシステムが整えられているが、理念に

関わる科目は本学の教育課程全体にさまざまな科目として含まれている。これを理念

という視点で再編成して、2005年より「キリスト教文化」「園芸文化」「国際平和」の3

副専攻を置いている。それぞれの科目群から指定された履修方式に従って24単位以上

取得すると副専攻の修了が認定される（学生生活ハンドブック6-4）。2008年度にキリ

スト教文化副専攻8名、国際平和副専攻10名、園芸文化副専攻9名が最初の副専攻修了

者として卒業している。 

 

 

・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 
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 基礎教育、倫理性を培う教育は共通科目全般を通して行われるものであるが、特に

「共通基礎」区分(14単位 1年次必修)の「キリスト教学入門」「平和研究入門」「生活

園芸Ⅰ」「教養基礎演習」「情報科学基礎」と「共通語学科目」｢英語と日本語｣区分に

含まれる「日本語能力Ⅰ」は基礎教育・倫理性を培う教育と位置づけられる。更に専

門科目のうち「学部専門基礎科目」も基礎教育としての役割を果たしている。 

 「キリスト教学入門」「平和研究入門」「生活園芸Ⅰ」は本学の理念を伝える科目で

ある。 

これらの科目は「真理の探究と人間性の育成を指針として（キリスト教学入門）、国

際理解と園芸を重視し、世界に向かって心を開くと共に（平和研究入門）、生命あるも

のを培い育てる中で生命の尊厳を知る（生活園芸Ⅰ）」科目であり、まさしく学生の人

間性と倫理性を養い育てる科目として機能している。 

 これに対して「教養基礎演習」「情報科学基礎」「日本語能力Ⅰ」は大学での学びの

基礎を修得させるための科目であり、後期中等教育から高等教育へのつなぎの役割と

大学での基礎教育の両面の役割を果たしている。｢教養基礎演習｣は、学士課程教育へ

の円滑な導入を図りつつ、深く専門知識を学ぶための基礎教育と位置づけられている。

大学生としての主体的な学習のあり方、文献検索、レポート作成などのアカデミック

スキルの習得を目的としている。春学期は所属学科の専任教員が、秋学期は所属学部

の専任教員が担当する。 

「情報科学基礎」は情報化社会において重要となるコンピュータやネットワーク、

メディアリテラシーに関する基礎知識を習得することとコンピュータ利用における知

識やマナーを学ぶ。「日本語能力Ⅰ」は2005年度に導入された科目で、学生のユニバー

サル化の中で従来の「教養基礎演習」でのレポート作成指導だけでは必ずしも十分に

レポートを作成できない学生が増加したことに対応して開設した科目で、レポート作

成のための日本語表現と現代の学生が苦手とする敬語の使い方、手紙文の書き方を学

ぶ。 

 「学部専門基礎科目」はその名のとおり、学部の専門領域の基礎となる科目群であ

り、人文学部では「文学」「哲学」「言語学」「異文化コミュニケーション」「文化人類

学」「宗教学」がこれに含まれ、人間社会学部では「国際関係入門」「ボランティア入

門」「ジェンダー入門」「アジアの自然と社会」「文化人類学」「宗教学」である。 

 

 

・「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 

 

人文学部は「言語構造や言語教育などの言語文化の成立事情や実践的な言語運用能

力の習得と人間が作り出した多様な文化の実相について総合的に理解し、地域文化や

歴史文化に関する専門的な知識を有した人材を養成」することを目標としている。こ

のために、日本語日本文化学科の専門科目は「日本語」「文学・文芸創作」「日本文化」

の3領域の科目を各科目群に配置し、学年を追ってより専門的に、また複数の領域に視
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野を広げて総合的に学習を積み重ね、学科の目的である「日本の文化に関する専門的

知識と高度な日本語運用能力を持つ人材の養成」を図っている。特に、2年生から4年

生まで続く「ゼミ」に所属することで、自主的な調査能力、問題提起能力、プレゼン

テーション能力を育成し、更には専門展開科目群や専門応用科目群に含まれる科目を

履修し、「日本」の枠組みを越えた幅広い知識を習得して、日本語と日本文化を相対化

する視点を養う。 

英語コミュニケーション学科は「英語コミュニケーション」「英語の言語芸術」「英

語教育」の3領域の科目を各科目群に配して、「英語運用能力と英語圏の文化に関する

知識を有し、国際社会で活躍できる人材の養成」を図っている。特に「専門コア科目

（2年・3年）」に「英語コミュニケーション実践」「英語コミュニケーション実践応用」

「英文基礎講読」「英文基礎作文」「英文講読」の諸科目を、また「専門実習科目」と

して「英語現地実習」を配し、英語コミュニケーション能力の育成を図っている。更

に、2年生から4年生まで続く「ゼミ」に所属することで、自主的な調査能力、問題提

起能力、プレゼンテーション能力を育成することは日本文化学科と同様である。 

文化学科は「文化領域」「アメリカ・ヨーロッパ」「アジア」「文化」の4領域の科目

を各科目群に配置し、「異質な文化的背景を持つ人々との相互理解や共生の実現に貢献

し、国際社会や多文化を包含する地域社会で活躍できる人材の養成」を図っている。「専

門コア科目」や「専門展開科目」「専門応用科目」の履修を通して、できるだけ多様な

文化領域・文化史への関心と理解を育成するとともに、文化学方法論の修得を目指す。

2年生から4年生まで「ゼミ」に所属し、文献へのアクセス方法、読解法に習熟し、ゼ

ミ論、卒業論文の作成を通して、専門的な知識の応用的能力を展開させる。 

 なお、人文学部には中学校教諭一種・高等学校教諭一種（国語・英語）の教職課程

と日本語教員養成課程を置いている。教職課程は教育職員免許法及び同施行規則によ

り、また日本語教員養成課程は文部科学省の「日本語教育のための教員養成について」

（平成12年3月30日付）を基本的な指針として科目編成を行っている。 

  

 他方、人間社会学部は「現代社会で生起している現実の社会問題を的確に認識する

ための基礎的な知識と応用的な能力とともに、主体的に変化に対応しうる幅広い視野

や総合的な判断力、実践的な問題分析能力や課題解決能力を兼ね備えた人材を養成」

することを目標としている。この学部にあって国際社会文化学科は、社会科学諸分野

を中心的な学問分野として人間と社会との関わりや国際社会の仕組みを総合的に捉え

ることの人材養成を目指している。2年次から履修できる「専門基礎科目」と3年次か

ら履修できる「専門応用科目」で専門領域における幅広い知識を習得し、「専門英語科

目」で現代社会を題材に実践的な英語力を身につける。また、「専門特殊科目」ではフ

ィールドスタディ（海外における体験学習、以下ＦＳと略）やコミュニティサービス

ラーニング（地域における専門性を生かした実践的活動、以下ＣＳＬと略）を通して、

現代社会の諸問題を具体的に体験し、問題発見能力・課題解決能力を磨き、これらの

知識・体験をもとに2年生から4年生までの各年次に配当された「専門ゼミ科目」にお

いて体験を相対化し、社会科学的に考える力を育成する。 

 人間環境学科では、人間と環境との関わりや人間を取り巻くさまざまな環境におけ
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る多様な問題を科学的に考察できる人材の養成を目標として、国際社会学科同様に「専

門基礎科目」と「専門応用科目」の履修を通して持続可能な社会を営む知識と技術を

心理・園芸・環境の3領域から学び、「専門特殊科目」のＦＳ，ＣＳＬによって、現代

社会の諸問題を具体的に体験し、問題発見能力・課題解決能力を磨き、これらの知識・

体験をもとに2年生から4年生までの各年次に配当された「専門ゼミ科目」において人

間と環境に関わるさまざまな問題や課題を科学的に考察する力の育成と学生自身の

「人間形成」を目指す。 

 なお、人間社会学部では、成績が優秀で本人が希望する場合、両学科の専門科目を2

年次以降自由に履修し、ゼミも複数履修して卒論執筆を行う人間社会コースがある。

学生により広い視野と総合的な判断力を培う機会を提供している。2008年度卒業生の

うち人間社会コースの修了者は12名である。現在2年生3名、3年生6名、4年生4名が本

コースに在籍している。 

 

＜教職課程＞ 

 教職課程は開学翌年の1989年に開設した。現在認定を受けている教職課程は人文学

部日本語日本文化学科の中学校及び高等学校教諭一種免許状（国語）、同学部英語コミ

ュニケーション学科の中学校及び高等学校教諭一種免許状（英語）である。人文学部

文化学科、人間社会学部は課程認定を受けていないが、他学科聴講により、文化学科

学生には「国語」または「英語」の、人間社会学部学生には「英語」の免許状取得の

道を開いている。 

 免許状の授与要件は以下のとおりである。 

 

授与要件・科目 中学校一種 高等学校一種 

基礎資格 学士の資格を有すること 

教職に関する科目 … ① 
33 単位 

（法定単位数：31 単位） 

33 単位 

（法定単位数：23 単位） 

教科に関する科目 … ② 
26 単位 

（法定単位数：20 単位） 

26 単位 

（法定単位数：20 単位） 

教科又は教職に関する科目 … ③ （法定単位数：8 単位） （法定単位数：16 単位） 

合 計（① ② ③） 59 単位 59 単位 

共通科目中の必修科目 

(免許法施工規則第 66 条の 6 に定める科目)

日本国憲法 …2 単位 

体育    …2 単位（実技科目に限る） 

外国語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ …2005 年度～国語科 4 単位、英語科 8 単位

情報機器の操作  …2 単位（「情報科学基礎Ⅰ、Ⅱ」） 

 

 教職課程の運営は7名の専任教員と3名の教務課事務職員からなる教職課程委員会が

行う。本学の教職課程においては、ガイダンスや面接機会を多く設定し、学生本人の

意思確認や学習アドバイスを多く設け、学生の質の向上と確実な教員免許状の取得を

目指している。 
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4年間のスケジュールと課題は以下のとおりである。 

 

学年 4 月～6 月 7 月～8 月 9 月～12 月 1 月～3 月 

1 年次 準備期 ①ガイダンスに出席する。 

②共通科目の中の必修科目の履修を開始する。 

③英語科は英検 2 級、国語科は漢検 2 級に合格する。 

（2 年次 12 月までに合格通知の写しを提出） 

④9 月の教科学力テストに合格する。（3 年次 9 月までに受験・合格） 

2 年次 決断期 

（参観実習） 

①ガイダンスに出席し、教職課程に予備登録する。 

②教職に関する科目と教科に関する科目の履修開始。 

（教育原理と教職概論、教科基礎演習Ⅰは 2 年次で） 

③11 月の期日までに、以下の課題達成状況について報告書を提出する。 

（ボランティア体験と検定の合格証） 

④教育関係図書 2 冊についてのブックレポートを提出。 

教職課程本登録 4 月～6 月 7 月～8 月 9 月～12 月 1 月～3 月 

3 年次 実行期 

 （介護体験等） 

 （参観実習） 

・実習校自己開拓

・教職課程費の 

納入（4 万円） 

介護体験等 

（7 日間） 

・教育実習に向けての模擬授業 

・教員採用試験準備開始 

4 年次 完成期 

 （教育実習） 

4 月：教育実習校訪問 

教職課程費納入（2 万円） 

5、6 月：教育実習（3 週間） 

7 月：教員採用試験受験 

免許状申請手続 

発行手数料納入 

 （6,600 円） 

免許状取得 

卒業 

科目等 

履修生 

補完期 同上 免許状の個人申

請と取得 

 

 

教員免許状取得者は2006年度国語6名・英語5名、2007年度国語13名・英語2名、2008

年度国語7名（日本語日本文化学科3名・文化学科4名）・英語7名（英語コミュニケーシ

ョン学科6名・国際社会学科1名）となっている。本学の教職課程履修者数は20名以下

と小規模であるが、毎年4名前後の学生が教員となっている。 

 教職課程・日本語教員養成課程履修学生のために、専門図書や教科書、教材、教職

のための情報誌などを自由に利用できるように「教職ライブラリー」を設けており、

自習や予習・復習、また情報収集の場として利用されている。 

 なお、教職課程履修者を中心に小学校の外国語活動の補助を行うボランティア活動

を2007年度より開始している。2009年度からは地域の福祉施設での言語活動や小学校

での読書活動（読み聞かせ）の補助も開始している。このボランティア活動では学生

はチームを組んで学校や福祉施設等を訪問し、社会貢献活動を継続的に行い、組織を

つくり運営するマネジメント力を養っている。この活動は2009年度の「大学教育・学

生支援推進事業」（学生支援推進プログラム）に選定されている。本年度は稲城市立小

学校4校で外国語活動補助を、1校で読書活動の補助を継続的に行っている。また、多
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摩市内の社会福祉施設1ヶ所でお話の語りやわらべ歌、手遊びでの「ふれあい活動」を

行っている。 

 

＜日本語教員養成課程＞ 

日本語教員養成課程は 1990 年度に設置した。日本と諸外国の交流が盛んになり、

国内外を問わず日本語教育の需要が高まってきたので、それに応えるべく質の高い日

本語教員を養成することを目的としている。国の定めた免許制度はないが、「日本語

教育のための教員養成について」を指針として課程を置いていることは前述のとおり

である。本学では日本語日本文化学科のみ専攻可能な「主専攻」（必要単位数 46 単位）

と、2 学部 5 学科すべてにおいて選択可能な「副専攻」（必要単位数 28 単位）の両課

程を置き、国際社会における日本語教育の需要に応える可能性を広げている。（学生

生活ハンドブック 9-1 以降） 

日本語教員養成課程の運営は、専任教員 5 名と事務職員 2 名から成る日本語教員養

成課程委員会が行う。 

課程では、「日本語概説」「日本語文法」「日本語学Ⅰ～Ⅳ」などで日本語そのもの

に対する知識を得、また「日本語教授法Ⅰ～Ⅳ」で実践的学習をすることはもとより

「言語学」などの科目で言語の体系性を、「日本文化基礎研究Ⅰ～Ⅵ」などの科目で

日本の歴史、背景や環境を学ぶことで、広く日本語教育にかかわる具体的な知識や技

術を身につける。さらに、「第二言語習得」、「異文化コミュニケーション」等の科目

で異文化に対する知性と感性を育てている。4 年次秋学期には、主専攻は国内の日本

語学校や海外大学の日本語学科で、副専攻は国内の日本語学校で教育実習をし、教材

研究、指導法などの実地研修を行う。教職課程と違い、実習先開拓は日本語教員養成

課程委員会が行う。学生に同行しての事前訪問に加え、授業計画など指導案作成の準

備にもかかわり、実習期間中には訪問指導をするなど綿密なフォローアップを図って

いる。 

なお、本課程では「日本語教員として授業を展開する能力を身につけること」を目

的とするため、2008 年度から課程履修について一部条件を設定し、それを達成しない

場合には教育実習の参加を認めないことを定めた。すなわち、3 年次春学期課程履修

に際しては「日本語学Ⅲ（文型・文法）」についてＢ（良）以上の成績評価で単位取

得していることを条件にし、4 年次春学期課程履修に際しては「日本語教授法Ⅱ（教

案作成）」についてＢ（良）以上の成績評価で単位取得していること、漢字検定準 2

級合格、留学生はそれらに加えて日本語能力試験 1 級合格を条件に定めている。さら

に 4 年次秋学期の課程履修に際しては、「日本語教育実習Ⅰ（模擬授業）」について

規定の成績評価で単位取得していることを条件としている。なお、主専攻履修者のう

ち、成績基準を達成した者で履修科目数を減らして日本語教員養成課程を希望する場

合の副専攻への変更は認められている。 

本課程修了者は 2006 年度 23 名（主専攻 6 名、副専攻 17 名）、2007 年度 27 名（主

専攻 8 名、副専攻 19 名）、2009 年度 20 名（主専攻 8 名、副専攻 12 名）である。卒業

後の進路としては、日本語教育の更なる研鑽を積むために本学、または他大学の大学

院に進学する者と、タイや韓国、台湾、マレーシアなどアジアの国々をはじめ、イギ
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リス、アメリカ、メキシコ、ブラジルなどの海外の大学や日本語学校、国内の日本語

学校で教鞭をとる者などがいる。国内外において活躍する機会を得ている様子が伺え

る。 

前項の教職課程同様、参考図書、使用教材のサンプルなど、課程履修学生の自習、

情報収集の場として「教職ライブラリー」を設置し、学生の学習の便を図っている。 

 

 

・一般教養的授業科目の編成における「幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、

豊かな人間性を涵養」するための配慮の適切性 

 

「キリスト教学入門」「平和研究入門」「生活園芸Ⅰ」の 1 年次必修科目のほかに、

本学の一般教養的授業科目は学園の教育理念「聖書」「国際」「園芸」に対応させて「キ

リスト教」「平和と社会」「園芸と生活」の科目群で構成される。それぞれに、人文科

学、社会科学、自然科学・健康科学に対応しており、それぞれの科目群から 4 単位以

上履修することが求められている。 

「キリスト教」科目群では、本学の建学の基礎であるキリスト教に関して、複数の

視点を用意し、学生の関心にあわせて選択できるようにしている。「聖書学」「キリス

ト教美術」「キリスト教音楽」「キリスト教文化史」などのほかに、「現代社会とキリス

ト教」「女性とキリスト教」など現代の課題も視野に入れた科目を用意している。「平

和と社会」は「平和」の問題を核に「日本国憲法」「社会学」「ヒロシマナガサキ学」

更には「法と生活」「経済と暮らし」「政治と市民」などの社会科学の基礎を生活に結

び付けて学ぶ科目を用意している。「園芸と生活」では「園芸芸術入門」「花と生活」

「園芸食品加工入門」などの園芸系の実習を含む科目、「生命科学」や「自然科学史入

門」などの自然科学系科目、「体育」「女性と健康」「精神保健学」など生涯の健康的な

生活づくりに関する科目が用意されている。 

 これらの科目をバランスよく履修することで（最小限、キリスト教系8単位、社会科

学系8単位、自然科学系6単位を履修する。これ以上に取得した単位は自由選択として

他の科目群でのオーバー分とあわせて28単位まで卒業単位に含めることが可能）、「幅

広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養する」ことを保証して

いる。 

 

＜2007年度選定特色ＧＰ「教養教育としての生活園芸」＞ 

 「聖書」「国際」「園芸」を教育理念とする本学では、学士課程教育の目的を真理の

探究と人間性の涵養による世界の平和に貢献できる自立した女性の育成と位置づけ、

この目的を達成するために、有機園芸によるいのちを育む体験を通して、共生、循環、

多様性を実感させ、これを生活の中で実践・展開できる「持続可能な環境と社会を担

う市民」を育てる活動を行っている。この活動の中核をなす科目が1年次必修の共通科

目「生活園芸Ⅰ」で、大学に隣接する教育農場における栽培実習である。週1コマ90分、

講義科目と同じ枠組みで実施し、春学期1単位、秋学期1単位、1年間で2単位となる。

実習の中心は野菜の栽培である。化学肥料・農薬を使用せずに、授業時間内の管理だ
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けで栽培可能なものを選択し、適期栽培を行っている。本学の教育理念の理解を促す

科目として機能し、学生の大学への帰属意識を高めるとともに、豊かな人間性の涵養

に成果を上げている。この生活園芸は、人間社会学部人間環境学科の専門教育におい

て更に展開され（園芸文化副専攻により全学生が参加可能）、地域社会における園芸活

動の支援においても成果をあげている。 

 

 

・外国語科目の編成における学部・学科等の理念・目的の実現への配慮と「国際化等

の進展に適切に対応するため、外国語能力の育成」のための措置の適切性 

 

本学における外国語科目は、共通語学科目の「英語と日本語」「語学Ａ」「語学Ｂ」

で構成されている。国際理解は本学の教育の目指すところであり、必修英語科目、留

学生のための日本語科目のほかに、ヨーロッパ系の 4 言語（ドイツ・フランス・スペ

イン・イタリア）やアジア系の 5 言語（中国・韓国・タイ・インドネシア・ヒンディ

ー）を開設している。 

「英語と日本語」は、従来の第一外国語科目である「英語」に加え、より日本語力

を向上させるための「日本語能力」科目が配置されている。合計で 8 単位を修得しな

ければならないが、下表のとおり学部学科によりその配分は異なる。日本語日本文化

学科は日本語能力が 4 単位、英語が 4 単位、英語コミュニケーション学科は英語のみ

8 単位、文化学科、国際社会学科、人間環境学科は英語 6 単位と日本語能力 2 単位を

必修とする。 

 

共通語学「英語と日本語」の必修科目単位数（学科別） 

 日本語 

日本文化 

英語 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 
文化 国際社会 人間環境 

英 語 4 8 6 6 6 

日本語能力 4 0 2 2 2 

計 8 8 8 8 8 

 

「英語」は英語Ⅰ・Ⅱが全学科とも1年次の必修科目、英語コミュニケーション学科

のみ英語Ⅲ・Ⅳも1年次の必修である。英語Ⅴは文化学科、国際社会学科、人間環境学

科の必修科目である。「英語」は、プレイスメントテストを入学時におこない、習熟度

別クラス編成を行っている。 

「語学Ａ」は従来の第二外国語科目と外国人留学生の「日本語」科目である。前述

したとおりヨーロッパ系の4外国語やアジアの5外国語から、同一語学のⅠとⅡの合計4

単位を修得する選択必修科目である。また外国人留学生には「日本語」を開講し、レ

ベルに応じたクラス分けで授業を展開している。 

「語学Ｂ」では、「語学Ａ」で修得した第二外国語の能力をさらに高めることを目的

とする各語学のⅢと、基礎英語、ＬＬ実習など幅広い英語科目が含まれている。また、

本学が休暇中に実施する語学研修は、1セメスターと同程度以上の時間数が確保でき、
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研修先からの成績報告が合格点に達している場合は、外国語現地実習Ⅰ・Ⅱとして単

位認定されている。現在、オーストラリア、韓国、英国、中国、イタリア、スペイン

の語学文化研修が実施されている。 

また、人間社会学部で実施するＦＳは、短期ＦＳはタイ、インドネシア、バングラ

ディシュ、インド、中国、フランス、ドイツなど、長期ＦＳはタイで開催され、第二

外国語の学修を単に机上のものとせず、実際にその言語を使用する文化や社会に触れ、

実践的に語学力を磨く機会を提供している。 

英語科目、第二外国語科目は原則としてすべて週2コマの開講で、少人数教育を実施

している（必修英語は原則15名以下、20名を超えない。その他の英語科目は20名以下。

第二外国語科目も原則20名以下としている）。 

 

 

・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 

 

本学の卒業所要単位は124単位である。その内訳は、以下のとおりである。 

 

  共通科目      42単位 

  （共通語学     14単位を含む） 

  専門科目      54単位 

  自由選択科目    28単位 

       合 計  124単位以上 

 

ただし、英語コミュニケーション学科を除き、共通語学科目「英語と日本語」に日本

語能力Ⅰ（2単位）が含まれるため、外国語科目の卒業所要単位は12単位となる。英語

コミュニケーション学科は14単位である。学科ごとの教育課程の編成と科目群ごとの

卒業所要単位数は以下のとおりである。 

 

人文学部 日本語日本文化学科 

区分 科目群 

卒業 

所要 

単位数

計 

卒業 

所要 

単位数 

共通科目 共通基礎 必修 14 14 

 共通教養 キリスト教 4 

  園芸と生活 4 

  平和と社会 4 

12 

 共通語学 英語と日本語 8 

  語学A 4 

  語学B 2 

14 

42 124 

 32 



第 3章 教育内容・方法 

 キャリアデザイン 選択必修 2 2  

専門科目 学部専門基礎  4 4 

 学科専門教育 2年専門コア 4 

  2年専門ゼミ 4 

  2年専門展開 10 

18

  3年専門コア 4 

  3年専門ゼミ 4 

  3年専門応用 8 

16

  4年専門ゼミ 2 2

  学科専門全域 14 14

50 
54 

自由選択科目   28   28 

 

 

英語コミュニケーション学科 

区分 科目群 

卒業 

所要 

単位数

計 

卒業 

所要 

単位数 

共通科目 共通基礎 必修 14 14 

 共通教養 キリスト教 4 

  園芸と生活 4 

  平和と社会 4 

12 

 共通語学 英語と日本語 8 

  語学A 4 

  語学B 2 

14 

 キャリアデザイン 選択必修 2 2 

42 

専門科目 学部専門基礎  4 4 

 学科専門教育 2年専門コア 8 

  2年専門ゼミ 4 

  2年専門展開 6 

18

  3年専門コア 8 

  3年専門ゼミ 4 

  3年専門応用 6 

18

  4年専門ゼミ 2 2

  学科専門全域 12 12

50 
54 

自由選択科目   28   28 

124 

 

文化学科 
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区分 科目群 

卒業 

所要 

単位数

計 

卒業 

所要 

単位数 

共通科目 共通基礎 必修 14 14 

 共通教養 キリスト教 4 

  園芸と生活 4 

  平和と社会 4 

12 

 共通語学 英語と日本語 8 

  語学A 4 

  語学B 2 

14 

 キャリアデザイン 選択必修 2 2 

42 

専門科目 学部専門基礎  4 4 

 学科専門教育 2年専門コア 4 

  2年専門ゼミ 4 

  2年専門展開 10 

18

  3年専門コア 4 

  3年専門ゼミ 4 

  3年専門応用 8 

16

  4年専門ゼミ 2 2

  学科専門全域 14 14

50 
54 

自由選択科目   28   28 

124 

 

人間社会学部 国際社会学科 

区分 科目群 

卒業 

所要 

単位数

計 

卒業 

所要 

単位数 

共通科目 共通基礎 必修 14 14 

 共通教養 キリスト教 4 

  園芸と生活 4 

  平和と社会 4 

12 

 共通語学 英語と日本語 8 

  語学A 4 

  語学B 2 

14 

 キャリアデザイン 選択必修 2 2 

42 

専門科目 学部専門基礎  4 4 

 学科専門教育 学科専門英語 2 2

  2年専門ゼミ 4 

  2年専門基礎 16 
20

50 

54 

124 
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  3年専門ゼミ 4 

  3年専門応用 10 
14

  4年専門ゼミ 2 2

  学科専門全域 12 12

  

自由選択科目   28   28 

 

 

人間環境学科 

区分 科目群 

卒業 

所要 

単位数

計 

卒業 

所要 

単位数 

共通科目 共通基礎 必修 14 14 

 共通教養 キリスト教 4 

  園芸と生活 4 

  平和と社会 4 

12 

 共通語学 英語と日本語 8 

  語学 A 4 

  語学 B 2 

14 

 キャリアデザイン 選択必修 2 2 

42 

専門科目 学部専門基礎  4 4 

 学科専門教育 2 年専門ゼミ必修 2 

  2 年専門ゼミ 

選択必修 
2 

  2 年専門基礎 16 

20

  3 年専門ゼミ 4 

  3 年専門応用 12 
16

  4 年専門ゼミ 2 2

  学科専門全域 12 12

50 
54 

自由選択科目   28   28 

124 

 

専門教育科目、一般教養科目、外国語科目が適切に配分されている。また、自由選

択科目28単位を設定することで、学生の関心や専門性に応じて、他学科の専門科目も

含めていずれの科目群からも履修できるようにして、専門の学芸を教授するとともに、

幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養できるよう配慮して

いる。 

 

 

・基礎教育と教養教育の実施・運営のための責任体制の確立とその実践状況 
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 本学は小規模大学であり、かつ「幅広い職業人の養成」と「総合的教養教育」を担

う大学であることから、教養教育は全学で担当している。専任教員はほぼ全員が何ら

かの形で共通科目（本学における基礎教育・教養教育）を担当している。従って、共

通教育を実施・運営する専門部局は設けていない。 

教養教育の実施・運営の主体は各学部教務委員会が合同した全学の教務委員会であ

る。すなわち、開講コマ数の設定、担当教員の配置、非常勤教員の手配等である。ま

た、複数教員が同一科目を担当する「キリスト教学入門」「平和研究入門」「生活園芸

Ⅰ」「情報科学」「英語」「日本語能力」などには、最低1名専任教員が配置され、週1回

から1学期に1回開催される担当者会議で意見の集約や必要事項の伝達、情報交換を行

っている。 

 

 

・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 

 

 本学は人文科学系の教養教育型の大学であるために、さまざまな領域の科目を開設

し、幅広い教養と総合的な判断力を養成しようとしている。このため、必修科目は比

較的少なく、むしろ科目の水準・内容ごとに科目群を構成して、選択必修としてその

科目群から一定単位以上履修するという編成が中心となっている。 

 必修科目としては、1年次に本学の理念と導入教育的役割を果たす共通基礎科目14単

位（キリスト教学入門、平和研究入門、生活園芸、教養基礎演習、情報科学基礎Ⅰ）

と共通語学「英語と日本語」のうち4単位（英語Ⅰ、英語Ⅱ）がある。英語コミュニケ

ーション学科は更に英語Ⅲ、英語Ⅳが必修となる。日本語能力Ⅰは逆に英語コミュニ

ケーション学科を除き必修である。日本文化学科では日本語能力Ⅱが必修となってい

る。2年次は英語Ⅴが文化学科、国際社会学科、人間環境学科で必修となっている。 

専門科目では、人間環境学科の人間環境基礎演習が必修となっている。学科の2年生

全員を3名の教員が3つのグループに分けて、3人の教員がオムニバス形式で担当する。

学科の3つの領域について全学生に同一の基礎知識を提供するためである。一見関連性

の少ない、心理・環境・園芸という3領域の相互の関連性を学生に認識させる必要性を

持つ人間環境学科に固有の事情による。 

専門教育の核となる2年次・3年次・4年次に配当されているゼミ科目（人文学部のコ

ア科目も含む）は複数教員の開講するゼミから最低一つのゼミを選択する選択必修科

目であり、ほとんどの専任教員が担当している。各年次で最低一つのゼミに所属して

いることを見れば、必修科目とすることも可能であるが、二つ以上のゼミの履修も認

めているため、選択必修と定めている。 

 本学のカリキュラムは「1年次の履修においては大学の教育理念の徹底、導入教育の

実施等の理由から必修科目が多く、専門教育においては選択必修が多く自由度が高い。

ただし、必修に近いゼミ科目において学科の専門性は確保されている」と言うことが

できよう。 
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第2項 カリキュラムにおける高・大の接続 

 

・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 

 

後期中等教育から高等教育への円滑な移行のためには、カリキュラム上の工夫にと

どまらず、ガイダンス等のあらゆる機会を通した総合的な支援が必要となっている。

このため、本学では早期の入学確定者に対する「入学前教育」、入学式・ガイダンス・

フェローシップなどの導入教育を行い、これを前提にカリキュラム上の導入教育が実

施される。 

本学の1年次必修科目はすべて導入教育に位置づけられる。「キリスト教学入門」「平

和研究入門」「生活園芸Ⅰ」は、本学の教育理念を伝えると同時に、学生に対して「真

理とは何か、人間とは何か、現代社会における課題は何か、自然と人間とはどう関わ

るのか」といった根源的な問いを投げかけ、学生の問題意識を喚起し、大学での学び

を考えさせる機能を果たしている。 

「教養基礎演習」「日本語能力Ⅰ」「情報科学基礎」「英語Ⅰ」はリテラシー科目であ

る。「教養基礎演習」では、主体的な学習のあり方、ノートの取り方、文献検索など図

書館利用法、レポート作成などのアカデミックスキルの習得を行う。同時に担当者は

アドバイザーとして機能する。「日本語能力Ⅰ」はアカデミックスキルの中で特に日本

語表現に内容を絞った科目である。「情報科学基礎」はコンピュータリテラシー科目で

ある。「英語Ⅰ」はStudy Skillsを学ぶ科目であり、学期初めの1ヶ月間は英語での導

入教育として機能している。“Keisen University Student Handbook”という冊子が準

備されており、高校と大学の違い、大学生活の心得、大学での学び方、英語の学び方、

教室で使う英語（困ったときの言葉など）、先輩からのアドバイスなどが英語で紹介さ

れ、学生は英語を学びながら導入教育を受けている。 

これらの必修科目に関しては、6月はじめに教務課から学生の出席状況に関する問い

合わせが行われ、出席不振者が報告される。教務課及び教務委員、ここでリストアッ

プされた学生を呼び出し、面接を行い、アドバイスを行っている。 

 

 

カリキュラムと国家試験 

 

・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

編成の適切性 

  

該当なし 

 

 

医・歯・薬学系のカリキュラムにおける臨床実習 
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・医・歯・薬学系のカリキュラムにおける、臨床実習の位置づけとその適切性 

 

該当なし 

 

 

第3項 インターンシップ、ボランティア 

 

・インターンシップを導入している学部・学科等における、そうしたシステムの実施

の適切性 

 

 本学ではキャリアデザイン科目群の1科目として「インターンシップ」を2003年度よ

り導入している。3年生を対象とした科目で講義科目「インターンシップ入門」（2単位）

の修得が参加の条件であった。当時キャリアデザイン科目群は卒業所要単位に含まれ

なかったが、2005年度のカリキュラム改革によって、キャリアデザイン科目群の拡充

が図られ、学生の生涯設計の重要性を鑑み、6単位まで卒業所要単位に加えることがで

きるようになった。全学の学生を対象とした共通科目に位置づけられている。 

「インターンシップ」の単位認定には「インターンシップ入門」の修得が条件とな

っている点は現在も変わらない。 

 「インターンシップ入門」（2単位）は社会の仕組みについての基本的な知識を身に

つけたうえで、自分に最も適した職業を選択するための自己理解を促し、就業意識を

高め、社会の貢献する心構えをつくることを目的としており、企業等で実際に活動し

ている人材を講師として招いている。全体を就職委員会が統括し、出席状況、毎回の

リアクションペーパーの提出、まとめの小テストで成績評価を行っている。 

 「インターンシップ」（2単位）は本学が既に協定を結んでいる企業・官庁・団体に

応募して選考によって参加する場合、インターンシップ推進支援センターのサイトに

登録して参加する場合、本学に個別に案内が来た企業に学生本人が応募する場合、そ

の他自己開拓がある。単位認定のためには、自己開拓企業であっても本学との協定の

締結が必要であり、期間は最低3日以上で、原則として無給である。成績評価は実習終

了後2週間以内に提出が求められているレポートと受け入れ先からの評価によって行

われる。 

 近年の参加者は以下のとおりである。 

 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 

人文学部 41 29 8 8 5

人間社会学部 - - 7 12 4

計 41 29 15 20 9

 

 

第4項 授業形態と単位の関係 

 

・各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における、その各々の授業科目の単位
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計算方法の妥当性 

 

 授業科目の単位は大学設置基準第 21 条に則り、学則第 21 条において次のように定

めている。 

各授業科目の単位数は、1 単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする内容を

もって構成することを標準とし、次の基準により計算するものとする。 

(1) 講義については、15 時間の授業をもって 1 単位とする。 

(2) 演習については、30 時間の授業をもって 1 単位とする。ただし、別に定

める授業科目については 15 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。 

  

本学の授業期間は春学期 15 週、秋学期 15 週で各授業科目は学期ごとに終了し単位

が与えられる。1 回の授業は日本の大学において標準的な 90 分授業で、これを 2 時間

の授業として計算している。従って通常の講義科目は週 1 回 2 時間×15 週＝計 30 時

間となり、1 学期の履修で 2 単位が与えられている。 

演習科目のうち、1年次の教養演習基礎は 30時間の授業をもって 1単位としている。

週 1 回 2 時間×15 週＝計 30 時間となり、1 学期の履修で 1 単位である。それ以外の演

習科目（2 年次以降のゼミ他）はすべて教室外の学習に多くの時間を費やす必要があ

ることから、15 時間の授業をもって 1 単位としており、週 1 回 2 時間×15 週＝計 30

時間で 2 単位となる。 

 英語、その他の外国語科目は教育効果を高めるために、週2回開講されている。実習

に区分されるので、週2回×2時間×15週＝計60時間となり、1学期の履修で2単位が与え

られる。体育、生活園芸Ⅰも同様であるが、週1回の開講であるため、1学期の履修で1

単位が与えられる。その他、英語現地実習、外国語現地実習として単位が2単位認定さ

れる語学・文化研修では60時間以上の授業が確保できるプログラムを準備している｡ 

海外での体験型学習であるＦＳの場合は7日～10日の短期ＦＳで2単位である。これ

は期間中に講義15時間、実習30時間を確保することを前提としている。長期ＦＳはＦ

ＳⅡ～Ｖで、それぞれ4単位が与えられる。Ⅱは語学科目として扱われ、120時間の活

動で4単位の扱いである。約2ヶ月間の集中授業である。Ⅲは講義科目であり、2ヶ月間

の間に60時間の講義が確保され、4単位の扱いとなる。Ⅳは農村やＮＧＯ等での体験で

原則として現地での泊り込みの活動となる。約2ヶ月間でその間に2回の中間報告と最

終報告が求められる。45時間の学修で1単位という単位計算方法に従い、180時間の活

動で4単位という計算である。実際には１週60時間の活動としても300時間以上の活動

である。Ｖは活動のまとめを現地で行い、レポートを作成することで4単位が与えられ

る。この間、自分の活動先に行って再度調査をすることもあれば、滞在しているチェ

ンマイ大学内での自習などが行われる。約3週間の活動であるので60時間×3週間＝180

時間として4単位を与えている。 

地域の団体や施設での活動であるＣＳＬは45時間の学修で1単位という計算方法を

基礎に、おおむね50時間以上の活動をもって1単位を与えている。 

インターンシップについては、1週間程度の活動と実習先開拓・事前事後の準備･レ
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ポート作成をあわせて90時間の活動として2単位を与えている。 

 

以上、科目ごとに計算方法は異なるが、45時間の学修を必要とする内容をもって1単

位とする大学設置基準の規定を遵守して妥当な単位計算を行っている。 

 

 

第5項 単位互換、単位認定等 

 

・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項、第29条） 

 

 学則24条から27条において国内学の大学等での学修の単位認定、入学前の既修得単

位認定を定めている。 

 

＜単位互換＞ 

2004年度より「社団法人学術・文化・産業ネットワーク多摩」の企業提携講座科目

の受講を開始している。ネットワーク多摩は多摩地域の大学が中心となり、自治体・

企業団体等と連携した教育研究及び地域貢献活動をおこなっている活動である。この

活動に対して企業から加盟大学全体への公開を前提に、講座提供の申し出があり活動

が始まったものである。参画大学のひとつが会場校となり、履修者募集・講義・試験・

成績評価まで担当する。成績については、会場校より出された評価と本学の成績評価

基準を照らし合わせ、本学キャリアデザイン科目群の開講科目として単位を認定して

いる。2004年度開始当初は10名を越える参加があったが、2005年度以降キャリアデザ

イン科目群で卒業所要単位として認められているのは6単位までであることから、単位

取得のために受講する学生よりは聴講生として受講する学生が多くなっている。この

ため、2008年度の単位取得者は0であり、表4は該当なしとなっている。履修について

は、会場校での直接受講と本学における遠隔受講の2種類があったが、2005年度より会

場校での直接受講のみの募集としている。現在提携企業は朝日新聞、ＮＨＫ、読売新

聞の3社であり、それ以外に2講座が企業等の協力を得て開講されている。なお、2008

年度からはネットワーク多摩加盟大学間の単位互換制度が発足し、本学もこれに参加

しているが、本学からの参加者はまだいない。 

また、本学と提携している海外の大学（韓国・新羅大学、アメリカ・ノースウェス

タンカレッジ、タイ・パヤップ大学）とは、それぞれの学生が一定期間学修し所定の

成績を得て本人から申請があった場合に、提携校の履修科目について卒業所要単位に

含まれる科目として認定をおこなうことにしている。しかし、海外へ留学する学生が

減少していること、単位を十分に取得している学生が留学することなどから、ここ数

年単位認定対象者はいない。 

 

＜単位認定＞ 

学生が学外の他団体が実施する講習・検定試験を受講もしくは受検し、所定の成績
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あるいは合格結果を申告したものについて単位の認定を行っている。分野としては、

体育実技科目、外国語科目、情報教育科目について実施しており、対象となっている

ものは講習1科目、検定18科目である。一覧を以下に示しておく。2008年度の実績は表

5のとおりである。 

 

実施団体 内容・取得資格 本学認定科目・単位数 

日本赤十字社各支部 救急員養成講習出席、「認定証」交付 体育(救急法) 1単位 

日本英語検定協会 実用英語技能検定準1級 英語Ⅵ 2単位 

独検事務局 ドイツ語技能検定4級 独語Ⅲ 2単位 

(財)フランス語教育振興協会 

仏検事務局 

実用フランス語技能検定4級 仏語Ⅲ 2単位 

日本中国語検定協会 中国語検定試験4級 中国語Ⅲ 2単位 

特定非営利活動法人 

ハングル能力検定協会 

ハングル能力検定4級 韓国語Ⅲ 2単位 

特定非営利活動法人 

イタリア語検定協会 

実用イタリア語検定試験3級 イタリア語Ⅲ 2単位 

(財)日本スペイン協会 

西検事務局 

スペイン語技能検定試験4級 スペイン語Ⅲ 2単位 

特定非営利活動法人 

日本タイ語検定協会 

実用タイ語検定試験4級 タイ語Ⅲ 2単位 

日本インドネシア語検定協会 インドネシア語技能検定Ｅ級 インドネシア語Ⅲ 2単位 

日本商工会議所 日商簿記検定3級 簿記講座 2単位 

財団法人 国際ビジネス 

コミュニケーション協会 

TOEIC 470点取得 TOEIC入門講座 2単位 

財団法人 国際ビジネス 

コミュニケーション協会 

TOEIC 650点取得 TOEIC講座 2単位 

TOEFLテスト日本事務局 TOEFL（iBT61/PBT500）取得 TOEFL英語 2単位 

株式会社オディッセイ 

コミュニケーションズ 

MOS試験 

（Word, Word Expert取得） 

情報科学応用Ａ 2単位 

株式会社オディッセイ 

コミュニケーションズ 

MOS試験 

（Excel, Excel Expert取得） 

情報科学応用Ｂ 2単位 

株式会社オディッセイ 

コミュニケーションズ 

MOS試験 

（Power Point取得） 

プレゼンテーション技法 

2単位 

NTTコミュニケーションズ NTT-COMインターネット検定 

.comMaster★取得 

情報化社会論 2単位 

独立行政法人 

情報処理推進機構 

情報処理技術者試験センター 

初級システムアドミニストレータ 

又は基本情報技術者試験 

情報化社会論 2単位 

＋コンピュータシステム概論 2単位 

    計4単位 
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＜既修得単位の認定＞ 

 学則で規定しているが、対象者は近年いない。 

 

 

第6項 開設授業科目における専・兼比率等 

 

・全授業科目中、専任教員が担当する授業科目とその割合 

 

専任教員・兼任教員の比率については、表3のとおりである。専門教育科目の全開設

授業科目についてみると、春学期の人文学部の専任比率は日本文化学科64.2％、英語

コミュニケーション学科66.7％、文化学科72.5％であり、人間社会学部は国際社会学

科84.3％、人間環境学科84.8％となっている。この数値は秋学期においてもほぼ同様

である。これに対して、教養教育科目（本学での共通科目）の専任比率はいずれも30％

を下回っている。基本的に専門科目を専任教員が多く担当し、兼任教員に教養教育を

頼っているということになる。 

しかし、教養教育のうち、本学の教育の中核をなす必修科目においては専任比率が

40％から50％台となっている。これは本学の教育の核となる理念科目等の初年時教育

を重視した結果である。これらの科目の専任比率は「キリスト教学入門」40％、「平和

研究入門」100％、「生活園芸Ⅰ」100％、「教養基礎演習」100％である。他方「情報科

学基礎」「英語」「日本語能力」などのリテラシー科目は、教育効果を高めるためにで

きるだけ小規模のクラスとしている。このため、多数の兼任教員が担当し、結果とし

て、教養科目の全体としての専任比率は50％程度となっている。 

 

 

・兼任教員等の教育課程への関与の状況 

 

共通科目の「情報科学基礎」「英語」「日本語能力」｢日本語｣など複数教員が同一科

目を担当する科目については、複数の兼任教員が担当するので、最低1名は専任教員を

配置して全体のコーディネイトを行っている。同一科目はほぼ同じ曜日に授業が開講

されるため、専任教員は科目担当の兼任教員と定期的に担当者会議を開催し、指導方

法や進度についての情報交換を行っている。また、学期末には翌年度の授業内容につ

いての会議を開催し、兼任教員も含めて授業計画を作成している。「日本語能力Ⅰ」に

おいては、本学平和文化研究所の2年間の研究助成を得て、授業テキストの編纂を行い、

2009年度より実用化している。また、「日本語」担当者も同様にして現在テキストの編

纂作業中である。 

 

 

②教育方法等 
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第1項 教育効果の測定 

 

・教育上の効果を測定するための方法の有効性 

 

 総合的教養教育を担う大学において、その教育上の効果を測定することはきわめて

難しいものである。個々の履修科目の成績、卒業時の進路だけでは十分とは言い切れ

ない。学生の卒業後の生き方の総体をもって評価されることが必要となる。本学は1988

年に開学したまだ若い大学で、最初の卒業生たちが40歳を過ぎたところである。大学

としての評価はこの卒業生たちの生き様にかかっている。 

 とはいえ、それぞれの科目において一人ひとりの学生への教育効果を検証し、一定

の効果があったと判断できる場合に単位を授与し、その総体をもって学士の学位を授

与し、社会に送り出すことが大学の使命である。従ってここでは、単位授与のための

効果測定方法についてまず述べることとする。 

 本学で効果測定は一般的に以下の方法がとられている。 

 第1に出席である。リテラシーに関する科目、生活園芸などの実習系科目、体育など

の実技系科目においては、出席が極めて重要である。出席して作業を行い、技能を修

得する。これが前提になる。 

第2にクラスへの貢献度である。単に出席しているのみではなく、発言したり発表し

たり、報告をしたり、あるいは質問をしたり、これによって教育効果はより正確に把

握ができる。リテラシー科目や演習においてはこの点が高く評価される。 

第3にレポートである。講義系の科目においても出席は重要であるが、出席だけでは

教育効果の検証は困難である。そこでレポートが有効な方法となる。レポートには学

期末に試験に代わるものとして課されるものと毎回の授業のまとめとしてその時間内

に提出を求められるもの、次週までの宿題として課されるものなどがある。演習科目

や講義科目においてより多く使われる手法である。授業時間内にまとめなどを書かせ

る小レポートは出席確認と教育効果の確認とこれにコメントをつけて返却をすれば、

教育効果を更に高めるものとなり、有効な方法として機能している。 

第4に、小テストを含めた試験である。試験は個々の学生に対する教育効果を測る最

大の方法である。リテラシー科目、講義科目の習熟度や理解度を測ることに用いられ

ている。 

以上の手法から教員は、それぞれの科目の特質に応じて総合的に学生への教育効果

を測定している。個々の科目の測定方法についてはシラバスの成績評価方法等の欄に

記載して学生に明示している。 

 

科目ごとの教育効果の測定について次に述べる。後述するように本学では2009年度

春学期より「学生による授業評価」を「授業自己評価アンケート」と改めた。授業に

おける学生自身の達成度・満足度を把握し、学生と教員が相互に授業を振り返り、自

己評価することでより良い授業を実現するためのものである。この中で授業の成果を

測る項目の冒頭に「この授業で、あなたはシラバスに提示されている目的・目標を達

成できたと思いますか？」という問いを立てている。授業の最終週またはその前の週
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の授業時間内にこのアンケートは実施されるが、実施にあたり教員はシラバスに書い

た授業の目的･目標を学生に読み上げることが求められている。 

現在、全体像を分析中であるので、この質問項目に対する科目ごとの平均点の分布

のみを以下に記す。 

   

設問8：この授業で、あなたはシラバスに提示されている

目的・目標を達成できたと思いますか？

0

40

80

120

160

2.49 2.74 2.99 3.24 3.49 3.74 4

 

「そう思う」を4点、「どちらかというとそう思う」を3点、「どちらかというとそう思

わない」を2点、「そう思わない」を1点としており、調査科目451科目のうち、3.75～

4.00に54科目12.0％、3.50～3.74に150科目33.2％、3.25～3:49に132科目29.3％、3.00

～3.24に92科目20.4％が含まれている。3点未満の科目は23科目5.1％である。大半の

科目で、授業の目的・目標は達成できたと学生たちも評価していることが分かる。 

 

 

・卒業生の進路状況 

 

 表8に示したとおり、卒業生の70％以上が民間企業へ就職している。大学院進学者は

2％程度である。就職・進学のいずれでもない卒業生が20％前後となっている。学科ご

との就職分野は以下のとおりである。 

 

日本語日本文化学科           英語コミュニケーション学科 
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文化学科 

 

 

国際社会学科              人間環境学科 

  

 

 

金融業、小売業、サービス業、情報通信業が大半を占め、学科ごとの特別の傾向とい

うものはあまり見られない。個別の企業名などを見ていくと、人間環境学科に農協や

造園業、食品流通系などの企業・団体名が出始めている。 

 

 

第2項 成績評価法 

 

・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 

 

成績評価は、科目の特性や授業方法等に基づいて、第1項に述べた教育効果の検証方

法を用いて行っている。ただし、以下の場合成績評価は行われない。 

①履修登録がされていない場合 

②授業時間の3分の2以上の出席が認められず、担当教員が受験資格喪失と決定した

場合 

③学納金未納の場合 

学則第23条に定めるとおり評価は、ＡＡ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｆをもって表し、ＡＡ、Ａ、

Ｂ、Ｃを合格とし、Ｆを不合格とする。評点90点以上がＡＡ、80点以上90点未満がＡ、

70点以上80点未満がＢ、60点以上70点未満がＣ、60点未満がＦである。他に「合格」「不
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合格」をもって表すこともあり、編入学者の単位一括認定や学外実習としての体育（救

急法、キャンプ等）などの科目の評価として用いられる。この場合Ｐをもって「合格」

を表す。評価方法、基準についてはシラバスに明示し、学生に徹底を図っている。 

教員に対しては、本学の成績評価方法と追試験、再試験等についてまとめた冊子「成

績評価方法の手引き」を毎セメスター（学期）ごとに専任も含めた全教員に配布し、

説明している。 

成績評価は「英語」「生活園芸」「情報科学」「日本語能力」などのように同一内容を

教授する科目においては、担当教員全員による成績会議、コーディネイターによる全

体把握が行われ、成績の均質化が測られている。それ以外の個別の科目については個々

の教員の判断に任されている。 

更に、本学では学生の学期ごとの成績及び通算成績をＧＰＡを用いて表記している。

通常利用されるＧＰＡを用い、ＡＡを4点、Ａを3点、Ｂを2点、Ｃを1点、Ｆを0点とし、

この点数にそれぞれの科目の単位数を掛けて、その総和を履修単位数で割った数値で

ある。学期のＧＰＡが3.0を超えた場合は、翌学期の履修登録単位数の上限が解除され

る。また、ＧＰＡが1.5を下回った場合は翌学期の履修登録前に教務課職員または教務

委員との面接が設定され、成績不振の原因の確認と履修指導が行われる。他にＧＰＡ

は奨学生の推薦、就職の際の学校推薦、卒業生代表の選定などに利用されている。 

ＧＰＡをこのように利用する際に、科目ごとの成績分布の極端な差は数値の信頼性

を損ねることが指摘される。しかし、個別の科目ごとに厳密に成績評価の分布基準を

定め、学生を評価することは、本学のように学生が多様化した状況では、学生の学習

意欲を損ねるといった弊害も予測されるので、このような方法は取り入れていない。

ＦＤ委員会では全学生の成績データを集計し、学生全体のＧＰＡの分布、取得単位数

の分布などの確認を2009年度から開始した。2009年度春学期の各学年の状況は以下の

とおりである。 
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4年生 
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どの学年においてもほぼ正常な分布となっており、成績評価の信頼性は十分保たれ

ていると判断できる。 

 

 

・履修科目登録の上限設定等、単位の実質化を図るための措置とその運用の適切性 

 

 単位の実質化を図るための措置として、2001年度からセメスター制を導入した。授

業は15週を1セメスターとして完結させて、成績評価を行っている。成績評価のサイク

ルが短くなったことで、学生への履修指導の機会が増えた。開始当初は専任教員の担

当する講義科目等を中心に週2回授業を行い、少ない授業科目を集中的に学ばせようと

したが、1年間の季節の移り変わりを視野に入れて行うべき生活園芸や継続的に学びを

続けるゼミなどを半期に集中させることは難しく、また非常勤教員の確保も困難であ

ったため、徐々に週1回15週完結の現状に変化してきている。ただし、英語や第二外国

語科目は教育効果を考えて週2回授業が継続されている。 

 また、セメスター制導入に合わせて履修登録単位の上限設定（いわゆるキャップ制）

も導入された。1学期の履修登録単位の上限は一般学生の場合20単位で、編入生は22単

位としている。ＧＰＡ制度と連動しており、学期ＧＰＡが3.0を超えると翌学期の上限

は解除される。ただし、26単位程度に抑えるよう履修登録時に指導している。卒業所

要単位が124単位であるので、一般の学生の場合4年前期には卒業所要単位数を満たす

ことができる。また、多少の不合格科目があっても4年間での卒業は十分可能でありほ

ぼ適切な上限と判断できる。なお、休暇期間中に集中授業として開講される体育（キ
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ャンプ）や体育（スキー）、卒業所要単位外の教職課程科目などは上限範囲外の科目と

して履修登録を認めている。 

2009年度春学期の学生の取得単位数は以下のとおりである。 
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3年生 
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4年生 
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4年生を除き、大半の学生が1学期に16単位から20単位取得していることがはっきり

と見て取れる。また4年生においても大半の学生が6単位以上単位を取得しており、履

修登録の上限設定が適切に機能していることが確認できる。 
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 他に単位の実質化を図るために、大学全体としてはＬＭＳ（ラーニングマネジメン

トシステム）としてBlackboardを採用し、利用できる環境を整えている。授業利用資

料の提示、課題の提示・提出、掲示板機能を利用したディスカッション、小テストな

どに利用されている。利用クラスは1セメスターに20科目程度に留まっている。なお、

ＬＭＳは優れた学修補助手段であるが、視覚障がいを持つ学生にとっては、対応が難

しい。音声による読み上げソフトを利用して画面上にあるすべての文字を読み上げて

いくため、本来必要な箇所になかなか辿りつけず、かえって学修を阻害することもあ

る。他方、聴覚障がいを持つ学生には非常に効果がある。クラスのディスカッション

になかなか加われなかった学生が、掲示板機能を利用したディスカッションで仲間の

発言を理解して積極的に意見を述べることが可能になった例がある。また、教室では

なかなか発言できないでいる学生が、ゆっくり考えて発言できる掲示板上では積極的

に発言するなどの効果も確認されている。 

その他、教員ごとにさまざまな工夫がされているが、大学全体としてシステム化さ

れた措置はない。 

 

 

・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 

 

 各年次における学生の質を検証・確保する方途は持っていない。卒業時の質保証に

ついては、各授業科目の単位を取得して、それぞれの科目群の必要単位数と卒業所要

単位数を満たしたことをもって卒業に足る学修ができたものと判断している。 

 

 

第3項 履修指導 

 

・学生に対する履修指導の適切性 

 

学生に対する履修指導は以下の3通りの方法で行われている。 

まず第1は履修ガイダンスである。毎学期、学期末に教務委員（履修指導担当教員）

と教務課による翌学期のための履修ガイダンスが実施されている。ここでは、当該学

期の4年間の学修の中での位置づけ、学部学科ごとの学修のポイント、抽選科目や例外

的科目、登録スケジュールなどの説明が行われる。 

学期末試験終了約1ヵ月後にその学期の成績が学生に通知される。同時にウェブ上で

シラバスが公開され（3月初めに秋学期分も含めて公開される）、学生は履修科目の検

討を開始する。この後、学期初めの履修登録までの期間が第2の履修指導の期間であり、

教務課職員による個別相談が随時実施される。またこの間に成績不振者に対する呼び

出しが行われ、履修指導担当教員による履修指導が実施されている。 

第3の方法は履修モデルである。開講科目を科目群・履修配当年次ごとにまとめ一覧

にしたもので学科ごとに作成されている。自分が履修しようとしている科目の位置づ

け、どの科目群からの履修が必要であるかなどが簡単に分かるようにしている。学生
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生活ハンドブックの履修の手引きに掲載されている。 

新入生に対しては入学式後、履修登録までの期間に集中的なガイダンスを行い、大

学での学びかた、履修登録制度の説明、カリキュラムの概要説明など詳細なガイダン

スを実施している。1年秋学期以降は上述のとおりである。 

編入学者に対しては編入時に履修ガイダンスを実施している。また、個別履修相談

も行い、単位認定状況の説明と履修計画策定のアドバイスを行っている。 

 

 

・留年者に対する教育上の措置の適切性 

 

学年進行途中の留年は休学以外にないので、本学の場合留年者は4年間で卒業できな

かった学生を指すこととなる。卒業予定者の1割弱である（表6）。4年終了時の卒業判

定後に正式に留年は決定するわけであるが、学期の履修登録単位数の上限があるため、

4年春学期終了時に留年が決定する学生もある。これらの学生に対しては、秋学期前の

個別履修相談で卒業見込み時期を検討し、卒業までの履修計画を教務課職員あるいは

履修指導担当教員がともに策定する。同様のことが2月末の卒業判定後にも留年決定者

を対象に実施される。留年生は学生同士の繋がりが薄れるために、出席が滞りがちに

なること危惧し、事務局から授業担当教員に出席状況を適切に把握するように依頼を

行っている。 

なお、卒業に必要な単位数が10単位以下の学生に対しては留年後の授業料の特別減

免を行っている。履修単位数×2万円＋在籍料5万円である。これによって、学生の金銭

的負担を減じるとともに成績評価などで不要な配慮を排除するためである。 

 

 

第4項 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 

 

ＦＤ活動は2006年度に発足したＦＤ委員会が担当している。ＦＤ委員会は学長が委

員長となり、各学部から選出された2ないし3名の教員と事務担当者で構成されている。

ＦＤ研修会の実施、外部の講演会・研修会の紹介・参加、学生による授業評価の実施

とその分析、各種調査分析が主たる活動となる。 

研修会は年に3～4回開催される。外部講師を招いての講演、専任教員による授業内

容の紹介、外部の動向報告などの講演会形式の研修会と1日を使って全学の教職員が参

加して全体討議とグループディスカッションを行う形式のものがある。ＦＤ委員会が

発足する前は大学執行部のイニシアティブで外部講師を招いた講演会が実施されてい

たが、ＦＤ委員会発足後は学内の相互理解を目的とした研修会が増えている。これは、

全入時代にあって学生の学修の活性化を目指すためには本学固有の具体的問題を見つ

め、対処していくことが必要と判断したからである。学内での相互理解の深まりと具
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体的な改善案の策定（2010年度からのカリキュラム改革）など、研修会は効果をあげ

ている。2006年度以降の研修会は以下のとおりである。なお、本年度秋学期のＦＤ研

修会については非常勤教員に対しても参加を呼びかけ、5名の非常勤教員の参加があっ

た。 

 2006年度 

  2006年5月18日(木) 16:00～18:00  

「恵泉の三本柱 必修科目の授業について」 

    「キリスト教概論」  岩村太郎 教授 

    「平和研究入門」 上村英明 助教授 

    「生活園芸Ⅰ」   澤登早苗 講師 

  2006年7月13日(木) 17:30～19:00 

「事例報告：新しい形の授業展開」 

「オンデマンド・バイオエシックス授業の展開－未来志向型教育の課題と展

望」木村利人学長  

「地域の子育て支援と恵泉教育－子育てひろば「あい・ぽーと」の実践から」 

大日向雅美教授 

  2007年2月8日 17:00～18:30 

  「授業実践報告」 

    「学生は、どうすれば動くのか」谷本寿男教授 

  2007年3月19日(月) 16:30～18:00 

  「授業実践報告」 

    「変貌する学生たち」秋元美晴教授 

 

 2007年度 

  2007年6月7日(木) 14:00～17:00 

 「初年次教育と学士課程」  絹川正吉元国際基督教大学長 

 2007年11月15日(木) 15:30～17:30 

 「大阪女学院大学の初年次教育」 大阪女学院大学 学長代行 智原哲朗教授 

 2008年3月7日(金) 10:30～18:00 

 『中央教育審議会審議経過報告「学士課程教育の再構築に向けて」の解析』 

小関毅彦教育研究支援センター長 

『「学士課程教育の再構築に向けて」恵泉は何をなすのか』 木村利人学長 

  全体討論：教育の質の保証と評価（どんな学生を育てるのか) 

 初年次教育とアドミッションポリシー（恵泉における初年次教育） 

           

2008年度 

 2008年6月26日(木) 15:30～17:30 

「初年次教育の充実に向けて：「日本語能力Ⅰ」の授業とその運営」 

    山田昌裕准教授 

 2008年7月31日(木) 10:00～18:00 
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 全体討論 

「初年時教育として何を教えるか～「教育の質の向上」に向けた問題認識の共

有化と改善に向けて」 

 2008年11月13日(木) 15:30～17:30 

  「英語Ⅰ･Ⅱ」の授業とその運営 Theodore Quock 准教授他  

 2009年3月17日(火) 10:30～17:30 

  「教育の質の向上」に向けて－初年次教育の課題と対応策   

      ✶2008年度FD活動について：振り返りと今後の課題 

    ・部門・学科別総括レビュー 

    ・初年次日本語・英語教育プログラムの現状と課題 

・恵泉における教育評価システムをめぐって 

―授業アンケートの活用と改善へ向けて 

 

 2009年度 

2009年度ＦＤ研修会総合テーマ 

「学生が身につけるべき力とは何か：恵泉ディプロマ・ポリシーの構築へ向けて」 

  2009年6月4日(木) 16：00～17:15 

「卒業生に何が求められているか：＜就職＞の視点から」 

「女子学生のキャリア育成戦略 －その踏み台として－」  

金子博 学園本部事務局長 

2009年7月30日(木) 13:00～18:00 

学生が身につけるべき力とは何か：恵泉ディプロマ・ポリシーの構築へ向けて 

・部門別報告  合同教務委員長   長阪 朱美 

              学生・進路部長   武田 徹 

              入試部長         坂井 誠 

・大学基礎データ報告           教育研究支援センター長  小関 毅彦 

・事前アンケート集計結果報告  ＦＤ委員   喜田 安哲 

・グループ討議： 

① 恵泉を卒業する学生が身につけるべき「学士力」とは何か？ 

② 恵泉における学士力の質を何をもってどのように保証するのか、 

その方法と問題点と解決策 

  2009年10月29日(木) 16:00～18:00 

多様化する学生とディプロマ・ポリシー 

「大学生のこころのケア～発達障害の学生の問題を中心に～」 

精神科医 福田真也先生 

 

 外部の講演会・研修会にはＦＤ委員の出席が多くなっている。特に私立大学連盟主

催で開催されるＦＤ担当者のための研修には複数の教員が参加する。またコンソーシ

アム京都が毎年開催するＦＤフォーラムには委員全員と参加を希望する教職員を派遣

している。 
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 学生による授業評価については後述するが、2000年度より全学で実施してきた。2001

年度に報告書を作成したのみで、その後は各科目の集計結果を担当教員に戻し、それ

ぞれに授業改善に役立てるよう要請するのみであった。ＦＤ委員会では学生による授

業評価を改善し、組織的に授業改善に役立てようと準備を進め、2008年度に初めて結

果の分析と報告を行った。2009年度には形式を大きく変更し、「授業自己評価」アンケ

ートとし、結果について分析し、報告書を作成することとし、組織的な授業改善への

手段とすることを教授会で確認している。 

 その他調査についても2009年度から徐々に開始したところである。今年度は学生の

ＧＰＡ及び取得単位数の分析、同志社大学山田礼子教授による「大学生調査」への参

加があげられる。来年度は私立大学連盟による「学生生活実態調査」への参加を予定

している。 

 

 

・シラバスの作成と活用状況 

 

シラバスは1995年度より現行の形式で作成し、年度はじめに「学生ハンドブック」

に概要を掲載して学生に配布している。また2003年度よりウェブ上で学生のみならず、

広く一般に公開している。現在は2006年度以降の閲覧が可能である。記載している項

目は科目名、担当者、科目区分、曜日・時限、授業科目の目的、講義概要・毎回の授

業内容、評価方法等、テキスト、参考文献、履修条件等である。教員によっては更に

詳細な授業計画を第1回目授業で配布する場合もある。 

https://syllabus2.keisen.ac.jp/cgi-syllabus/syllabus_top_menu.exe?year=0&

preview=0 

シラバスは、学生が十分に時間をかけて履修計画を作成できるよう、成績通知書、

新年度スケジュール、履修登録案内を発送する新年度開始1ヶ月前にウェブ上で公開し

ている。この成績通知書発送は、学生の履修・単位取得状況・授業計画に対する保証

人の関心が高くなってきたこともあり、2005年度より学生本人と保証人双方に送付し

ている。 

 

 

・学生による授業評価の活用状況 

 

学生による授業評価は2000年度より開始され年1回実施されてきた。セメスター制導

入後もこの体制が続いたが、2008年度より学期ごとに実施することとなり、年2回実施

されている。また名称も2008年度には「授業改善アンケート」と改め、アンケートの

目的を明確にするようにした。2008年度秋学期からは科目群ごとにデータの分析を行

い、これをＦＤ研修会で報告し、授業改善の議論の材料とした。更に2009年度には内

容を大幅に変更し、教員の授業方法等に関する質問項目をはずし、学生自身の授業態

度と授業の成果について尋ねる「授業自己評価」アンケートとした。これは、学生自

身の達成度･満足度を知り、学生と教員が相互に授業を振り返り、自己評価することで
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よりよい授業を実現することを目指したものである。 

 評価用紙は記名式（学籍番号のみ）とし、集計結果は成績評価提出後に教員に配布

される。記名式としたのは、責任ある回答を学生に期待したこともあるが、学生ごと

の集計も行い、集計結果を学生に戻すことを目的としたためである。 

 質問項目は学生の受講態度を聞く「あなた自身について」と授業の達成度・満足度

をたずねる「授業の成果」に大別される。そのほかに教員のオリジナル質問が追加で

きる。また自由記述欄をもうけ、授業の感想（良かった点・改善点）、授業環境（教室

の設備、受講者数等）について記入できるようにしている。 

 「あなた自身について」では、出席状況、遅刻の程度、意欲的に取り組んだか、課

題の実施状況、教室外学習の程度、教員への質問の程度、頑張ったと言えるか、など

を聞き、「授業の成果」では、シラバスに提示されている目的・目標が達成できたか、

授業を理解できたか、授業内容が興味深かったか、授業で新しい知見が得られたか、

授業が大変だったか、思考力が鍛えられたか、更に勉強をしたくなったか、総合的に

満足しているかを聞いている。「シラバスに提示されている目的・目標が達成できたか」

という問いが一番のポイントであり、アンケート開始前に授業担当教員はシラバスの

該当欄を読み上げることになっている。 

 集計結果は質問項目ごとの平均値、回答の分布（選択肢ごとの回答数）、学生の総合

的満足度と他の質問項目との相関にまとめられ、ＦＤ委員会からの事後アンケート用

紙とともに各教員に戻される。事後アンケートでは「シラバスに提示した目的・目標

が達成できたと考えるか」「授業の中で効果があったこと、改善すべき点」を尋ねてい

る。このアンケートは、授業内容と効果を確認する良い手段となっている。 

学生に対して結果をどのように返却するかはＦＤ委員会で検討中である。また全体

の集計と分析を行い報告書として公開する準備を進めている。 

 

  

第5項 授業形態と授業方法の関係 

 

・授業形態と授業方法の適切性、妥当性とその教育指導上の有効性 

 

授業形態としては、講義、演習、実習（実技）があげられる。また、ＦＳ（フィー

ルドスタディ）やＣＳＬ（コミュニティサービスラーニング）といった体験型学習も

導入されている。 

まず各学期の開講科目数とクラスごとの人数を確認してみると下表のようになる。 

クラス 

規模 

～

15 

～

30 

～

45 

～

60 

～

75

～

90

～

105

～

120

～

135

～

150

～

165 

～

180 

～

195 

～

210

クラス 

数合計 

2008 春 214 163 55 29 18 16 21 7 10 5 1 1 0 1  541 

2008 秋 147 153 46 21 28 8 15 7 6 9 0 0 1 1  442 

 

各学期450から550クラスが開講され、約70％のクラスが30名以下である。1年から4

年まで各学年にゼミが配置されていること、英語等の語学科目が少人数を原則として
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いること等に起因している。講義型の科目では100名を超えるクラスも生じている。 

講義は知識の教授のためには効率的であって、大学の授業の中心となる授業形態で

ある。1年次の必修科目である「キリスト教学入門」「平和研究入門」、共通教養「キリ

スト教」「平和と社会」、学部専門基礎科目、各学科の専門展開科目など、教養教育と

専門基礎的な科目において採用されている。教員からの講義、講義の理解を助ける資

料の配布、ＩＣＴを利用した提示、重要事項の板書が中心となる。学生の理解度を確

認し、深めるために教員からの問いかけ、ディスカッションを併用することも多い。

また、小テストや出席表に代わるミニレポートの作成なども行われている。これらの

さまざまな方法を利用して一般的な講義は行われている。授業形態から大規模クラス

も可能であるが、本学では教育効果という点から極力150名以下に抑えるようにしてい

る。 

演習は、自ら調べ、考える応用的能力を訓練する授業形態として本学の授業科目に

おいては講義と並んで多数を占める。1年次の「教養基礎演習」から始まり、各学年に

学科専門ゼミ科目として配当され、原則として専任教員が担当している。3年・4年の

ゼミは原則として1クラス当たり15名以下、2年ゼミは20名以下の少人数で行われてい

る。一般的にはテキストやテーマを決めて、学生が輪番で自分のテーマや担当箇所に

ついて調べた結果を報告し、それをもとにディスカッションをしている。教員は学生

の議論を鼓舞し、誘導するファシリテーターとして機能する。 

専門応用科目、講読クラス等は人数にもよるが、講義と演習を組み合わせた形で展

開されている。 

実習・実技は「生活園芸Ⅰ」、「情報科学基礎」、「日本語能力」や「英語」を含む「共

通語学科目」の語学、体育及び日本語教育実習、教職課程の教育実習が挙げられる。 

「体育」は毎週1回通常の時間帯の中でキャンパス内で行われるエアロビクスとテニ

スのほかに、夏期休暇、冬期休暇中に集中授業として合宿形式で行われるキャンプと

スキーがある。スキーやキャンプ技能の習得はもちろんのことであるが、安全や救急・

健康についても学ぶ組織キャンプの形態をとっている。これらの科目は、学生の生涯

にわたる健康で安全な生活の基礎作りを目的としたものである。 

語学科目は原則週2回の実習となっており、セメスター本来の形態をとっている。教

室内での実習以外に課題も多く出される。第二外国語科目では単に言語を学ぶだけで

なく、その言語の背景にある文化・社会・歴史などにも触れる機会を多く設けている。

後述する体験型学習を組み合わせたり、授業内にその言語を母国語とする人や民俗音

楽の演奏家が招かれることもある。語学に限らず授業時間内に外部講師を有給で招聘

することは、学部長の承認により1学期2回を限度に非常勤講師を含め、全科目に認め

られている。 

生活園芸Ⅱ、花と生活、園芸芸術論等の園芸系科目の場合、科目の特質から講義と

実技が組合された形で授業が展開される。その回のテーマに沿って講義が行われ、実

技で確認をする、実技を行い講義でその内容・意味が確認されるという形である。い

ずれも知識と技術の定着に高い効果をあげている。 

 

最後に、本学の授業形態でもっとも特色のある生活園芸Ⅰと体験学習（ＦＳ・ＣＳ
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Ｌ）を取り上げる。いずれの取組も特色ＧＰに採択されている。 

 

生活園芸Ⅰの授業形態は以下のとおりである。 

①栽培実習科目：大学に隣接する教育農場で、週 1 回 90 分の通常授業を 7～9 クラス

開講し、全学生の履修を可能にしている。各学生が自分の畑（2 人 1 組、4 区画）を持

ち、土を耕し種子を播くところから、収穫して利用するところまで全行程を一貫して

行う。収穫物は自宅に持ち帰って、調理し食すことを促す。自然相手の植物栽培では、

常に期待どおりの結果が得られるわけではない。絶えず事態を把握し、対策を考え、

対応することが求められる。これが、課題探求能力や社会人基礎力の育成につながる

のである。 

②補助スタッフ：各クラス（50-70 名）に担当教員 1 名、実習補助スタッフ 2 名を配置

し、実習指導の中で学生に積極的に声をかけている。ここで生まれる学生教職員間の

密接なコミュニケーションは、知識技術の伝達に留まらず、大学生活への導入として

重要な役割を果たしている。 

③講義と実習を組み合わせた授業形態：教育農場に集合し、実習内容と関連事項のミ

ニ講義の後、実習を行う。これにより、実習への理解を深め、さらに持続可能な環境・

社会へ関心を広げる。 

④観察・記録・振返り：実習中の観察と記録を促すことで、主体的に学ぶ習慣を身に

つけさせる。学期末には授業内容を振り返るためにノートとレポートの提出を課し、

学びをより深いものへと導いている。 

⑤その他の工夫：ロッカールームを設け、長靴、麦わら帽子、貴重品入れ等を常備す

ることで、実習に参加しやすい環境を整えている。 

教育効果としては以下の 2 点があげられる。 

①導入教育としての成果：「生活園芸Ⅰ」は、他大学にないユニークな授業科目であり、

その履修は学生に強烈なインパクトを与える。土に触れ、作物を育て、収穫する一連

の園芸実習を共同で行うことにより、いのちの大切さ、自然との共存、他者の大切さ、

他者との共存を学び、自分の存在価値を確認し、自己肯定感を培う。この過程におい

て、学生は「友人をつくり」「大学を理解し」「大学への愛着を深める」。これが本学で

の学びの出発点になる。 

②持続可能な環境・社会への関心の高まり：有機園芸による作物栽培と教育農場の豊

かな自然環境は、「いのち、食、自然や環境」への関心を喚起する。「生活園芸Ⅰ」に

並ぶ 1 年次必修科目「平和研究入門」では「持続可能性の基礎となる、世代間の公平、

地域間の公平、男女間の平等、社会的寛容、貧困削減、環境の保全と回復、天然資源

の保全、公正で平和な社会」（わが国における「国連持続可能な開発のための教育の 10

年」実施計画）を平和と捉え、その観点からの教育を行っている。「キリスト教学入門」

も同じような視点から「いのち」「共存」「平和」の問題を取り上げる。このように相

互に関連しあう必修科目の履修の中で、持続可能な環境・社会への学生の関心はさら

に高められる。 

 

体験学習は長期ＦＳ、短期ＦＳ、ＣＳＬから成り立つ。いずれも人間社会学部の専
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門科目である。長期ＦＳは、学生を北タイ地域に１セメスター派遣して集中的に現場

を体験させるプログラムである。最初の2ヶ月間はチェンマイ大学内でタイ語のブラッ

シュアップとタイの社会・文化等について学ぶ。後半の2ヶ月半は現地の農村やＮＧＯ、

公共機関などでの実習に当てられる。参加者は1人ずつ別の機関で活動をする。期間を

3回に分けて、各期間終了後にチェンマイ大学に戻り、チェンマイ大学教員、本学現地

補助スタッフ、本学からの出張教員、他の参加者の前で活動報告を行い、活動内容を

共有し、教員から指導を受ける。3期の活動終了後にはチェンマイ大学内で最終報告書

の作成にあたる。北タイ地域をフィールドとしたのは、アジアを重視してきた恵泉女

学園が、北タイ地域に15年以上前から毎年学生ワークキャンプを派遣して人的な関係

を築いてきたことによる。 

他方、短期ＦＳは、専任教員が自分の専門とするフィールドに10日から2週間程度学

生を引率して、共生の現場を体験させる集中科目である。 

いずれのＦＳも事前学習として、実際の体験の前学期にそれぞれのＦＳに対応する

「社会調査方法論Ⅰ」を履修し、体験先に関する事前学習を行っている。また体験の

翌学期には「ＦＳⅥ」を履修し、体験の振り返りを行い、学園祭等での発表、報告書

作成を行っている。 

ＦＳに関してはＣＳＬと併せて外部評価を 2008 年度に実施した。外部評価委員はＦ

Ｓの教育成果として以下の 4 点をあげている。参照：『特色ＧＰの活動 3 年間をふりか

えって』 

・学生はＦＳのプロセスで、さまざまな知識、能力、態度を修得している。 

・課題意識を高めるよい機会になっている。単にＦＳのテーマだけでなく、現地で

生活することで文化の違いにも興味を持っている。 

・集団行動の中でのリーダーシップやコミュニケーションの方法や多様性を尊重す

る態度が促されている。 

・キャリア教育としての成果は大きい。現地で活躍しているＯＧ、他大学のボラン

ティア、政府・国際機関の専門家、現地の若者の生き方は資源になっている。就

職活動にのぞむ学生にとって、ロールモデルやメンターとなりうる人たちとのや

り取りの機会の提供は貴重である。 

 

ＣＳＬは、福祉、街づくり、資源の再利用、外国籍住民との共生といった地域社会

で求められている多様なサービス活動に参加して学び、実社会への認識と自己理解を

深める科目である。できるだけ専門教育で学ぶ内容と結びついた活動を進めている。

50 時間以上の活動と活動記録及び報告書の提出をもって単位を認定する。ＣＳＬ参加

者に対しても事前学習としてサービスラーニング方法論を履修させ、この中でサービ

スラーニングを始めるための基礎知識の修得、活動現場の選択と事前学習、活動計画

作りを行う。 

教育効果としては以下の 3 点があげられる。 

・大学での学びで得た成果をどのように社会に還元するかという問いを通しての自

分自身の存在意味の理解 

 ・自分自身が社会に参画しなければ社会は変わらないという市民性への気づき 
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 ・自分が学ぶ学問と社会課題や生活課題とを結びつける中で育成される問題解決力 

 

これまでの体験学習の参加者は以下のとおりである。ＣＳＬは 2005 年度から開始さ

れ、プログラム数は 1 としてカウントされている。人間社会学部の約半数の学生が参

加している。 

年 度 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ数 5 7 6 6 6 8 8 11 8 8 7

参加者数 66 94 55 63 74 96 93 134 82 115 未定
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・多様なメディアを活用した授業の導入状況とその運用の適切性 

 

①情報教育及び多様なメディアを活用した授業を効果的に進めるための新入生情報関

係アンケートの実施 

2004 年度の新入生から毎年、ほぼ同じ内容の情報関係のアンケート（情報アンケー

ト）を実施してきた。このアンケートは、新入生のパソコン所有状況、どの程度パソ

コンに関する知識があるか、どの程度パソコンに触れていてどのような使い方をして

いるのかなどを知るために行ってきた。これらの状況を把握することで、1 年次必修

の「情報科学基礎Ⅰ」・「情報科学基礎Ⅱ」の授業において、学生の情報環境を考慮し

たきめ細かな対応ができるよう、できるかぎり配慮してきた。 

2009 年度の情報アンケートの結果は次のとおりであった。自宅のパソコン所有者は

92.9％（最近の 5 年間はほぼ横ばい）、そのうちノートパソコンを所有する割合は

75.6％（2009 年度新設項目）であった。ただし、自分専用のパソコンを持っている学

生は 27.0％（最近の 5 年間はほぼ同様）であり、必ずしも自由にパソコンを使える環

境にあるとは言えない。自宅にパソコンを所有している学生のうち、インターネット

に接続している割合は、2005 年度の 90.3％から 2007 年度以降わずかに増え 2009 年度

は 93.5％であった。インターネット接続がかなり高い割合にもかかわらず、パソコン
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で e-メールを使っている学生は 32.8％で、約 3 分の 1 のみであった。高校の「情報」

の授業で学習した項目は、インターネット 77.5％（過去 3 年間は 61.5～71.3％）、デ

ータ処理・グラフ 79.3％（過去 3 年間は 70.7～75.2％）、文書作成 72.7％（過去 3 年

間とほぼ同様）、プレゼンテーション 63.6％（過去 3 年は 50.9～60.8％）、Ｗｅｂペー

ジ作成 38.1％（2006 年度は 30.8％）、静止画・動画撮影 18.4％（過去 3 年間は 9.4～

10.9％）、画像編集 22.7％（過去 3年間は 15.6～17.5％）、ネットワークの仕組み 31.1％

（2006 年度の 18.2％から漸増）、ネットワークのセキュリティ 28.3％（2006 年度の

16.4％から漸増）、コンピュータの仕組み 35.4％で（2006 年度の 23.4％から漸増）、

インターネット、データ処理・グラフ、文書作成、プレゼンテーションについては高

校で学んできている割合が高かった。しかし、実際の使用状況をみると、パソコンを

使ってレポートを書いたことがある学生は 45.5％（2006 年度の 26.9％から漸増 2007

年度以降横ばい）、画像編集は 33.1％（2005 年度の 17.0％から漸増）、サウンド編集

は 20.2％（2005 年度の 11.5％から漸増）の使用状況であり、パソコンはまだあまり

活用されていないことが分かる。一方、携帯電話の使い方をみると、通話 91.4％、メ

ール 96.7％、Ｗｅｂの閲覧 80.8％であり、パソコンよりも携帯電話の方がよく利用さ

れていると言える。 

 

②情報教育科目 

情報教育として 1 年次全員に必修で「情報科学基礎Ⅰ」・「情報科学基礎Ⅱ」を履修

させ、この授業内で本学の“ＫＥＩＳＥＮ－ＮＥＴ”が利用できるアカウントを配布

している。学生は「情報科学基礎Ⅰ」・「情報科学基礎Ⅱ」で、パソコンの基本的な操

作スキル、文書作成・表計算・プレゼンテーション等のアプリケーションの利用スキ

ル、インターネット検索・電子メールの利用等、大学での学習に必要な基礎的なＩＴ

スキルと知識を学ぶ。2 年次以降に選択できる情報関連科目はキャリアデザイン科目

群にまとめられている。 

情報関連のキャリアデザイン科目としては、情報科学応用Ａ・情報科学応用Ｂ、プ

レゼンテーション技法、ビジュアルコミュニケーション、コンピュータグラフィック

ス、Ｗｅｂデザイン、情報化社会論、コンピュータシステム概論が配置されている。

これらの科目では、さらに踏み込んで表計算やデータベースの利用、画像や音声の収

集・加工とそれによるホームページの作成、プレゼンテーション技法等、学生たちが

社会に出て必要とされる情報技術の利用について講義・実習を行っている。 

これらの科目を履修することによって、パソコン操作やネットワーク利用に関する

スキル習得としての情報教育の目的は、概ね達成されていると考えられる。しかし、

これらの科目の担当者はほとんど非常勤であり、情報教育の内容について把握し難い

状況があることから、2004 年度から情報教育担当教員と図書情報委員会メンバーとの

懇談会を実施してきており、互いに授業内容の把握と関係者の意思疎通を図っている。

前述の通り、スキル習得に関するリテラシーは概ね達成されていると言えるが、特に

今日では情報利用技術ばかりでなく、情報セキュリティ、情報倫理、インターネット

社会の動向等について総合的に取り上げる必要性が高まってきている。 
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③情報技術を利用した授業の充実 

・統計学（旧パソコン基礎統計学） 

人間環境学科では、2002年度から2年生全員必修（2006年度より選択科目としたが、

2010 年度より再度必修化する）で「統計学（パソコン基礎統計学）」を開講してきた。

パソコンを使用して統計的な分析処理を行えるようにすることが目的であり、受講学

生全員がノートパソコンを所有していることを前提に授業展開・課題配布などを行っ

ており、情報技術の積極的な活用を目指した科目の一つとして注目されてきた。さら

に、情報関連科目としては「コンピュータシステム概論」「情報化社会論」「パソコン

応用統計学」などが開講されて、いずれの科目も、人間環境学科のほか他学科の学生

も選択履修ができる。 

 

・ＬＭＳ（Blackboard）の利用 

 ＬＭＳの利用クラスは 1 学期に 20 クラス程度ある。「メディア社会学」「日本国憲法」

「地域研究入門」「英語」「英語ＬＬ実習」「環境社会学」「持続可能社会論」などであ

る。講義クラスの場合、授業で提示したパワーポイント資料やレジュメを掲載する、

授業時間内には十分できないディスカッションを掲示板上で行う、毎回のレポートを

提出するなどに利用されている。英語等の語学クラスでは、音声や画像を含む教材の

配布に利用したり、外部の自由利用ができる教材への誘導を行うことも行われている。 

 

・オンライン英語学習システムの利用 

 英語クラス、ＴＯＥＩＣ（入門）講座などではオンライン英語学習システムを導

入し、授業時間外に行う補助教材として利用している。学生は学内の自習室、図書

館、学内各所に配備してある自由利用パソコンを使い課題をこなす。学習履歴は評

価の一部としてカウントされる。 

 

・講義等における多様なメディアの利用 

 全入時代を迎えた現在、教員が机の前で淡々と講義をする授業はほとんど成立し

ない。さまざまな手段を利用して、学生の関心を引き付け、効果的に情報を提示し、

更に考えさせ、定着させる工夫が必要となっている。本学においても状況は同じで、

教員は映像や画像、音楽、パワーポイント等を利用して授業を構成している。「第 10

章 施設・設備等」で詳述しているが、本学では情報処理機器を教室等に積極的に

配備し、情報教室 3 教室、情報メディア教室 2 教室、マルチメディア教室 5 教室、

授業収録システム付マルチメディア教室 2 教室を、またＣ棟普通教室 10 教室には移

動式のマルチメディア設備を整備し、一般的な授業での情報機器の利用を促進して

いる。科目の一例を挙げると、キリスト教美術、キリスト教音楽、メディア社会学、

都市地理学、キリスト教学入門、持続可能社会論、対照言語学等がある。 

 また、表 41 にあげたとおり、メディア・ライブラリーには 8,600 点を超える視聴

覚資料を有しており、教材・補助教材として積極的に利用（教員の利用：年間 700

件以上、学生の利用：400 件程度）されている。 
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・「遠隔授業」による授業科目を単位認定している大学・学部等における、そうした

制度の運用の適切性 

 

 該当なし 

 

 

第6項 3年卒業の特例 

 

・4年未満で卒業もしくは大学院への進学を認めている大学･学部等における、そうし

た制度の運用の適切性 

 

 学則第30条の2において3年卒業の特例を定め、3年以上在学して所要単位を取得し、

通算ＧＰＡが3.6以上の場合に、4年未満での卒業を認めている。2001年度から実施し

ているが、実際の適用は2006年3月卒業1名、2008年9月卒業1名、2009年3月卒業1名の

計3名である。いずれの学生も2年次終了時には3年卒業を視野に入れて、3年次の履修

を行っており、問題なく卒業している。制度は適切に運用されている。 

 

 

③国内外との教育研究交流 

 

第1項 国内外との教育研究交流 

 

・ 国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性 

・ 国内外の大学との組織的な教育研究交流の状況 

 

恵泉女学園は「聖書」「国際」「園芸」を教育の三本柱として、学園の創立当初から

「国際理解」に積極的に関わり続けてきた。現在、この「国際（世界的視野）」は「平

和な社会を創り出していくために、女性の貢献が重要であるとの自覚を持って、さま

ざまな分野で平和のために奉仕する女性を育成する」ことと学園では理解されている。

大学はこの学園の精神を引き継ぎ、授業科目の中に必修科目として「平和研究入門」

を置き全学的に平和を目指す女性の育成に力を入れている。また、人間社会学部国際

社会学科、大学院平和学研究科を設置し、この精神を具体化している。国際交流活動

を担当する委員会としては国際交流委員会が設けられ、国際課が事務を担当している。 

具体的な国際交流としては以下の取組が行われている。 

①留学生特別選抜入試による留学生の積極的な受け入れ。 

毎年30名前後（表13）、学費減免奨学金制度を設け、経済的支援を実施。 

②英語コミュニケーション学科 英語現地実習 

UC Davisでの英語研修プログラム 1年次生40名程度 1ヶ月間 

③国際交流委員会運営による海外語学研修 
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  シドニー研修（オーストラリア） 

  韓国語語学研修（韓国：梨花女子大学） 

グロスタシャ大学語学研修＋ミニインターンシップ（英国） 

中国語学・文化研修（上海・杉達大学） 

イタリア語学・文化研修（イタリア） 

スペイン語学・南米文化研修（ペルー・ボリビア） 

プログラムの内容によって人数のばらつきはあるが、5名程度から15名前後までの

学生を現地に送り出し、修了者には「外国語現地実習」の単位として認定してい

る。   

④協定留学プログラム（表11） 

ノースウェスタン・カレッジ（Northwestern College）  

1985年より短期大学英文学科と交流を開始。 

派遣期間：8月から1セメスター、もしくは1年 

  新羅大学校Silla University（韓国／釜山） 

1996年より本学との間に交換留学協定締結。 

毎年1～2名（授業料相互免除）の留学生交換を実施。この他に各セメスター4名

程度の留学生を本学が受け入れ。 

派遣期間：2月から1年間 

   パヤップ大学Payap University（タイ・チェンマイ） 

1979 恵泉女学園短期大学と交流開始。2003 年に相互協力協定締結。 

派遣期間：8月から1セメスター 

⑤人間社会学部専門科目フィールドスタディ（ＦＳ） 

タイ・インドネシア・中国・カンボジア・バングラデシュ・ドイツ・フランス

等で実施。 

長期ＦＳを受け入れているチェンマイ大学とは1997年度より相互協力協定締結。 

⑥人文学部日本語日本文化学科 日本語教育実習 パヤップ大学日本語学科で実施。 

⑦タイ国際ワークキャンプ（キリスト教センター）実施。チェンマイ県の農村でパ

ヤップ大学と合同で実施。約3週間。（正課外活動）約30名参加。 

 

 

通信制大学等 

 

・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、単位認定、学位授

与の適切性とそのための条件整備の適切性 

 

 該当なし 

 

 

【点検・評価】 
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学部・学科の人材養成の目的や教育目標に沿った教育課程の編成は、科目配置、体

系性、国際化や情報化の進展等に対する配慮など、適切と評価できる。特に、学園の

教育の三本の柱を中心とした教養教育的科目編成や副専攻の設置などの工夫により、

理念・目的を教育課程の中に十分に取り入れている点は高く評価できる。この理念を

発展させた生活園芸や体験学習が特色ＧＰに採択され、それを更に発展・展開させて

いる点も評価できる。シラバスの作成、履修指導などについてもほぼ適切に実施され

ている。ＦＤ活動についても全学の教職員による議論や問題の検討が定期的に行われ

ており評価できる。 

 しかし、教養教育的科目において自然科学的要素が園芸を中心とした生物学系の科

目に偏っており、数理的な思考を養成する科目が見られない点は検討が必要である。

シラバスについては、ほぼ必要な事項は記載されているが、教育目的、到達目標につ

いては必ずしも十分な記載ができていない。ＦＤ活動に関していえば、教育内容につ

いての議論は活発に行われているが、教育方法の改善を図るための研修については十

分とは言えない。また、教育効果の測定について、学生自己評価アンケートによる新

しい取組の成果が期待されるが、卒業生調査や客観的な効果測定法の開発など更なる

工夫・改善が必要である。 

 大きな問題として卒業時の質の保証がある。2009 年 7 月のＦＤ研修会の事前アンケ

ートで「大学全体で質の保証ができている」と答えた教員は回答者の 2 割に過ぎなか

った。また、研修会においても「質の保証をどうやって行うか」が活発に議論された。

結論として合意までには至らなかったものの「卒業論文の作成」が質の保証の有力な

手段であり、卒業論文の必修化が一つの方向として提示された。これをどのようにし

て実現できるか、具体化に向けた議論が必要である。 

 また、学生の多様化による学習履歴・学力格差とそれに伴う学習意欲の減少、休学・

退学などの増加という問題がある。2009 年春学期終了時で取得単位 5 単位以下の学生

が約 1 割いることは看過できない状況である。 

 

 

【具体的な改善策】 

 

①シラバスの記載内容の見直しと点検、2010 年度シラバスにおいては到達目標をより

具体的に明示するよう各教員に要請する。また成績評価基準を到達目標との関係でよ

り分かり易く記載するよう要請する。 

②学生自己評価アンケートの分析、検証を行い、大学としての授業改善に役立つ具体

的提案をＦＤ委員会が行い、大学評議会、合同教務委員会に具体化の検討を要請する。

また、教育方法改善のための研修（学内開催、学外派遣）を積極的に行う。 

③私立大学連盟「学生生活実態調査」（2010 年実施）に参加し、学生の実態把握を行

う。また、教育効果検証のための卒業生調査を 2010 年度に実施する。 

④卒論の必修化を含めた「質の保証」の仕組みを 2010 年度内に策定し、2011 年度よ

り実施する。 

⑤学生の学力格差等の問題に対応できるようカリキュラムの手直しとオリエンテーシ
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ョンの充実を図り、2010 年度より実施する。概要は以下のとおり。 

 

＜学部共通＞ 

入学式後から授業開始まで集中的に行ってきた履修ガイダンスでは、カリキュラ

ム全体の把握、履修方法の理解が十分にできず、学びの目標や計画を立て学びのプ

ロセスを構築できない新入生も多いので、入学決定後から入学式、春学期という長

期的な視野でガイダンスを組み直し、ガイダンス・履修指導を実施する。 

 

人文学部 

＜日本語日本文化学科＞ 

①入門科目の設置 

2005 年の改組により 2 学部制になり、1 年次は両学部に共通する科目として、本

学の教育理念である「聖書」「国際」「園芸」を重点的に学ぶことになった。その結

果、それまで 1 年次に配当されていた学科専門科目は 2 年次以降の配当となり、専

門分野をより深く学ぶことが時間的に難しくなっている。さらに、1 年次の共通科

目と 2 年次以降の学科専門科目の関連性が薄いことから、1 年次に学習意欲をなく

してしまう学生も出ている。1～2 年次に配当されている人文学部専門基礎科目の中

に、「日本語」、「文学・文芸創作」、「日本文化」の専門分野に進むための入門科目を

置く。 

②ガイダンスの徹底 

 本学科の入学者は、「日本語」、「文学・文芸創作」、「日本文化」のいずれかに興味

を持ち、目標を定めている学生が多数を占めていたが、最近、専門分野への興味が

持てず、方向性が定まらない学生が増えている。これは、①で述べたように、1 年

次の 2 学部共通カリキュラムと 2 年次以降の学科専門科目との整合性が見られない

こととも関連していると考えられるが、それ以上に、大学全入時代を迎え、大学で

の勉強に意欲が持てない学生が増加していることも一因であると考えられる。この

問題に関しては、1 年次に学科専門科目の入門科目を設けて専門分野への興味を持

たせることによって、学習意欲を向上させることが必要であるが、それとともに、

ガイダンスの徹底が効果的であると考える。履修ガイダンスに加えて、1 年次の教

養基礎演習と 2 年次のゼミの時間を使って、それぞれの科目を学ぶ意味を自覚させ、

4 年間のビジョンを描くことができるように指導する。 

③卒業制作の認定 

2010 年度から、学生の幅広いニーズに応えるために（文芸創作ゼミなど）、小説、

ルポルタージュ、オーラルヒストリー調査の成果物に自作解説小論文を付して、卒

業論文に代わるものとして提出することを認める。 

 

＜英語コミュニケーション学科＞ 

①基礎学力の低下 

全入状態のため、基礎学力、とくに英語基礎能力に問題のある学生が増加してい

る。外国語学習の基盤となる、母語である日本語能力が十分ではない学生が見られ
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る。 

授業においては学生に対するフィードバックを丁寧に行い、オフィス・アワーと

可能な限りそれ以外の時間にも指導を行うことで、一人ひとりの学生にきめ細かな

ケアをする。学科会などで学生についての情報を共有し、学生へのケアを学科全体

で行う。 

学生は、授業以外に e-learning（オンライン教材）による自律学習プログラム「ALC 

Net Academy」を使用し、1 年では「基礎文法コース」、2 年では「TOEIC 対応コース」

を自習させ、アドバイザーが一人ひとりの学生の学習記録を点検し、アドバイスを

与えることで学習習慣をつけさせ、英語力を伸ばす。 

2010 年度より、「日本語能力Ⅰ」を英語コミュニケーション学科の学生にも必修

とする。 

②英語運用能力・コミュニケーション能力を伸ばす工夫 

2005 年度の改組により、英米文化学科から英語コミュニケーション学科になった

ため、英米文化学科で開講されていた英語についての知識を習得する科目が多く残

され、英語コミュニケーション能力を伸ばすための科目がカリキュラムに十分配置

されていない。また、1 学期間あるいは 1 年間の留学を希望する学生が多いが、学

科で用意している留学プログラムが少ない。 

2010 年度のカリキュラム改編により、英語運用能力を伸ばす科目を増設した。2

～3 年次では、「Business English」「Pronunciation Practice」「Current Events」

「English for International Communication」「Reading and Discussion」、3～4

年次では、「Advanced Business English」「Speech and Communication」「Discussion 

and Debate」を増設する。 

英語コミュニケーション実践（2 年次）、英語コミュニケーション実践応用（3 年

次）の科目をそれぞれダブルで（2 クラス）履修することができるようにし、意欲

のある学生により多くの英語クラス履修の機会を増やす。 

英語コミュニケーション学科独自のESL短期留学プログラムを2008年度から開始

し、2009 年度に 1 名をアメリカ・アイオワ州にある Northwestern College に派遣

した。これにより、1 年次の UC Davis 語学研修から、2～4 年次の留学への道筋を作

ることができた。2010 年度から、カナダ、英国、オーストラリアなどにより多くの

学生を派遣する。 

③コミュニケーション力の不足 

学科への帰属意識や仲間意識が弱く、コミュニケーションが困難であることが多

い。これに対応するため、入学後すぐに英語コミュニケーション力育成を開始する。

具体的には、1 年生全員を対象にした「英語による合宿」（Enjoy Communication Camp）

である。Camp の目的は「英語によるコミュニケーション」を楽しんで体得させ、ま

た英語学習の「動機づけ」を強めること、「仲間意識・学科への帰属意識」を育てる

ことである。 

上級生の参加は下級生へのよい刺激となるとともに、上級生―下級生の距離を縮

め、良い関係をつくる機会とする。また準備段階から学科専任教員全員によるアド

バイザー制度できめ細かなケアを行うものである。 
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＜文化学科＞ 

 ①2 年ゼミ（春学期）のオムニバス化 

教養基礎演習Ⅰ（1 年春学期）で実施していた、学科の研究領域全体を紹介する

オムニバス形式の授業を 2 年春学期の「文化学基礎研究Ⅰ」に移行し、教養基礎演

習Ⅰは基礎的な導入教育に徹底する。 

 ②文化学科専門実習科目の開設 

 従来より国際交流委員会が主管となって実施していた語学・文化研修を体験型の

実習科目として文化学科専門科目に開講する。 

 

人間社会学部 

＜国際社会学科＞ 

①学びの内容の明示 

国際社会学科における学びの内容として、「国家と地域」「アジアと開発」「市民と

人権」を対外的に公示してきたが、入学後、学生たちが学びを進めていくプロセス

（カリキュラム）との対応が不明瞭であるので、対外的に公示する学科の学びの内

容を、「地域」と「問題群（イシュー）」の両面ではっきり認識できるように表現す

る。 

具体的には「アジア太平洋」「アメリカ」「ヨーロッパ」という三つの地域と、そ

れぞれに対応する「問題群」、すなわち「アジア太平洋」においては「戦後補償」「開

発と環境」「食糧問題と農業」「アイヌ」「沖縄」など、「アメリカ」では「サブプラ

イム・ローン」「ネイティブ･アメリカン」「オバマ政権」、「ヨーロッパ」では「ＥＵ

と市民権」「パリの都市計画」「少数言語」「民族差別と宗教」などが現時点では挙げ

られている。しかし、これは固定的なものではなく、国際政治や経済の社会状況の

変化に伴い、毎年、新たに更新し、その時々の受験生に身近なイシューを提示して

いく。 

この三つの地域と問題群にまたがるキーワードが「グローバリゼーション」「グロ

ーバル社会」であり、地域に限定されずに扱われる問題群として「国際移民」「人権･

市民権」「多国籍企業」「国連」「ＮＧＯ／ＮＰＯ問題」「宗教と民族」などのテーマ

を提示する。 

②体験学習プログラムと他の科目との連関 

体験学習ＧＰの総括でコメンテイターである濱名篤関西国際大学長から「体験プ

ログラムの重層性は分かるが、同学期に開講する講義科目との連携・協同が明確で

ない」という指摘を受けた。ＣＳＬやＦＳで体験したことを単に体験に終わらせず、

その後の学習に結びつけ、個別の課題をより普遍的な枠組みの中で考え、社会に発

信していく能力を育てるための科目としてＦＳⅥを開講したが、現状はＦＳの発表

会の準備会にとどまってしまっているという反省がある。ＦＳⅥと卒論ゼミの連関

を担当教員が意識し、ＦＳⅥのテーマを卒論の内容にするように指導することで先

の濱名氏の批判点である「体験学習プログラムと他の科目との連携・協同」という

課題に応えていく。 
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③基礎科目の拡充 

入試の多様化に伴い基礎的知識の補習の必要な学生が増加傾向にある。カリキュ

ラムポリシーで明示されているように、基礎科目の充実には力を入れてきたが、学

科で要求される世界史や国際政治、国際経済に関する基礎知識を扱う科目をさらに

充実させる必要が生じてきている。1、2 年次に専門分野の基本的な概念の習得を目

的とする「近現代史入門」「社会科学基礎論」を新設する。 

④教養基礎演習のクラスわけ 

 入学直後からの学習意欲不足、成績不振学生への対応として、ほぼすべての新入

生が参加している新入生フェローシップでのグループ分けをそのまま教養基礎演習

（春学期）のクラス分けに移行する。 

 

＜人間環境学科＞ 

①カリキュラム改善 

2005 年度の 2 学部化に際してのカリキュラム改革で、人間環境学科に独自で、学生

が全員参加して学ぶ科目がなくなったため、学科への帰属意識／仲間意識が希薄化

するとともに、専門科目へとつなげる基礎知識習得の機会が失われ、その影響が 3

年ゼミへと持ち越され、卒論指導上にも困難をきたす傾向が認められるようになっ

た。 

 入学者の平均的学力水準の低下、および集団行動や対人的な交渉能力に問題を抱

える学生の割合が増加し、基礎的な知識や学力、ことばの意味の理解（概念的な関

係づけ）を前提とすることが困難となった。 

これらの問題点への対策として、1、2 年次のカリキュラム内容を見直し、2010

年度から実施する。 

1) 専門基礎科目の拡充 

学部専門基礎科目に「地球環境入門」「心理学入門」を追加 

2)「統計学Ⅰ・Ⅱ」の必修化 

データ分析力を訓練し、学力向上を図る。 

3)「教養基礎演習Ⅰ」を 1 クラスのみ開講し、学科全員が同時履修 

原則専任教員全員が学生とともに参加する。自分の身心を導いて健康になる力

と、他者の心身を補助して健康を促進する力を養成するために、身体に直接働

きかける科目を学科必修にする。⇒ストレッチ・マッサージ、太極拳の必修化 

 更に、卒論執筆の意義を改めて評価し、カリキュラム上も必修とする。 

②宿泊型フェローシップの実施 

ここ数年、退学者の増加がみられるが、高校生活から大学生活への変化に適応で

きない学生の増加が一因と考えられる。その対策として、学科への帰属意識、仲間

意識を育み、目標を持った学生生活を送れるようにすることが肝要と考え、1 年次

の 6 月に学科単位の宿泊型フェローシップを実施する（2009 年度より開始）。この

宿泊型フェローシップで留意した点は以下のとおりである。 

 1）学科の理念の再確認と今後の学科での学びについて周知徹底し、学生各自が、

4 年間の学科での学びについて道筋を描けるようにする。すなわち学びの到達
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点を明らかにし、到達点に向けて努力する動機を持つ機会とする。 

2）恵泉の人間環境学科入学までの経緯についてのヒヤリングを行い、一人ひとり

の学生が求めているものを知り、本学科での学びに的確に反映させる。 

3）全員でストレッチ・マッサージを行い、また夜は親睦の時間を多くとって、教

員および学生同士の親睦を図る。 

⇒各教員がそれぞれの専門領域の中で学生に伝えたいことを中心としたシンポジウ

ム・教員自身が学生だった頃の思い出を語りながら、学生に今、気づいて欲しいこ

とについてのメッセージを伝える・先輩から後輩へのメッセージ等々。 



第 3章 教育内容・方法 

 

【現状の説明】 

 

 

（２）修士課程・博士課程・専門職学位課程の教育内容・方法 

 

①教育課程等 

 

第1項 大学院研究科の教育課程 

 

・大学院研究科の教育課程と各大学院研究科の理念・目的並びに学校教育法第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 

 

・「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」という修士課程の目的への適合性 

 

＜人文学研究科＞ 

人文学研究科文化共生専攻は、日本語の言語構造や言語教育などの言語文化の成立事情

や日本文化に関する高度な専門知識の習得や今日的な課題である文化交流や地域研究に関

する高度な専門的知識の習得により、文化交流の本質について深い理解をもって、多文化・

多民族の共生の道を指し示し、その実現に貢献できる人材の育成を目指している。 

この目的を実現するために、日本語教育科目群と文化交流科目群、共通科目群からなる

授業科目を置き、これを基礎研究領域、専門研究領域、関連研究領域、研究演習領域の4

領域に配置して、各領域から必要科目を履修し、30単位を修得することとしている。 

基礎研究領域は、当該専攻分野を学ぶために必要となる基礎的な理論と研究方法を学ぶ

科目であり、導入科目として位置付け、1年次に配置している。また、専門研究領域は、当

該専攻分野の主要な要素について学ぶ科目であり、基礎的な理論を深め、知識や研究の視

野を広げる科目として配置している。関連研究領域は、主要な専門分野の専門性を補完し、

自己の研究課題と関連付けることにより、研究内容を発展させる科目として配置している。

研究演習領域は、研究指導担当教員によるゼミであり、専攻分野における研究能力を養う

ための科目である。1・2年の4セメスターにわたって指導を受け、1年次には専攻分野の基

礎的な知識・技術に関する指導、2年次は修士論文作成を前提とした指導を受ける。 

 

学生は日本語教育と文化交流のいずれかを主たる分野として学ぶが、専門研究領域の科

目は両分野にまたがっており、広い視野から文化共生の問題を学ぶ科目構成となっている。

人文学研究科の科目編成は、以下の通りである。 
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（日本語教育） 

日本語教育研究Ⅰ 

日本語教育研究Ⅱ 基礎研究領域 

（1 年次、選択必修 4 単位） （文化 交流 ）  

文化交 流研 究 I  

文化交 流研 究Ⅱ  

（日本語教育） 

日本語構造特論Ⅰ（文法論） 

日本語構造特論Ⅱ（統語論） 

日本語教育特論Ⅰ（教育方法論） 

日本語教育特論Ⅱ（対照言語学持論） 

日本文化特論 

日本文学特論 

日本語教育実践演習 
専門研究領域 

（1･2 年次、選択必修 12 単位以上） 
(文化交 流 ) 

文化交 流特 論 I （欧米 地域圏 ）  

文化交 流特 論 II（アジ ア地域 圏）  

宗教文 化特 論  

ジェン ダー 文化特 論  

マイノ リテ ィ文化 特論  

文化交 流課 題研究  

関連研究 領 域  

（ 1･2 年次 、選択 必修 6 単位以上 ）  

言語文 化論  

第二言 語習 得論  

地域文 化史 研究  

地域社 会史 研究  

実践英 語研 究  

研究演習領域 

（1･2 年次、必修 8 単位） 

文化共生特殊研究 

 

日本語教育科目群では、日本語教員としての能力を向上させるために、言語としての日

本語と日本語教育に関する知識、および日本語教育において必要不可欠な日本の文化や文

学に関する知識の習得を目指すとともに、多様なニーズに対応できる能力を養うことを目

的とし、実習による実践的な教育を行っている。つまり、基礎研究領域から「日本語教育

研究Ⅰ･Ⅱ」の 4 単位、より高レベルの知識を得るために日本語の構造や背景となる文化を

学び、日本語教育実習を含む専門研究領域から 12 単位以上、また課程在籍 2 年間を通して

研究演習領域の「文化共生特殊研究」を 8 単位履修し、具体的な研究指導を受ける。 

文化交流科目群では、複数の文化によって構成された社会や移入された異文化の影響を

強く受けた社会などを対象にして、文化間の交流や衝突によって生じた事例を学ぶととも

に、学生各自の関心に基づいた調査を行うことにより、広い視野から文化的現象を理解し、

実践的に文化交流論の理解を目指す。基礎研究領域から「文化交流研究 I ・Ⅱ」を 4 単位、

宗教やジェンダーという側面から文化をとらえて研究を深められる専門研究領域から 12

単位以上、また課程在籍 2 年間を通して「文化共生特殊研究」を 8 単位履修し、実際的か

つ具体的な研究指導を受ける。 
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共通科目群では、より広い視野から言語と文化に関する知識・技術の習得を目指し、文

化共生の現場にあって共通の言語となる英語の実践力の向上を図る科目も配置している。 

以上の科目群から合計 30 単位以上を修得し、必要な研究指導を受けた上で、修士論文を

提出して審査及び最終試験に合格することが修了要件である。 

この教育課程によって、学校教育法第 99 条及び大学院設置基準第 3 条第１項に則った本

研究科の目的は達成される。 

 

＜平和学研究科＞ 

平和学研究科は、国際社会や国際事情に関する高度な専門知識を有し、現実の複雑さを

すくいとる洞察力と実践的な行動力を持ち、直接的暴力と構造的暴力を否定し、積極的に

平和を創造する人材を育成することを目的とする。 

この目的を実現するために、基礎研究領域及び専門研究領域、地域研究領域、関連研究

領域、研究演習領域の5領域を置き、各領域から必要科目を履修し、30単位を修得すること

としている。 

基礎研究領域は、当該専攻分野を学ぶために必要となる基礎的な理論と研究方法を学ぶ

科目であり、導入科目として位置付け、1年次に配置している。また、専門研究領域は、当

該専攻分野を構成する主要な要素を学ぶ領域で、基礎的な理論を深め、専門的な知識や研

究の視野を広げる科目として配置している。地域研究領域は、学生の研究対象･研究課題に

対応させて、アジア及び中東の特定の地域について歴史的･文化的･構造的視点から学び、

研究内容を発展させる科目として配置している。関連研究領域は、実践的な諸活動や体験

学習を通して、調査手法の有効性や応用性について学ぶとともに、課題発見能力や課題解

決能力を涵養する科目である。研究指導担当教員によるゼミであり、専攻分野における研

究能力を養うための科目である。1・2年の4セメスターにわたって指導を受け、1年次には

専攻分野の基礎的な知識・技術に関する指導、2年次は修士論文作成を前提とした指導を受

ける。 

「平和・非平和」の背景にある種々の要因を、広い視野から分析し、具体的な解決に向

けて前進する行動力を身につけるための平和学研究科の科目編成は以下のとおりである。 

 

基礎研究領域 

（1 年次、選択必修 4 単位）  
平和学研究 I･Ⅱ 

専門研究領域 

（1･2 年次、選択必修 10 単位以上） 

平和構築論 

多民族共生論 

市民社会活動（NGO）論 

公的援助論 

国際農業論 

ジェンダー論 

国際社会論 

環境と社会 

宗教と平和 
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地域研究領域 

（1･2 年次、選択必修 2 単位以上） 

東南アジア地域研究 

東アジア地域研究 

南アジア地域研究 

関連研究 領 域  

（ 1･2 年次 、選択 必修 6 単位以上 ）  

平和実 践研 究Ⅰ  

平和実 践研 究Ⅱ  

フィー ルド 調査法 Ⅰ ･Ⅱ  

実践英 語研 究  

フィー ルド スタデ ィⅠ ･Ⅱ  

研究演習 領 域  

（ 1･2 年次 、必修 8 単 位）  
平和学 特殊 研究  

 

学部教育で学んだ「平和」が、4単位取得する基礎研究領域の「平和学研究Ⅰ･Ⅱ」で展

開され、さらに、ジェンダーや環境などの側面から、平和構築に関する専門的知識を深め

る専門研究領域から10単位以上、地域的な社会情勢、文化特性を探究する地域研究領域か

ら2単位以上履修する。「フィールド調査法Ⅰ･Ⅱ」や「実践英語研究」などにより、実践的

な調査活動のための高度な技術を学び、「フィールドスタディⅠ･Ⅱ」によって調査を行う

関連研究領域から6単位以上、また課程在籍2年間を通して「平和学特殊研究」を8単位履修

し、実際的かつ具体的な研究指導を受ける。 

以上の科目群から合計 30 単位以上を修得し、必要な研究指導を受けた上で、修士論文を

提出して審査及び最終試験に合格することが終了要件である。 

この教育課程によって、学校教育法第 99 条及び大学院設置基準第 3 条第１項に則った本

研究科の目的は達成される。 

 

 

・「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、又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及びその基礎となる豊かな学識を養う」とい

う博士課程の目的への適合性 

 

該当なし 

 

 

・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

内容との関係 

 

本学の大学院研究科と学部の学士課程の関係性を図示すると以下のようになる。 
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人文学部 日本語日本文化学科 
人文学研究科 文化共生専攻 

人文学部 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 

人文学部 文化学科 

 

 

 

人間社会学部 国際社会学科 

平和学研究科 平和学専攻 
人間社会学部 人間環境学科 

＜専門研究領域＞科目例 

日本語構造特論、日本語教育特論、 

日本文化特論、文化交流特論、宗教文化特

論、ジェンダー文化特論、マイノリティ文化特

論 

 
＜専門研究領域＞科目例 

平和構築論、グローバルガバナンス論、多

民族共生論、市民社会活動（ＮＧＯ）論、

公的援助論、環境と社会、宗教と平和 

 

 

 

人文学研究科は人文学部を基礎とし、平和学研究科は人間社会学部を基礎とする。人文

学研究科の主たる研究領域は日本語教育と文化共生であり、このうちの日本語教育につい

ては人文学部日本語日本文化学科に日本語教員養成課程を置き、基礎的な教育を行ってい

る。大学院人文学研究科文化共生専攻ではこの日本語教員養成課程の教育を基礎に、それ

を更に専門的に深め、実践的な能力の向上を目指している。また文化交流は人文学部全体

の教育の根底をなす視点で、これを大学院において更に深めるものである。そのため、担

当教員も人文学部の各学科に所属する専任教員が兼務している。 

 平和学研究科は平和構築のための理論と実践が主たる教育研究領域となる。これは恵泉

女学園大学全体を貫くものであるが、特に人間社会学部国際社会学科において国際関係、

国際協力、人権などの観点から基礎的な教育研究がなされている。また、人間環境学科に

おいても開発に伴う環境破壊やジェンダーなどの視点からの基礎教育が行われている。こ

れらを発展させ、より高度な専門知識と実践的な調査や平和構築の担い手としての実践的

行動力を獲得するための教育を行うのが、平和学研究科平和学専攻である。大学院担当教

員は人間社会学部の各学科に所属する専任教員が兼務している。 

 

他方、日本語教員養成課程の副専攻は人文学部日本文化学科のみならず、他学科、他学

部にも開かれている。従って、人間社会学部卒業生が日本語教育による国際協力という視

点を持ち、人文学研究科に進むこともある。また学部の「国際平和」副専攻は全学に開か

れている。このため、人文学部卒業生がその学びを更に深めるために平和学研究科に進む

こともできる。 

 

 

・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両者

の関係 
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 該当なし 

 

 

・博士課程（一貫制）の教育課程における教育内容の適切性 

 

 該当なし 

 

 

・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 

 

 該当なし 

 

 

大学院研究科の教育課程 

 

・専門職学位課程の教育課程と、専門職学位課程制度の目的並びに専門職大学院固有の教

育目標との適合性 

 

 該当なし 

 

 

第2項 授業形態と単位の関係 

 

・各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における、その各々の授業科目の単位計算

方法の妥当性 

 

授業科目の単位は大学院設置基準第 15 条に従い、大学設置基準第 21 条を準用して学部

と同様に計算している。すなわち、講義、演習については 15 時間の授業をもって 1 単位、

実習及び調査研究などについては 30 時間の授業をもって 1 単位と計算している。 

大学院の科目は原則として講義形式で行われる。実際には講義とディスカッションを組

み合わせる場合もあれば、履修者数が少ない場合は演習形式になることもあるが、基本は

講義である。授業期間は春学期15週、秋学期15週で各授業科目は学期ごとに終了し単位が

与えられる。1回の授業は学部同様90分授業で、これを2時間の授業として計算している。

従って通常の講義科目は週1回2時間×15週＝計30時間となり、1学期の履修で2単位が与え

られる。 

「文化共生特殊研究」「平和学特殊研究」は2年間にわたる演習科目である。15時間の授
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業をもって1単位という計算で1セメスターあたり、週1回2時間×15週＝計30時間で2単位と

して計算し、合計4学期8単位となる。 

「日本語教育実習」は実習科目である。学部の留学生に対する日本語の授業実習を行う

ための見学、教案作成なども含まれ、全体として60時間を超える活動であるので2単位とし

ている。 

「文化交流課題研究」「フィールドスタディⅠ・Ⅱ」は指導担当教員の指導の下で、自

分の研究テーマに応じた調査研究を行う科目であり、最低１週間程度の実地調査が求めら

れており、教員との事前打ち合わせ、計画書の確認、指導などを含めると60時間を超える

活動であるので2単位としている。 

 

 

第3項 単位互換、単位認定等 

 

・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切性（大学院設置

基準第15条） 

  

大学院学則第11条において、入学前に大学院で修得した既修得単位については、10単位

を超えない範囲で本大学院において修得したものとみなすことができると、同第12条で他

の大学院等で修得した単位を10単位を超えない範囲で本大学院において修得したものとみ

なすことができると定めている。 

 これにより、本学学部卒業生が在学中に本大学院の科目を履修して、更に大学院に入学

した場合、これを本大学院で修得したものとみなしている。2008年度1名10単位、2009年1

名10単位である。 

他の大学院で修得した単位の認定はいまだ申請がなく、行っていない。 

 

 

第4項 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 

 

社会人入学生や外国人留学生に対して、特別な教育課程は編成していない。ただし、社

会人入学生や外国人留学生には、指導教員が必要と認めれば、学部の日本語や日本文化に

関する科目、及び大学院の専門領域の学習に必要な学部専門科目の履修を認めるなどの配

慮を行っている。 

 

 

連合大学院の教育課程 
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・連合大学院における、教育内容の体系性・一貫性を確保するための方途の適切性 

 

 該当なし 

 

 

「連携大学院」の教育課程 

 

・研究所等と連携して大学院課程を展開する「連携大学院」における、教育内容の体系性・

一貫性を確保するための方途の適切性 

  

該当なし 

 

 

②教育方法等 

 

第1項 教育効果の測定 

 

・教育・研究指導上の効果を測定するための方法の適切性 

  

一般の授業科目、すなわち講義や演習の効果については、授業への参加・貢献度、理解

度、学期中に提出する小レポートや学期末のレポートなどによって評価される。フィール

ドスタディや課題研究の場合は提出された報告書の内容によって評価される。 

研究指導の効果については修士論文作成の中間発表及び提出された修士論文及び口述試

験で測定される。中間発表は1年の秋学期と2年の春学期の2回実施され、各研究科の全教員

によって教育効果が測定される。また、修士論文作成のための研究指導の過程において、

教育・研究指導の効果は日常的に測定されている。 

 

 

第2項 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 

 

大学院学則第13条に定めるとおり評価は、ＡＡ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｆをもって表し、ＡＡ、

Ａ、Ｂ、Ｃを合格とし、Ｆを不合格とする。評点90点以上がＡＡ、80点以上90点未満がＡ、

70点以上80点未満がＢ、60点以上70点未満がＣ、60点未満がＦである。他に「合格」「不合

格」をもって表すこともできる。この場合Ｐをもって「合格」を表す。評価方法、基準に
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ついてはウェブ上のシラバスに明示している。 

更に、大学院でも学生の学期ごとの成績及び通算成績をＧＰＡを用いて表記している。

学部と同様に、通常利用されるＧＰＡを用い、ＡＡを4点、Ａを3点、Ｂを2点、Ｃを1点、

Ｆを0点とし、この点数にそれぞれの科目の単位数を掛けて、その総和を履修単位数で割っ

た数値である。 

 

 

・専門職学位課程における履修科目登録の上限設定とその運用の適切性 

 

該当なし 

 

 

第3項 研究指導等 

 

・教育課程の展開並びに学位論文の作成等を通じた教育・研究指導の適切性 

 

教育課程の展開については①教育課程等 第１項 大学院研究科の教育課程において述

べたとおりである。すなわち、人文学研究科文化共生専攻においては、1年次の基礎研究領

域において当該専攻分野を学ぶために必要となる基礎的な理論と研究方法を学び、1年次、

2年次の専門研究領域及び関連研究領域において、当該専攻分野の主要な要素について知識

を深めるとともに関連領域の学習によって研究の視野を広めている。研究演習領域の4セメ

スターにわたる文化共生特殊研究においては指導担当教員による修士論文作成に向けた指

導を継続的に受けている。 

また、平和学研究科平和学専攻においても、1年次の基礎研究領域において当該専攻分野

を学ぶために必要となる基礎的な理論と研究方法を学び、1年次、2年次の専門研究領域に

おいて当該専攻分野の主要な要素について知識を深め、地域研究領域において専攻分野に

対応した地域研究により研究に広がりをもたせ、地域研究領域において、実践的な諸活動

や体験学習を通して、実践的な調査・活動能力を育成している。更に研究演習領域の4セメ

スターにわたる平和学特殊研究においては指導担当教員による修士論文作成に向けた指導

を継続的に受けている。 

研究指導については、人文学研究科（収容定員10名）に7名、平和学研究科（収容定員14

名）に8名の研究指導（補助）教員を配置し、十分な研究指導が行われる体制を整えている

（表19-3）。各学生に対する指導教員は学生の研究テーマに対応させて中心となる主指導

教員１名が置かれ、研究分野の広がりや教育上の必要がある場合には研究指導補助教員が

補助をすることにより、密度の高い論文指導（研究指導）が行えるように配慮している。 

 

研究指導は毎週の「特殊研究」の際に必要に応じて実施しているが、最終的な学位論文
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作成に向けて、研究計画書の作成や中間報告などの段階を設定し、それぞれ設定された水

準を満たすことを求めている。中間報告は前述のとおり、修士論文作成までに2回実施して

いる。 

 

 

・学生に対する履修指導の適切性 

 

授業科目の履修と論文作成指導が有機的なつながりを持って学位授与に結実するよう教

育のプロセス管理を重視して、組織的な履修指導体制を整備している。 

具体的には入学時オリエンテーション、学期毎の履修ガイダンス及び指導教員による個

別の履修指導である。また、学生の履修の参考となるよう履修モデルも提示している。 

 入学時オリエンテーションでは研究科ごとに全専任教員と新入生が集まり、相互理解を

深めるとともに、修士論文作成に向けての研究計画の立て方などの指導が行われる。また、

教務課大学院担当より、履修や学位授与までの流れなどについての説明が行われる。学期

ごとのガイダンスではガイダンス担当教員からその学期の履修や研究活動のポイントとス

ケジュールが説明される。 

 以上により学生に対する履修指導は適切に実施されている。 

 

 

・指導教員による個別的な研究指導の充実度 

  

指導教員による研究指導は、毎週の「特殊研究」にあわせて実施される。第1セメスター

では研究計画書の作成、研究対象へのアプローチ方法の確認、基礎知識の確認と指導、第2

セメスターでは基礎的調査・研究の進捗状況の確認と指導、第3セメスターでは修士論文の

テーマ・方向性の確認、骨子・概要の確認、進捗状況の確認、第4セメスターでは進捗状況

の確認、修士論文の最終確認が行われる。学生数に対して指導教員数は十分であり、また

指導補助教員も必要に応じて研究上のアドバイスを行うため、十分な研究指導が行われて

いる。 

 

 

医学系大学院の教育・研究指導 

 

・医学系大学院における臨床系専攻の学生に対し、病院内外でなされる教育・研究指導と

これを支える人的、物的体制の充実度 

 

 該当なし 
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・医学系大学院における臨床系専攻の学生について、臨床研修と研究の両立を確保させる

ための配慮の状況とその適切性 

 

 該当なし 

 

 

第4項 教育・研究指導の改善への組織的な取り組み 

 

・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（ファカルティ・

ディベロップメント（ＦＤ））およびその有効性 

 

大学院におけるＦＤは大学院学則第2条の定めに基づき大学院ＦＤ委員会規則によって

組織的に実施している。2008年度と2009年度に1回ずつ実施した。 

2008年度 

2008年8月8日（金）17：00～19：00 

「平和研究のためのプログラム構築について－ＡＭＡＮと恵泉のプログラム比較」 

 講師：Asian Muslim Action Network Program Team Director  Dr. Imitiyaz Yusuf 

 

 2009年度（公開のシンポジウムとして実施） 

2009年11月7日（土）13：00～16：00 

「日本語学習者はどうやって語彙を学ぶのか？ 

－語彙教育・語彙学習について考える－」 

講師：柏崎雅世（放送大学客員教授） 

滝沢直宏（名古屋大学大学院国際開発研究科教授）  

土井みつる（東京工業大学留学生センター講師） 

佐々木倫子（桜美林大学大学院言語教育研究科教授） 

日本語学習経験者（4名） 

 

 

・シラバスの作成と活用状況 

 

シラバスは学部と同様に、2003年度よりウェブ上で学生のみならず、広く一般に公開し

ている。現在は2006年度以降の閲覧が可能である。記載している項目は科目名、担当者、

科目区分、曜日・時限、授業科目の目的、講義概要・毎回の授業内容、評価方法等、テキ

スト、参考文献、履修条件等である。教員によっては更に詳細な授業計画を第１回目授業

で配布する場合もある。 
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https://syllabus2.keisen.ac.jp/cgi-syllabus/syllabus_top_menu.exe?year=0&pre

view=0 

 

シラバスは、学生が十分に時間をかけて履修計画を作成できるよう、成績通知書、新年

度スケジュール、履修登録案内を発送する新年度開始1ヶ月前にウェブ上で公開している。 

 

 

・学生による授業評価の活用状況 

 

大学院においても学部と同時に同一方式で講義科目について「学生による授業評価」が

実施されている。ただし、2009年度より「授業自己評価アンケート」となり、一般的に意

識の高い大学院生に学部生と同一の「自己評価による授業評価」が適切であるかについて

は検討の余地がある。 

以下に学部における授業評価の説明を再掲する。 

 

学生による授業評価は2000年度より開始され年1回実施されてきた。セメスター制導入後

もこの体制が続いたが、2008年度より学期ごとに実施することとなり、年2回実施されてい

る。また名称も2008年度には「授業改善アンケート」と改め、アンケートの目的を明確に

するようにした。2008年度秋学期からは科目群ごとにデータの分析を行い、これをＦＤ研

修会で報告し、授業改善の議論の材料とした。更に2009年度には内容を大幅に変更し、教

員の授業方法等に関する質問項目をはずし、学生自身の授業態度と授業の成果について尋

ねる「授業自己評価」アンケートとした。これは、学生自身の達成度・満足度を知り、学

生と教員が相互に授業を振り返り、自己評価することでよりよい授業を実現することを目

指したものである。 

 評価用紙は記名式（学籍番号のみ）とし、集計結果は成績評価提出後に教員に配布され

る。記名式としたのは、責任ある回答を学生に期待したこともあるが、学生ごとの集計も

行い、集計結果を学生に戻すことを目的としたためである。 

 質問項目は学生の受講態度を聞く「あなた自身について」と授業の達成度・満足度をた

ずねる「授業の成果」に大別される。そのほかに教員のオリジナル質問が追加できる。ま

た自由記述欄をもうけ、授業の感想（良かった点・改善点）、授業環境（教室の設備、受講

者数等）について記入できるようにしている。 

 「あなた自身について」では、出席状況、遅刻の程度、意欲的に取り組んだか、課題の

実施状況、教室外学習の程度、教員への質問の程度、頑張ったと言えるか、などを聞き、

「授業の成果」では、シラバスに提示されている目的・目標が達成できたか、授業を理解

できたか、授業内容が興味深かったか、授業で新しい知見が得られたか、授業が大変だっ

たか、思考力が鍛えられたか、更に勉強をしたくなったか、総合的に満足しているかを聞

いている。「シラバスに提示されている目的・目標が達成できたか」という問いが一番のポ
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イントであり、アンケート開始前に授業担当教員はシラバスの該当欄を読み上げることに

なっている。 

 集計結果は質問項目ごとの平均値、回答の分布（選択肢ごとの回答数）、学生の総合的満

足度と他の質問項目との相関にまとめられ、ＦＤ委員会からの事後アンケート用紙ととも

に各教員に戻される。事後アンケートでは「シラバスに提示した目的・目標が達成できた

と考えるか」「授業の中で効果があったこと、改善すべき点」を尋ねている。このアンケー

トは、授業内容と効果を確認する良い手段となっている。 

 

 

③国内外との教育研究交流 

 

第1項 国内外との教育研究交流 

 

・ 国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性 

・ 国内外の大学院との組織的な教育研究交流の状況 

 

恵泉女学園は「聖書」「国際」「園芸」を教育の三本柱として、学園の創立当初から「国

際理解」に積極的に関わり続けてきた。現在、この「国際（世界的視野）」は「平和な社会

を創り出していくために、女性の貢献が重要であるとの自覚を持って、さまざまな分野で

平和のために奉仕する女性を育成する」ことと学園では理解されている。大学院も学部同

様にこの学園の精神を引き継ぎ、人文学研究科文化共生専攻と平和学研究科平和学専攻の2

研究科を置き、教育研究の総体として国際交流の進展と国際社会の平和的な共生を目指し

て活動を展開している。大学院は国際交流委員会を持たずに、学部の国際交流委員会に協

力するとともに大学院固有の案件については研究科委員会で審議・決定している。 

 

 国外の大学院・研究機関との交流については、2001 年度の大学院開設当初からタイ国チ

ェンマイ大学大学院ノンフォーマル教育研究科との交流を行っている。これは学部の長期

フィールドスタディプログラムから発展したものであり、本学にチェンマイ大学教員を招

聘して大学院での「フィールド調査法Ⅱ（評価法）」の集中講義を依頼している。2005 年

度にはチェンマイ大学学生を留学生として大学院に受け入れている。 

タイをベースに活動しているイスラム系ＮＧＯ組織ＡＭＡＮ(Asian Muslim Action 

Network）とも協力関係を結んでいる。ＡＭＡＮはＮＧＯスタッフを対象とした平和学の大

学院の設立準備を進めており、夏季のセミナーが実施されている。本学では 2007 年度から

教員をこのセミナーに派遣し、講師を務めると同時に企画会議にも加わり、協力を行って

いる。2008 年 11 月に本学で開催した国際シンポジウム「アジアにおける民主化と宗教」

にはチェンマイ大学とＡＭＡＮからスタッフを講師として招聘した。 

韓国聖公会大学とは2008年 3月に大学間協力協定を締結し、聖公会大学大学院Master of 
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Arts In Inter-Asia NGO Studies（ＭＡＩＮＳ）と本学平和学研究科を中心に交流を開始

した。2008 年よりＭＡＩＮＳサマースクールに本学より教員 1 名、院生 1 名が参加、2009

年には教員 2 名、学生 1 名が参加した。2010 年度から本学の大学院生または修了者 1 名を

聖公会大学院が受け入れる協定留学が開始される。また、2009 年 5 月には聖公会大学より

韓ホング教授を本学で開催された日本平和学会に本学主催シンポジウム「平和学を専門と

する大学院カリキュラムの現状と課題」のパネリストの一人として招聘し、大学院カリキ

ュラムについての国際比較を行った。 

 また、パヤップ大学（タイ・チェンマイ）とは課外活動や学部プログラムで交流があり、

日本語学科教員に学部卒業生、大学院修了者がいることから、人文学研究科の日本語教育

実習の実習校としての交流が行われている。 

なお､毎年秋の学園祭に開催される大学院主催のシンポジウムでは国内外の研究者を招い

て活発な交流が行われている。 

2006 年 11 月 4 日 

テーマ：「アジアにおける多文化共生と平和のための市民社会の役割」 

講師：モヒゥディン・アフマッド／ルバート・アレホ ／クンダ・ディクシット／ 

マリア・ハルティニンシ ／イ・シジェ（李 時 載）／澤井 啓一／大橋 正明 

2007 年 11 月 10 日 

テーマ：「いのちの文化」を考える－日本・韓国の現状から未来へ－ 

講師：鄭 弘 燮／木村 利人／齋藤 小百合／笹尾 典代／澤井 啓一／崔 光 準 

2008 年 11 月 8 日 

テーマ：「アジアにおける民主化と宗教」 

講師：曺 喜 昖 ／Ａ.ソブール／Ｄ.ウサ／川島 堅二／浜田 空／大橋 正明 

2009 年 11 月 7 日（土）（公開のシンポジウムとして実施） 

「日本語学習者はどうやって語彙を学ぶのか？ 

－語彙教育・語彙学習について考える－」 

講師：柏崎雅世／滝沢直宏／土井みつる／佐々木倫子／日本語学習経験者（4名） 

(2009 年度は大学院ＦＤを兼ねて実施。再掲) 

 

 

④学位授与・課程修了の認定 

 

第1項 学位授与 

 

・修士・博士・専門職学位の各々の学位の授与状況と学位の授与方針・基準の適切性 

 

学位授与状況は 2004 年度から修了予定者 14 に対し 9、2005 年度 6 に対し 3、2006 年度

8 に対し 5、2007 年度 7 に対し 2、2008 年度 17 に対し 5 となっている（表 7）。近年留年者、
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退学者が増加傾向にあり、学位の授与件数が修了予定者に対して低い傾向がある。 

修士の学位授与については、「修士課程に2年以上在学し、所定の授業科目を30単位以上

習得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士学位論文を提出してその審査及び最終試

験に合格した者に、人文学研究科文化共生専攻は修士（人文学）、平和学研究科平和学専

攻は修士（平和学）を授与する」（恵泉女学園大学学位規則第5条）こととしている。 

審査基準については「広い視野に立って精深な学識を修め、専攻分野における研究能力

又は高度の専門性を擁する職業等に必要な高度の能力を示すものでなければならない」（恵

泉女学園大学学位規則第9条）と定められている。また、最終試験については「修士の学位

申請論文の内容及びこれに関連する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について行う」（恵泉女学園大学学位規則第10条）と定めている。 

これは「学位規則」第 3 条及び大学院設置基準第 16 条に合致しており適切なものである。 

これら学位授与要件及び基準は学生生活ハンドブック及び入学生オリエンテーション、

ガイダンスで学生に周知されている。 

 

 

・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 

 

学位審査の透明性・客観性については、恵泉女学園大学学位規則第 8 条に「研究科の教

員のうちから、研究指導を担当する教員を含め 2 名以上を審査委員（うち 1 名は主査）に

選出する」と定め、複数教員による審査を行うこと、修士論文の中間発表時及び学位論文

審査のための研究科委員会に、当該研究科の全教員がかかわることで確保に努めている。

また、学内人文学会機関誌『アカデミア』に修士論文題目一覧、及び優秀修士論文を掲載

することでその一助としている。 

 なお、同8条2項で当該研究科以外の教員及び学識経験者を審査委員に加えることができ

ることを定めているが、実施した事例はない。 

 

 

専門職大学院の修了要件等 

 

・法令上の規定や当該専門職大学院の教育目標と、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 

 

 該当なし 

 

 

第3項 課程修了の認定 
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・標準修業年限未満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、

妥当性 

 

恵泉女学園大学学則第14条及び恵泉女学園大学学位規則第5条において、特に優れた業績

を上げたものについては、1年以上の在学で修了できるものと定めているが、この制度を適

応した事例はない。 

 

 

通信制大学院 

 

・通信制大学院における、教育研究指導方法・単位認定・学位授与の適切性とそのための

条件整備の適切性 

 

 該当なし 

 

 

【点検・評価】 

 

教育課程の編成については研究科の目的･目標に十分にかなっており、目標を達成できて

いる。自己の研究計画に従って体系的に履修計画を立てることが難しい大学院生もいるの

で、指導教員による科目履修指導を強化する必要がある。平和学研究科については、大学

院学則の研究科の目的が、名称変更前の人間社会学研究科の目的を継承しているため、平

和学研究科への名称変更の意義が十分に伝わらないきらいがある。 

 教育方法についてもほぼ目標を達成できていると判断するが、大学院の定員規模が小さ

いにも拘らず多様な志向・目標をもつ大学院生を受け入れているため、基礎・専門研究科

目のいずれにおいても多様な専門領域を持つ大学院生が出席している。したがって一つの

専門領域に特化した教育方法をとる場合には、一部の履修者にとって効果が大きいが、他

の履修者にとっては効果が少ないという問題がある。大学院生による授業評価は学部学生

と同時に同一方法で行われているが、少人数の参加者が演習形式で行うことが中心の大学

院授業の評価に、この方式が有効かどうか問題である。また､履修登録学生の専門領域に応

じて授業内容を変更していくこともあるため、シラバスは学部に比較して簡略である。 

 大学院入学者中、退学者や留年者が毎年相当数見られる。特に 2008 年度には人文学研究

科の修了予定者の過半数が修士論文提出を半年延期し、2009年 9月に修士課程を修了した。

このことから研究内容に関する指導だけでなく、研究計画や論文作成計画などの面でも指

導の強化が必要であることが明らかである。 
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【具体的な改善策】 

 

平和学研究科委員会において、大学院学則の改正を前提とした、目的の再検討を2009年

度中に実施する。 

シラバスは2010年度から、より具体的なものとなるよう各教員に強く要請する。なお「特

殊研究」は履修者と教員の個別の相談によって大きく内容が変わってくることもあるので、

シラバスのウェブ上への掲載は履修登録後でも良いこととするが、翌年度履修者の参考と

なるよう必ず掲載することとして担当者に作成・公開を強く要請する。 

学生による授業評価は研究科ＦＤ委員会に改善策の検討を要請する。大学院生とも協議

を行い、実質的な授業改善の方策を2010年度以内に策定する。 

学位の授与については、具体的審査基準を2010年度内の早い時期に研究科委員会で策定

し、公開する。また、学期ごとの研究の進度の目安を設け、中間報告会の際に適切な指導

ができるようにする。学位論文の審査は、副査を2名とし客観性を高めることを2009年度よ

り開始する。 
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第 4 章 学生の受け入れ 

 

【到達目標】 

・学部・学科、研究科・専攻のアドミッションポリシー（受入方針）に基づき、公正に

学生を受け入れる。 

・入学試験に際し、適切かつ公正な実施に努める。 

・学生の受け入れに際し、受験生に対する説明責任を果たす。 

・学部における入試の定員比入学者数が、1.00 を下回らないよう努める。 

 

 

【現状の説明】 

  

（１）学部等における学生の受け入れ 

 

第 1 項 学生募集方法、入学者選抜方法 

 

・大学・学部等の学生募集の方法、入学者選抜方法、殊に複数の入学者選抜方法を採用し

ている場合には、その各々の選抜方法の位置づけ等の適切性 

 

１．学生募集方法 

 

学生募集方法については、入試委員会・入試広報室において次年度入試に関する検討を

当年内から開始し、4月中旬には入試制度、募集方法を確定して公表し、入試区分毎に学生

募集要項を作成している。募集広報活動は多岐にわたるが、高校教員対象説明会の実施、

オープンキャンパスの開催、学内見学希望者への対応、高校訪問、進学相談会（業者主催、

高校単位）への出席、受験情報誌・新聞などへの記事及び広告の掲載、などが中心となっ

ている。学生募集活動は、入試委員会および入試広報室を中心に展開しているが、必要に

応じて学部・学科単位で広報パンフレットを作成している。 

 学園は創立 80 年の伝統を有するが、本学は創立 21 周年を迎えたばかりで、社会的知名

度は高いといえない状況である。限られた予算の範囲内で、以下の方法により募集活動を

行っている。 

・ 大学ホームページでの広報ならびに入試情報の提供 

・ 大学案内パンフレットの作成 

・ 学部・学科別パンフレットの作成 

・ 入試要項の提供 

・ ＡＯ入試ガイドの作成 

・ オープンキャンパスの実施（年 8回） 
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・ キャンパスウォーク＆ＡＯ相談の実施（毎週土曜日） 

・ 高校生訪問者に対する進学相談の受付（随時） 

・ 資料請求者に対する諸案内の発送 

・ 高校教員を対象とした大学説明会の実施 

・ 高校訪問、塾・予備校訪問 

・ 各種受験雑誌への広告掲載 

・ 進学情報サイトへの広告掲載 

・ 新聞への広告掲載 

・ 進学相談会への出席（業者主催） 

・ 高校での入試相談・説明会への出席（高校または業者主催） 

・ 高校単位のキャンパス見学会の受入 

・ 出前講座の実施（高校からの依頼に基づく） 

・ 交通広告 

・ 沿線駅看板、野立看板の設置 

 

 

２．入学者選抜方法 

 

入学者選抜方法については、推薦入試（指定校・公募）、一般入試、センター利用入試、

ＡＯ入試、特別選抜（留学生・社会人・帰国生）、編入学に分類される。主流は一般入試、

センター利用入試ならびに推薦入試であるが、近年ＡＯ入試による入学者獲得にも力を入

れている（表 13 および 15）。ＡＯ入試はペーパー試験や高校の成績で判断することができ

ない意欲や能力を中心に評価し、選抜する入試制度で、少人数教育を含む本学の教育理念

と各学部・学科の教育方針と内容に共感し、強い目的意識をもつ前向きな受験生を集める

ことを目的として実施している。 

入学者の選抜については、毎年、検証と見直しを行い、時代のニーズにあった方法を考

案し、継続的に改善している（後述）。2009 年度入学者選抜方法は以下の通りである。 

 

①ＡＯ入試 

受験生はエントリー後、1次面談(受験生の希望聴取を含む面接)を経て出願し、授業体験

ならびにレポート提出を行い、2次（ 終）面接へと進む。面談と 終面接は、主として学

科主任と入試委員が担当しているが、本人の志望分野に精通した教員が加わることも多い。

2006 年度からは第 2志望制度を導入した。当初、Ⅰ～Ⅲ期を設定していたが、2008 年度よ

り 3月上旬にⅣ期を新設した。募集人員は定員の 1割弱に設定している。 

 

②公募推薦入試 

高等学校在学中の学業成績、課外活動、社会活動など、一回限りの学力試験では評価し
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難い資質や能力を、高等学校の推薦書や調査書、事前提出の志望理由書をもとに判断する

とともに、小論文と面接によって志望動機や学科への適性を判定する。出身校は特定せず、

本学の建学ならびに教育の理念と特徴を理解し、本学に学ぶことを希望する、豊かな資質

と能力とを備えた女子を幅広く募っている。 

募集人員は学科ごとに定員を設け、指定校推薦入学者、内部推薦入学者およびＡＯ選抜

による入学者と合わせ、定員の 40％程度を目処としている。 

 

③指定校推薦入試 

高等学校在学中の学習成績、課外活動など、一回限りの学力試験では評価し難い資質や

能力、学科への適性を、高等学校長の推薦書や調査書をもとに総合的に判定する。本学の

理念、教育方針等に対して理解のある志願者を望む点は、ＡＯ入試、公募推薦入試と同様

である。指定校の選択は、過去においては近隣やキリスト教学校教育同盟加盟校などが優

先された時期もあったが、ここ数年は本学への入学実績に基づいている。志願者の合否判

定に際しては、指定校からの推薦であることを尊重し、書類審査及び教員 3 名と受験生 4

名程度のグループ面接を参考にしている。 

 

④内部推薦入試 

学園建学の理念に基づいた教育を 6 年間受けた同一法人内の高等学校より、本学で学ぶ

ことを希望する優秀な生徒を入学させるため、高校側の推薦書と面接により判定する。2007

年度より上記の指定校推薦入試と同様な形のグループ面接を実施している。2008 年度より

大幅な制度改革を行い、スカラシップ制度と他大学併願制度を導入した。 

 

⑤一般入試 

各学部・学科が、その教育目標や特色に応じて、入学者選考方法（試験教科・科目、配

点、出題範囲）を設定するとともに、一部の入試においては、個々の志願者に関して可能

な限り多元的な評価方法（面接、書類審査等）を用いて、合否を判定する。 

入試方式はＡ1方式（1月：2教科）、Ａ2方式（2月：2教科）、Ｂ方式（1教科）、Ｃ方式

（1教科＋面接）となっている。また当初、センター試験利用方式は前期、後期の 2回とし

ていたが、2007 年度より中期を新設し、名称をⅠ期・Ⅱ期・Ⅲ期とした。 

 

⑥特別選抜・編入学 

上記の入試制度の他、社会人特別選抜、帰国生特別選抜、外国人留学生特別選抜、編入

学を設定している。 

 社会人特別選抜と帰国生特別選抜については、ＡＯ方式（書類審査、面接等による選考）

により選抜している。試験は 11 月と 2月に行っている。 

外国人留学生特別選抜については 1 月と 2 月に試験を行っている。2006 年度に制度を改

編した。アカデミック・ジャパニーズを重視し、選考方法を「日本留学試験（日本語能力
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試験）＋日本語理解力テスト＋面接」とした。また、一回の入試で 2 学科まで出願可能と

した。2009 年度より、受験生の勉学意欲や経済状況がスクリーニングできる入試区分とし

て、「指定校推薦」を新設した。志願者の合否判定に際しては、指定校からの推薦であるこ

とを尊重し、書類審査及び面接により、12 月に行っている。いずれの入試形態においても、

書類および面接をもとに、本国を含む大学前教育の内容と質、経済事情などを厳格に審査

している。 

編入学試験は 11 月と 2月に行っている。入試区分は「一般」「公募推薦」「指定校推薦」

の 3 種類に分類される。2009 年度より専門学校を指定校に加えた（それまでは短大のみ）。

また同年度、本学とつながりの深い海外の大学（韓国・漢陽女子大学）を指定校に加えた。 

 

 

第 2 項 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 

・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 

 

入試種別ごとにアドミッションポリシーを設定し、入試要項に記載して受験生に明示し

ている。概略は、以下の通りである。 

 

ＡＯ入試：恵泉女学園大学の建学の理念に共鳴し、かつ明確な目的をもって本学に学ぶこ

とを強く希望する、個性あふれた生徒を入学させること。 

 

公募推薦：恵泉女学園大学の建学の理念に共鳴し、本学に学ぶことを強く希望する、豊か

な資質と能力を備えた女子を、学校長の推薦によって入学させること。 

 

指定校推薦：学力試験ではかることができない受験生の勉学の目的や将来についての考え、

素質や意欲、本学への適性などについて、在学する高等学校の判断を尊重し

て入学判定すること。 

 

一般入試：恵泉女学園大学の建学の理念に共鳴し、本学に学ぶことを強く希望する、豊か

な資質と能力を備えた女子を、入学させること。 

 

編入学（指定校・公募）：恵泉女学園大学の建学の理念に共鳴し、本学に学ぶことを強く希

望する、豊かな資質と能力を備えた女子を、在学する短期大学長

等の推薦により、各学科の 3年次へ編入させること。 

 

編入学（一般）：恵泉女学園大学の建学の理念に共鳴し、本学に学ぶことを強く希望する、
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豊かな資質と能力を備えた女子を、各学科の 3年次へ転・編入学させるこ

と。 

 

特別選抜：特別選抜のうち、社会人・帰国生、留学生（一般）は上記の一般入試ならびに

ＡＯ入試に、留学生（指定校）は上記、指定校推薦に準じる。 

 

 本学の建学の理念ならびに教育方針に共感するということを共通の認識として尊重し、

各学科の特性を考慮して、各入試において学科ごとに採用科目を決定したり（一般入試）、

配点の調整を行ったり（センター入試）している。 

 

 

第 3 項 入学者選抜の仕組み 

 

・入学者選抜試験実施体制の適切性 

・入学者選抜基準の透明性 

・入学者選抜とその結果の公平性・妥当性を確保するシステムの導入状況 

 

入学者選抜の組織としては、入学者選抜を有効かつ円滑に行うため「入学者選考委員会」

がある。委員会の構成は、学長、学部長、学科主任、入試部長、入試副部長、事務局長、

入試広報室長である。入試終了後に同委員会を開催し、入学者選抜合否案を作成する。選

抜資料の作成においては、複数の教員で相互に確認しながら、公正かつ正確な処理を実行

している。 

合否案の作成に当たっては得点の上位から順に合格と認められる。ボーダーラインにお

いては学部学科ごとに優先する科目や項目を定め、この基準に基づいて判断される。この

合否案をもとに、各学部の教授会で判定資料（一般入試においては受験科目の得点、高等

学校作成の調査書の該当科目の評定平均等、面接が含まれる試験においては面接結果を 5

段階評価した結果など）が配布され、教授会の議を経て決定される。合格発表および入学

手続等については、入試広報室が担当している。 

教授会で判定資料をすべて公開することによって公平性・透明性は確保されている。 

また、ＡＯ入試、推薦入試、特別選抜（留学生、社会人、帰国生）入試において行われ

る面接は、必ず複数の教員によって行われると同時に、特定の教員に偏らないように、入

試委員会で適正に配置している。面接結果は 5 段階の評価とその理由が書面で入学者選考

委員会に提出され、その結果をもとに本委員会が合否案を作成している。また、一般入試

での公平性を期するために、マークシート回答以外の部分の採点では受験番号・氏名欄は

閉じこまれ見ることができない。また、マークシート回答は事務職員・複数の入試委員立

会いの下で機械処理される。得点入力も同様である。また、試験科目間の公平性を期すた

めに採点結果をもとに教科間の得点調整を設けている。 
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また、入学者選抜を機能面から支えるために、得点集計におけるシステムやソフトの改

善と検証を継続的に行っている。 

 入試問題の作成はすべて学内で行っている。入試出題責任者のみが公表され、出題委員

は学内にも非公開である。複数の教員で問題作成は行われる。 

 

 

第 4 項 入学者選抜方法の検証 

 

・各年の入試問題を検証する仕組みの導入状況 

 

 入試問題については、教科別に「出題責任者」を選出し、「出題委員会」を構成して作成

にあたっている。問題の質の確保や漏洩の防止については万全を期しており、これまでに

深刻な問題は生じていない。入試問題の出題ミスが発生しないように、校正段階で入試部

長と入試副部長が点検する体制で臨んでいる。また、試験当日には、当該教科実施の直前

に問題作成者以外の教員が入試本部で問題をチェックしている。このチェックの際に軽微

なミスが発見されたことが数回あるが、これは試験時間中に板書により訂正した。入試問

題そのものの検証は十分に行われており、適正といえる。 

採点後は、マークシート回答分について選択肢ごとの回答率、設問ごとの正答率などを

確認し、選択肢を含めた問題の適切性を検証している。 

また、入試問題は翌年度には入試問題集などで公開している。なお、毎年高等学校の進

路指導教員を大学に招いて、自由に発言していただき、本学の入試制度や教育内容につい

て検証している。 

 

 

第 5 項 ＡＯ入試 

 

・ＡＯ入試を実施している場合における、その実施の適切性 

 

 ＡＯ入試はⅠ期（9月上旬）、Ⅱ期（11 月中旬）、Ⅲ期（12 月中旬）、Ⅳ期（3月上旬）の

4回実施している（時期は 2次選考時ベース）。2007 年度入試までの実施回数は 3回だった

が、2008 年度よりⅣ期を追加した。これは高等学校側の要請に対応してのことである。審

査の方法は個人面接による 2 段階選抜（1 次・2 次）で、2 度の面接によって志願者の学習

意欲や興味、基礎知識などを確認し、客観的なペーパー試験などでは十分に評価できない

能力を見極めることが、選抜の基本である。1次では提出されたエントリーシートをもとに

面談し、2次ではエントリーシートに加えて、模擬授業体験に関するレポートならびに調査

書（高校側より徴収）も参考資料としている。本学では、高校側の学習・進路指導に配慮

し、調査書を徴収することによって、高校側に志願者の受験状況が把握できるようにして
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いる。 

 合否の判定については、1次・2次とも面接担当教員の判断を基本的に尊重する。志願者

の志望学科に所属する教員 2 名が面接を担当するのが原則であり、併願学科のある場合に

は（第 2 志望まで出願可）当該学科の教員 1 名を加えた 3 名が、面接にあたる。学部長、

学科主任ならびに正副入試部長を含む入試委員の教員が中心となってあたるケースが多く、

機能上「入学者選考委員会」を構成する教員と入試委員を軸に実行されている。1次面接の

合否判断は担当教員に委ねられており、合格と判定された場合には志願者は 2 次面接に進

む。2 次面接に関しても、合否の素案は担当教員の判断に基づく。「入学者選考委員会」で

は、特に 2 次面接担当者（同委員会メンバー）から各志願者に関して合否素案を形成する

に至った理由を聴取し、吟味することによって、合否判断の透明性と公正性を担保してい

る。 

  一般にＡＯ入試の拡張は、推薦入試を補完するばかりでなく、それを代替する傾向さ

え見せ始めており、本学においても 近では推薦入試の伸び悩みをＡＯ入試で補う動きが

見られる。実際、ＡＯ入試では公表定員 35 名の 2倍程度の入学者を獲得している。ＡＯⅠ

期からⅢ期までの合格者に対しては、推薦入試合格者と同様、早期入学決定者として 1 月

から 2 月にかけて全学科が入学前学習の課題を課し、提出物の添削、評価などを行い、返

却している。課題の内容は各学科の特性と独自性を重んじ、学科の主体的な決定に委ねて

いる。 

 

 

第 6 項 入学者選抜における高・大連携 

 

・推薦入学における、高等学校との関係の適切性 

 

指定校推薦入試の推薦基準は本学への入学実績や入学後の学生の状況などによって推薦

基準が異なるので、個別に文書で連絡をしている。また、指定校対象の説明会および一般

高校対象の説明会を開催し、ここで本学の理念目的、教育内容等を詳しく説明し、希望す

る志願者を具体的に説明するとともに、個別相談を行い、推薦基準を説明している。また、

原則としてすべての指定校には教職員が訪問し、推薦基準の説明と推薦の依頼を行ってい

る。 

指定校に限ってはいないが、高等学校から求めがあれば、教員を派遣し「出前授業」を

行い、大学での学修を理解して大学へ進学するよう高校生に勧めている。また、学校単位

での訪問も受け入れており、一般の授業の聴講や模擬授業を実施して大学についての理解

を深めるよう工夫している。2008 年度実施した出前授業は 19 校（派遣本学教員 22 名。学

校単位での高校生の受け入れは 6校 32 名である。 

同一学校法人が設置している恵泉女学園高校に対しては、進路指導担当教員と入試委員

との懇談を時に応じて行っている。また、高校 1 年生を大学キャンパスに受け入れるツア
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ーと高校 2 年生を対象に本学複数教員が高等学校に出向いて、学問諸分野を紹介する特別

講座を実施している。参加者は各 200 名である。 

 

 

第 7 項 科目等履修生・聴講生等 

 

・科目等履修生、聴講生の受け入れ方針・要件の適切性と明確性 

 

学則第 44 条に基づき「恵泉女学園大学科目等履修生規則」により科目等履修生を受け入

れている。必ずしも積極的に広報してはいない。問い合わせが合った場合にのみ情報を提

供している。聴講生制度はない。 

科目等履修生として入学できる者は、高等学校卒業またはこれと同等以上の学力がある

と認められた者であり、履歴書、志望理由書、授業担当者または教務委員の面接結果をも

とに教授会で可否を判断している。単位取得を前提とする履修であって、少人数科目であ

る語学やゼミを除いた講義科目で履修を認めている。なお、教職課程科目については本学

卒業生のみを受け入れている。以上の措置は本学学生の学修に支障を生じさせないための

措置である。 

原則として女性のみの受け入れであるが、社団法人学術・文化・産業ネットワーク多摩

所属大学の相互互換協定（本学に特徴的な平和学関係科目や園芸関係科目など）によって

学修を望む場合は、男子学生も受け入れている。 

過去 3年間の受け入れ人数、及び科目数は 2007年度 4名 20科目、2008年度 7名 15科目、

2009 年度 12 名 21 科目である。下の表のとおり、中心は大学院生の学部科目履修である。 

外部から入学した大学院生に対しては必要に応じて学部科目の履修を認めており、この場

合、事務処理上、科目等履修生（受講料は免除）として扱っている。 

 

学部 科目等履修生 

年度 外部 科目数 
大学院生の 

科目等履修生 
科目数

2007 0 0 4 20

2008 2 5 5 10

2009 6 13 6 8

 

 

第 8 項 外国人留学生の受け入れ 

 

・留学生の本国地での大学教育、大学前教育の内容・質の認定の上に立った学生の受け入

れ・単位認定の適切性 
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外国人留学生の受験資格は以下のとおりである。 

1.外国において学校教育における 12 年の課程を修了し（または 2010 年 3 月 31 日まで

に修了見込み)、その国において大学入学資格を有する者、もしくはこれに準ずる者で

文部科学大臣の指定した者、または本学においてこれと同等以上の資格を有すると認

めた者。 

 

2.外国において高等学校に対応する学校の課程を修了し、かつ文部科学大臣が指定し

た準備教育施設において、日本の大学に入学するための準備教育課程を修了（または

2010 年 3 月 31 日までに修了見込み）した者で 18 歳に達した者。 

 

3.日本において高等学校に対応する外国の学校の課程と同等の課程を有するものとし

て当該外国の学校教育制度において位置付けられた文部科学大臣が指定した教育施設

の課程を修了（または 2010 年 3 月 31 日までに修了見込み）した者、または同等の課

程を修了した後、文部科学大臣が指定した準備教育施設において日本の大学に入学す

るための準備教育課程を修了（または 2010 年 3 月 31 日までに修了見込み)した者で 18

歳に達した者。 

 

4.英語の履修歴がある者。（本学では全学科で「英語」が必修であり、少なくとも英検

3級程度〔日本の高校初歩レベル〕の英語力を必要とする） 

 

5.独立行政法人日本学生支援機構が実施する「日本留学試験」（受験科目：日本語）を

受験した者、または財団法人日本国際教育支援協会、もしくは独立行政法人国際交流

基金が実施する「日本語能力試験（1級）」を受験した者。 

 

6.日本語で行われる講義を理解できる十分な日本語能力がある者。（「日本留学試験」

（受験科目：日本語）において 200 点以上、または「日本語能力試験（1 級）」におい

て 2級程度以上に相当する日本語能力を有する者） 

 

これを確認するために、 終学校の成績証明書・卒業（見込み）証明書、英語の履修歴

が確認できる書類、学歴等調査書の提出を求めている。本学に入学する留学生は主として

韓国、中国、タイが主であり、これらの国については教員に出身者やその国の教育状況に

精通している者が複数あり、疑義がある場合はこれらの教員によって必要事項を確認して

いる。また、本学と協力関係にある当該国の大学等を通して確認を行うシステムを整えて

いる。 

 なお、留学生の入学前履修について本学での科目履修生としての履修以外に単位認定を

行ったことはない。 
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第 9 項 定員管理 

 

・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 

・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有効性 

 

前述のように本学は 2001 年度入試において、入学定員 462 名に対して 399 名の入学にと

どまり、創立以来初の定員割れとなった。2002 年には臨時定員を返上し、入学定員は 405

名となった後、2005 年に改組して 410 名となった。近年はおおむね学部単位での定員確保

は実現しているものの、2006 年度に人間社会学部は、入学定員に対して 3 名の未充足が発

生した。志願者数が少なかったことに加えて、合格基準を満たさない受験生を厳格に不合

格としたことなど、やむを得ない事情があった。一方、2007 年度には入学者が定員の 1.36

倍となった。その原因は、歩留まり率が予想よりも高く、入学者数が上振れしたためであ

る。2008 年度以降は、適正な入学者数に戻っている。過去の詳細なデータを蓄積してきて

いるので、それらのデータをもとに、継続的に入学者予測の精緻化が実現している。（下表

および表 14） 

学生収容定員に対する充足状況については、学科別にややばらつきがあるものの、特に

問題ないと思われる。なお、編入学については、定員未充足の状況が続いており、入学者

数を十分に確保することが大きな課題となっている。短大が減少し、編入学希望者も伸び

悩む状況において、短大ならびに専門学校との連携を深めながら、定員確保に向けて努力

したい。その対策として、「同一日程併願制度」（一般編入学、2007 年度より）を導入し、

かつ親密な関係にある海外の女子大学を編入指定校に加える（2009 年度より）など、新し

い試みを展開している。 

 

入学定員と入学者数      

区分 2005 2006 2007 2008 2009 

入学定員（Ａ） 70 70 70 70 70

入学者数（Ｂ） 84 86 86 70 81

日本語日本文化学科 

（Ｂ）／（Ａ） 1.20 1.23 1.23  1.00  1.16 

入学定員（Ａ） 70 70 70 70 70

入学者数（Ｂ） 83 84 96 94 71

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 

（Ｂ）／（Ａ） 1.19 1.20 1.37  1.34  1.01 

入学定員（Ａ） 65 65 65 65 65

入学者数（Ｂ） 68 64 84 52 68

文化学科 

（Ｂ）／（Ａ） 1.05 0.98 1.29  0.80  1.05 
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入学定員（Ａ） 110 110 110 110 110

入学者数（Ｂ） 113 108 163 125 136

国際社会学科 

（Ｂ）／（Ａ） 1.03 0.98 1.48  1.14  1.24 

入学定員（Ａ） 95 95 95 95 95

入学者数（Ｂ） 114 94 129 103 103

人間環境学科 

（Ｂ）／（Ａ） 1.20 0.99 1.36  1.08  1.08 

入学定員（Ａ） 410 410 410 410 410

入学者数（Ｂ） 462 436 558 444 459

計 

（Ｂ）／（Ａ） 1.13 1.06 1.36  1.08  1.12 

 

収容定員と在籍者数      

区分 2005 2006 2007 2008 2009 

収容定員（Ａ） 70 140 216 292 292

在籍者数（Ｂ） 85 166 250 314 321

日本語日本文化学科 

（Ｂ）／（Ａ） 1.21 1.19 1.16 1.08  1.10 

収容定員（Ａ） 70 140 218 296 296

在籍者数（Ｂ） 83 161 262 352 340

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 

（Ｂ）／（Ａ） 1.19 1.15 1.20 1.19  1.15 

収容定員（Ａ） 65 130 136 272 272

在籍者数（Ｂ） 68 129 217 268 270

文化学科 

（Ｂ）／（Ａ） 1.05 0.99 1.60 0.99  0.99 

収容定員（Ａ） 110 220 340 460 460

在籍者数（Ｂ） 113 218 375 487 507

国際社会学科 

（Ｂ）／（Ａ） 1.03 0.99 1.10 1.06  1.10 

収容定員（Ａ） 95 190 295 400 400

在籍者数（Ｂ） 114 203 324 413 415

人間環境学科 

（Ｂ）／（Ａ） 1.20 1.07 1.10 1.03  1.04 

収容定員（Ａ） 410 820 1270 1,720 1,720

在籍者数（Ｂ） 463 877 1,428 1,834 1,853

計 

（Ｂ）／（Ａ） 1.13 1.07 1.12 1.07  1.08 

上記に旧カリキュラムの人数は含まない      

 

編入定員と編入学者数      

区分 2005 2006 2007 2008 2009 

編入定員（Ａ） 10 10 6 6 6日本語日本文化学科 

編入学者数（Ｂ） 4 5 5 1 4
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 （Ｂ）／（Ａ） 0.40 0.50 0.83  0.17  0.67 

編入定員（Ａ） 10 10 8 8 8

編入学者数（Ｂ） 2 7 11 4 5

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 

（Ｂ）／（Ａ） 0.20 0.70 1.38  0.50  0.63 

編入定員（Ａ） - - 6 6 6

編入学者数（Ｂ） - - 5 9 3

文化学科 

（Ｂ）／（Ａ） - - 0.83  1.50  0.50 

編入定員（Ａ） 10 10 10 10 10

編入学者数（Ｂ） 4 4 4 2 5

国際社会学科 

（Ｂ）／（Ａ） 0.40 0.40 0.40  0.20  0.50 

編入定員（Ａ） 20 20 10 10 10

編入学者数（Ｂ） 8 4 7 3 4

人間環境学科 

（Ｂ）／（Ａ） 0.40 0.20 0.70  0.30  0.40 

編入定員（Ａ） 50 50 40 40 40

編入学者数（Ｂ） 18 20 32 19 21

計 

（Ｂ）／（Ａ） 0.36 0.40 0.80  0.48  0.53 

2005 年度と 2006 年度の学科名は以下のように読み替える    

日本語日本文化学科→日本文化学科      

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科→英米文化学科      

国際社会学科→国際社会文化学科      

 

 

第 10 項 編入学者・退学者 

 

・退学者の状況と退学理由の把握状況 

  

2006 年度以降の退学者数は下表（および表 17）のとおりである。1年次の退学率は 2006

年度 5.0％、2007 年度 4.8％、2008 年度 6.9％となる。2005 年度については下表にはない

が、1年次退学率 5.0％であり、2005 年度入学者の退学率（4年間で退学した率）は 12％で

ある。 

 

2006 年度以降の中途退学者数 

2006 年度 1 年 2 年 3 年 4 年 計 

人文学部 4 7 6 7 24

人間社会学部 18 8 0 0 26

計 22 15 6 7 50
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2007 年度 1 年 2 年 3 年 4 年 計 

人文学部 13 9 7 17 46

人間社会学部 14 13 4 0 31

計 27 22 11 17 77

 

2008 年度 1 年 2 年 3 年 4 年 計 

人文学部 13 8 9 11 41

人間社会学部 18 10 4 0 32

計 31 18 13 11 73

 

 退学等の学籍異動の申し出に対しては、教務課専任職員または当該学部の教務委員が面

接を行い、相談に乗った上で退学願いの用紙を渡すようにしている。経済的な理由などで

奨学金などで対応できる場合もあるからである。また、その際には必ず退学を希望する理

由を確認している。退学理由の主なものは進路変更（他の教育機関への入学・就職）と経

済的困窮である。経済的困窮のうち、授業料については大学の緊急奨学金で対応可能であ

るが、学生自身が働かなければ家族の生活が成り立たなくなっての相談・退学が多くなっ

ている。 

2006 年度以降の中途退学理由（複数回答あり） 

2006 年度 就学意欲

の低下 

進路変更 

(他の教育機関) 

進路変更 

(就職) 

経済的 

困窮 

学力不足 身体疾患 心身耗弱 海外留学 その他 

人文学部 0 10 4 8 0 2 0 0 3

人間社会学部 1 10 2 3 0 3 0 0 5

計 1 20 6 11 0 5 0 0 8

 

2007 年度 就学意欲

の低下 

進路変更 

(他の教育機関) 

進路変更 

(就職) 

経済的 

困窮 

学力不足 身体疾患 心身耗弱 海外留学 その他 

人文学部 3 10 3 14 0 0 3 0 8

人間社会学部 1 7 2 5 0 0 3 1 10

計 4 17 5 19 0 0 6 1 18

 

2008 年度 就学意欲

の低下 

進路変更 

(他の教育機関) 

進路変更 

(就職) 

経済的 

困窮 

学力不足 身体疾患 心身耗弱 海外留学 その他 

人文学部 1 12 4 4 0 4 1 0 6

人間社会学部 2 11 1 4 0 0 3 0 6

計 3 23 5 8 0 4 4 0 12
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・編入学生および転科・転部学生の状況 

  

本学では「短期大学卒業者および大学に 2年以上在籍した者」「高等専門学校卒業者」「専

修学校の専門課程を卒業した者」等を 3 年次に受け入れる編入学制度を定めている。各学

部の定員は 20 名（日本語日本文化学科 6名、英語コミュニケーション学科 8名、文化学科

6名、国際社会学科 10 名、人間環境学科 10 名）である。編入学者数については、前項の表

のとおりであり、定員充足率は 50％程度である。 

 転部・転科は学則第 14 条の 2で認めており、「恵泉女学園大学転部・転科に関する内規」

によって運用している。時期は第 2 学年終了後の年度始めであり、書類審査と面接（転部

の場合は学力審査も）で受け入れ先の教授会が判定する。ただし、転部にあたっては合同

教務委員会の議を経て教授会が判断する。単位はすべて認定されるが、卒業要件は転入学

部・学科の要件が適用され、転部・転科後 2年以上の在籍を必要としている。 

転部・転科にあたっては、学生の学習意欲の確認が大切であり、申し出が合った場合は

転入希望学科の教務委員が本人に面談の上、意欲の確認と十分な説明を行ったうえで書類

提出を認めている。転部・転科者数は 2007 年度 2 名、2008 年度 0 名、2009 年度 2 名であ

る。 

転部・転科の状況 

異動時期 転出学部学科 転入学部学科 

2007 年 4 月 人文学部英語コミュニケーション学科 人文学部文化学科 

2007 年 4 月 人間社会学部国際社会学科 人文学部文化学科 

2009 年 4 月 人間社会学部人間環境学科 人文学部日本語日本文化学科 

2009 年 4 月 人間社会学部人間環境学科 人文学部文化学科 

 

 

（２）大学院研究科における学生の受け入れ 

 

第 1 項 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切性 

 

 学生募集方法については、大学院研究科委員会・入試広報室において次年度入試に関す

る検討を当年内から開始し、4月中旬には入試制度、募集方法を確定して公表し、入試区分

毎に学生募集要項を作成している。募集広報活動は原則として学部の活動に準じている。 

 学園は創立 80 周年の伝統を有するが、大学も創立 21 周年目を迎えたところであるが、
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大学院は 2001 年に設立されたものであり、社会的知名度は低い。 

・ 大学ホームページでの広報ならびに入試情報の提供 

・ 大学院案内パンフレットの作成 

・ 入試要項の提供 

・ オープンキャンパスの実施（年 8回・学部開催時に希望者に対して実施） 

・ 資料請求者に対する諸案内の発送 

・ 進学情報サイトへの広告掲載 

・ 新聞への広告掲載 

・ 交通広告 

・ 沿線駅看板、野立看板の設置 

・ 学内説明会の実施(7 月・12 月) 

・ 大学院主催シンポジウムや研究所主催シンポジウムでの案内 

 

入学者選別は、9月と 3月の一般入学試験で対応している（表 18-3）。入学者選抜の実施

方法については、養成する人材の目的や入学者の受け入れ方針を踏まえたうえで、学力試

験として英語、小論文の記述試験に加えて、面接による口述試験と提出された研究計画書

により、総合的に判定している。 

過去 3年の入学者の内訳は以下のとおりである。 

 

左記のうち 
２００７年度 入学者 

本学 他大学 社会人 留学生 

人文学研究科 ６名 ３名 ３名 ０名 １名 

人間社会学研究科 ９名 ６名 ３名 １名 ０名 

計 １５名 ９名 ６名 １名 １名 

 

左記のうち 
２００８年度 入学者 

本学 他大学 社会人 留学生 

人文学研究科 ５名 ３名 ２名 ３名 １名 

人間社会学研究科 ６名 ２名 ４名 ３名 １名 

計 １１名 ５名 ６名 ６名 ２名 

 

左記のうち 
２００９年度 入学者 

本学 他大学 社会人 留学生 

人文学研究科 ６名 ４名 ２名 １名 １名 

平和学研究科 ５名 ２名 ３名 ２名 １名 

計 １１名 ６名 ５名 ３名 ２名 
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学内推薦制度 

 

・成績優秀者等に対する学内推薦制度を採用している大学院研究科における、そうした措

置の適切性 

 

 該当なし 

 

 

第 2 項 門戸開放 

 

・他大学・大学院の学生に対する「門戸開放」の状況 

 

 前項に掲げた表のとおり、2007 年度 本学出身 9名・他大学出身 6名、2008 年度 本学出

身 5名・他大学出身 6名、2009 年度 本学出身 6名・他大学出身 5名であり、十分に門戸が

開かれた状態といえる。これは、多文化共生、平和学という本学の特色を十分に生かした

専攻の設置が他大学にないユニークさのためと判断される。 

 

 

第 3 項 飛び入学 

 

・「飛び入学」を実施している大学院研究科における、そうした制度の運用の適切性 

 

早期に専門領域研究に携わる意思のある学生で、専門基礎知識を修得したと認め得る学

生について、飛び入学者を受け入れている。出願資格は「入学時までに、大学に 3 年以上

在学し、または外国において学校教育における 15 年の課程を修了し、所定の単位を優れた

成績をもって修得したものと本大学院が認めた者」としている。過去に 2002 年度に 1 名、

本学学部を 3 年次で退学して、大学院に飛び入学した学生がおり、修士課程を修了して本

人が希望する分野で活動している。しかし、学部を中退するという形を取ることとなるた

め、現在では、むしろ成績優秀学生の学部早期卒業制度や大学院科目履修制度などに運用

を移行している。 

成績優秀学生の大学院履修制度は 2007 年度より制度化した。学部の 3年次までに優秀な

成績を収め、大学院進学を希望している学生に対して、4 年次での大学院での科目履修を

10 単位を限度として認める制度である。扱いとしては科目等履修であり、大学院進学後単

位認定される。ただし、大学院入学は事後に行われる一般の選抜試験を受験して合格する

必要がある。学部 4 年次の科目履修成績が優秀で、大学院入学後 1 年間で優れた業績を上
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げた者（取得単位・成績、修士論文の成果）については、1年間の在学で修了を認めている。

現在 1名の学部 4年生が、この制度の適用を受けている。 

 

 

第 4 項 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 

 

本学は社会人学生も積極的に受け入れているが、昼夜開講制ではないので、働きながら

学ぶことは困難である。社会に出た後、社会で出会った問題の解決のために更に学ぶこと

を求める学生、ステップアップを目指す学生が対象となる。社会人特別選抜制度は実施し

ていない。 

また、学部卒業者以外に、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた 22 歳以上

の者を受け入れることも行っている。入学希望者からの問い合わせがあった際に、職務経

歴書及び面接により事前審査を行い、受験を認めている。具体的には短期大学や専門学校

卒業後、職業経験を持ち、更にＮＧＯの職員やＪＩＣＡの青年海外協力隊員などとしての

活動をつんだ社会人が入学し、成果を挙げている。 

2005 年度には本学学部プログラムで交流のあるタイ・パヤップ大学の日本語学科教員が、

日本語教育研鑽のために入学し、2年間の留学期間を経て修士の学位を取得している。 

 実際の入学者は、第 1 項の表のとおり、2007 年度 入学者 15 名中 1 名、2008 年度 入学

者 11 名中 6名、2009 年度 入学者 11 名中 3名である。 

 

 

第 5 項 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、聴講生当の受け入れ方針・要件の適切と

明確性 

  

大学院学則第 34 条から第 37 条で科目等履修生、研究生、依託研究生、聴講生の受け入

れを認め、学部の科目等履修生規則に準じて科目等履修生の受け入れを行っているが、規

則・規程は未整備である。 

 2007 年度以降の科目等履修生の受け入れは、下表のとおりである。研究生、聴講生の受

け入れは実施していない。 

大学院における科目等履修生受入数 

年度 外部 科目数 
学部生の 

科目等履修生 
科目数
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2007 0 0 4 9

2008 1 6 0 0

2009 3 8 1 6

 

 

第 6 項 外国人留学生の受け入れ 

 

・大学院研究科における外国人留学生の受け入れ状況 

 

第 1 項の表で示したとおり、2007 年度 1名、2008 年度 2名、2009 年度 2名であり、入学

者の 2割弱である。本学学部からの進学者、他大学からの進学者の比率はほぼ 1：1である。

大学として協力協定を締結している韓国・新羅大学校やタイ・パヤップ大学からの入学者

も出始めている。 

 

 

第 7 項 定員管理 

 

・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措置

の適切性 

・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応策とその有

効性 

 

大学院の収容定員に対する在学生の比率は人文学研究科文化共生専攻で 1.70、平和学研

究科で 1.00 となっている（表 18）。各年度の入学者数は下表のとおりである。1 研究科 2

専攻であった 2006 年度までに比べて 2 研究科に改組した 2007 年度以降は収容定員をほぼ

確保しており、専攻の特質をより明瞭にした 2 研究科への改組は成功だったといえよう。

しかし、平和学研究科の入学者数は入学定員を下回っている。日本で初めての「平和学」

の名を冠した研究科であるので、今後は教育研究成果を積極的に発信し、学生の募集につ

なげていきたい。 

大学院の入学定員と入学者数      

区分 2005 2006 2007 2008 2009 

入学定員（Ａ） 12 12 5 5 5

入学者数（Ｂ） 5 6 5 5 7

人文学研究科 

（Ｂ）／（Ａ） 0.42 0.50 1.00 1.00  1.40 

入学定員（Ａ） - - 7 7 7平和学研究科 

入学者数（Ｂ） - - 10 6 5
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 （Ｂ）／（Ａ） - - 1.43 0.86  0.71 

入学定員（Ａ） 12 12 12 12 12

入学者数（Ｂ） 5 6 15 11 12

計 

（Ｂ）／（Ａ） 0.42 0.50 1.25 0.92  1.00 

2007 年度は以下のように読み替える      

平和学研究科→人間社会学研究科      

 

 

【点検・評価】 

 

 まずはじめに、入試制度と入学者数について点検･評価を行う。本学の 2001 年度入試は、

定員 462 名に対して 399 名の入学にとどまり、創立以来初の定員割れとなった。このため

2002 年度以降の入試では、入試広報体制を立て直し、種々の入試制度改革を行ってきた。

特に 2003 年度に考案し実施した「同一日程併願制度」は受験生のニーズに適合し、志願者

の増加に結びついた。同制度はその後、「全学部入試」や「全学部統一入試」などのネーミ

ングで、大手の大学でも利用されるようになったことから見ても、この制度の考案は高く

評価できると思われる。また、検定料割引制度や試験当日出願制度など、毎年矢継ぎ早に

入試制度改革を実施してきたことも、入学者確保に効果的だったと評価できよう。 

2009 年度入試では、家計の経済状況の激変の影響を受けた入学予定者を支援するために、

「緊急入学支援制度」を設けた。大学で学ぶ意欲がありながら、経済的理由で入学を断念

せざるを得ない高校生に対する支援を拡大していくことは、今後とも重要な課題であり、

入学費用に関する無利子融資制度などを検討している。 

2005 年度には 2学部 5学科への改編を実行した効果もあり、2009 年度までは両学部とも

定員以上の入学者を確保し、受け入れは順調である。今後も「到達目標」に示した定員比

1.00 倍を確保し、定員の 1.10 倍程度の入学者獲得に向けて努力していく。 

各入試区分別の点検・評価は以下のとおりである。 

 

①ＡＯ入試 

導入にあたっては、各高校の指導方針を尊重し、出願に際して所属高校からの調査書を

求めることにした。このことは、高校における教育の方針ならびに運営に配慮したもので

ある点で、適切な決定だったと評価できる。 

導入後 8 年間、順調にエントリー数を伸ばしてきた。この制度による入学者ばかりとは

言えないが、ＡＯ入試利用者の一部にも成績不振、長期欠席、休学・退学などが見られ、

選抜基準を更に明確化するなど、改善の余地がある。 

一部の重点校から 2 月もしくは 3 月に指定校向けのＡＯ入試実施を強く求められたこと

もあり、2008 年度より 3月にⅣ期を新設した。 

年々エントリー数が増加していることと、第二志望制度を導入したことにより、面談・
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面接スケジュールの調整が導入当初に比べて複雑化してきた。より多くの教職員が効率的

に関与する方向へと改善することが検討課題である。目下、1次面談については、受験生の

都合も勘案したうえで、特定日に集中しないように設定するなどの対応をしている。 

 

②公募推薦入試 

指定校推薦入試やＡＯ入試の拡大により、志願者が減少傾向にある。首都圏の高校は指

定校が多いため、公募推薦のニーズは比較的少ない。今後、首都圏以外からの志願者が増

えるような広報活動を展開することと、首都圏（特に非指定校）向けの志願促進策の展開

が課題である。こうした状況を踏まえて、2010 年度入試より、「他大学併願可」へと変更し

たため、今後は志願者の増加が期待される。 

 

③指定校推薦入試 

指定校に対して、本学の教育理念・方針について理解を求め、かつ入試情報を提供する

ために、6月から 7月にかけて複数回、指定校説明会を開催している。また、主に指定校を

対象として、本学の教員が指定校で講義する「出前講座」を行っているが、そのニーズは

年々高まっている。今後も指定校との信頼関係を更に強化していくことが重要課題である。

現在、入学実績の多い重点校などに、入試広報室が中心となって密に接触して入試状況に

関する情報を提供するなど、努力を重ねている。 

指定校推薦の入学者数は 2007 年まで伸び続けたが、その後は徐々に減少傾向にある。そ

の原因は中堅校ならびに中堅上位校で、ＡＯ入試の積極化や推薦枠の拡大が進展したこと

にあると分析している。 

 

④内部推薦入試 

2007 年度まで志願者が低迷していたが、2008 年度に内部推薦制度改革を行い、成績優秀

者の入学金・授業料免除制度と他大学併願制度を新設した。このことにより、2008 年度以

降、志願者が大幅に増加した。今後は中高との連携をより緊密にするための改善策を検討

し、入学者を増加させることが課題である。現在、中高教員との相互理解を深めるために、

懇談の機会を拡充するなどの努力をしている。 

 

⑤一般入試 

2003 年度に「同一日程併願制度」を考案し導入したことにより、志願者数は従来に比べ

て大幅に増加した。この制度は 近、大手私大でも「全学部入試」などの名称で導入され

ている。本学ではその後も新方式の導入を含む制度改革を続けている。検定料割引制度や

試験当日出願制度等がその例であり、矢継ぎ早に入試制度改革に取り組んだ成果として、

2007 年度までは志願者が増加した。しかし、 近では 2008 年度に引き続き 2009 年度も志

願者が減少したため、初めて 2 年連続の志願者減となった。中堅・中堅上位の私大がＡＯ

や推薦で入学者を早期に多く獲得するように努めたことが、これらの志願者ならびに入学

 107 



第 4章 学生の受け入れ.doc 

者を増やし、本学の一般入試の志願者減少に繋がったと推察される。こうした外的要因に

よる志願者減に対する改善策を講じるのは、決して簡単ではないが、入試制度改革のパイ

オニアとしてアイデアを蓄積、熟成し、不断の努力を続けたい。 

センター利用入試については、学科の求める学生像に即して、適宜、利用科目の変更を

継続している。また、2007 年度入試より中期（Ⅱ期）を新設してⅢ期制としたことに伴っ

て、志願者が増加した。かかる努力の成果が表れたものと考えられる。2010 年度入試にお

いては、センター試験利用者の利便性を高めるために、各期の採用科目を簡素化した。 

2001 年度の定員割れのあと、2002 年度からは過去の歩留まり率など、数値による判断基

準をより厳密にしながら、合否判定原案を作成してきた。その結果、8年間のデータが蓄積

され、判定原案ならびに判定結果における入学者見込と実際の入学者との乖離は解消して

きている。今後も過去の数値を十分に検証することによって、歩留まり率、合格 低基準

等の判断をより正確に行えるように努力し、相応に質の高い学生の確保と適切な入学者数

の確保を目指していかなければならない。 

 

⑥特別選抜 

 社会人・帰国生入試については、ＡＯ方式で行い、学力だけでなく、勉学意欲や本学を

志願する志などをもとに、多様性を重視した評価方法を取り入れている。しかし、志願者

数が少ないのが実状であり、改善課題である。社会人入試について「6～7 年在学で授業料

総額は 4年間と同じ（長期在学コース）」といった制度の導入を検討中であり、現代の社会

人のニーズに応えるよう改善していく方針である。 

 留学生は 1学年 30 名前後が入学しており、本学の規模を考えれば、相応な水準と考えら

れる。ただし、世界的な不況の影響もあって、入学者の伸び悩みが見られるため、志願促

進の努力が必要である。そこで、2009 年度より指定校制度（日本の専門学校、日本語学校）

を導入するとともに、韓国の提携大学を指定校にするなどの改革を実行した。また、業者

が主催する留学生のための進学相談会等に積極的に参加するなど、志願者獲得に努めてお

り、今後も日本語学校や専門学校との連携を深めながら、優秀な留学生の獲得を目指して

いく。そのことが大学前教育の質の確保にも、つながるものと思われる。なお、提出書類

の厳格な審査と面接による大学前教育の内容と質のチェックは良好に機能していると考え

られ、今後も適正な審査を継続する。 

 

⑦編入学試験 

 編入学定員の充足の問題は本学の学生の受け入れにおいて数値的にはもっとも問題にな

る状況である。短期大学とその卒業生の減少という構造的な問題が根底にあるので、適正

な定員規模を検討する必要がある。しかし、本学園の創立者河井道が戦後の教育改革の中

でその設置に尽力した短期大学の卒業者たちを対象とした編入学制度は、生涯学習時代に

あってリカレント教育としての役割を維持しており、なお積極的に受け入れを行うべきも

のと考えられる。 
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⑦大学院入試 

 入学定員確保をほぼ確保していることは評価に値するが、名称変更を行い教育内容をよ

り明確にした平和学研究科については、その意義や人材育成の目標などをより積極的に広

報し、研究科の役割を広報する必要がある。大学院は各研究科ともアドミッションポリシ

ー等を明確にしているとは言えないので、今後の改善が必要である。 

留学生の受け入れについては、大学の規模からするとほぼ適正といえるが、多文化共生・

平和学という両研究科の研究内容から考えた場合、入学者の 3 割程度まで留学生の比率が

高まってもよいと考えている。また、そのことによって教育研究も多面的になり、研究の

深化・展開が期待できよう。 

社会人の受け入れについては、社会人特別選抜の制度化、科目等履修生規程等の整備が

課題として残されている。 

 

 続いて、到達目標の第 1 に掲げたアドミッションポリシーに基づく公正な学生の受け入

れについて点検評価を行う。各入試におけるアドミッションポリシーは比較的に明確であ

るが、各学科レベルのアドミッションポリシーは、入試広報パンフレットなどにおいて、

学科の特徴、欲する人材に関する情報が発信されるにとどまっており、十分に明示されて

いない。小規模な文系女子大学であるため、教育活動が一体的に行われており、入学者選

抜において学部・学科の区別・差異化は十分とはいえない。大学全入時代にあって、入学

者の確保が難しくなる中、大学の理念・目的ならびにアドミッションポリシーに合致した

学生のみを受け入れることは困難な状況にある。今回の自己点検評価に際して、各学科に

おいてアドミッションポリシーを含めた三つのポリシーの見直しを行ったので、これを積

極的に広報し、本学の理念や目的に賛同する学生の比率を高める努力を続けなければなら

ない。 

 

第 2 の到達目標である公正な入学試験の実施であるが、問題作成、入学試験の実施体制、

合否判定、入学手続き等すべてにおいて公正に実施されている。ＡＯ入試など成績などの

数値で判断できない試験においても複数の面接者や委員会における合否判断などにより公

正な入学試験を実施していると言うことができる。しかし、各入学試験の適切性を入学者

の入学後の成績などにより検証する体制が十分に整っていないことは問題点として残って

いる。ＦＤ委員会で入学後の成績に基づく分析を始めたところであるが、全学的にデータ

を蓄積・分析して入学試験の効果・妥当性の検証を行う必要がある。 

 

第 3 の到達目標である受験生に対する説明責任については、大学案内等の印刷物、オー

プンキャンパスでの教職員・在学生による案内･説明、学校単位での見学受け入れ、外部説

明会への参加、ウェブサイトによる広報などで十分な情報が提供されている。シラバスも

過年度分を含めて公開されており、教員の研究業績も公開されている。また、高等学校に
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対する本学の教育内容の説明も、年 3 回程度実施される高校教員対象の学校説明会、教職

員による学校訪問、出前授業などで十分に行われている。進学実績の高い重点校の進路指

導担当教員との意見交換会を開催して、本学の教育内容・入試制度などについての意見を

聞くことも行われており、十分な情報提供を行っていると言える。 

入学者のアンケート調査結果から大学に関する情報収集経路としてウェブサイトの役割

が大きくなっている。本学のウェブサイトもかなりの情報量を提供しているが、見易さ、

分かり易さ、情報の迅速さなどでまだ課題を残している。 

 

到達目標には掲げていないが、退学率は大きな問題である。1年次の退学率、4年間での

退学率はいずれも、見過ごすことのできない数値である。入学者の多様化、18 歳人口の減

少に伴う全入化などにより、大学生活に軟着陸できない学生が増えてきていることが原因

である。初年時教育の重要性については本学でも認識しており、2008 年度のＦＤのテーマ

として取り上げ、改善策を検討、順次実施しているところである。 

昨今の経済状況を反映した、経済的困窮も原因であり、対応が難しい例が増えてきてい

る。奨学金の貸与、学内アルバイトの紹介では対応しきれない困窮である。この場合は退

学を認め、経済状態改善後の再入学の方法を説明している。 

 

 

【具体的な改善策】 

 

入学者選抜方法は十分に工夫されているので、新たな方式の導入は難しい。むしろ入学

者選抜方法の適切性を検証することが必要である。入試委員会・ＦＤ委員会が合同で、入

学後の学生の成績、退学率などを指標として、入試区分ごとに入学後の学生の状況を 2005

年度入学生にまでさかのぼって検証する。 

 

退学率を減少させるために、教務委員会では初年時教育の充実を目指し、2010 年度から

小規模なカリキュラム改革を行う。詳細は第 3章教育内容で説明したとおりである。また、

事務局では 1 年生対策プロジェクトを立ち上げ、2010 年度の入学前ガイダンスの実施、入

学後ガイダンスの日程変更（授業開始前集中型から 1 学期間継続型）への変更などを計画

し、1年生の定着と就学意欲の向上を目指す試みを開始した。 

 

大学院研究科委員会は、アドミッションポリシー等をより明確にする作業を 2010 年度に

行い、2011 年度入学試験に対応する準備を進める。また、「大学院科目等履修生規則」、研

究生・依託研究生に関する規則などを 2010 年度内に整備する。留学生の受け入れについて

は平和研究コースを持つ韓国・聖公会大学との交流協定が大学院を中心に結ばれたので、

今後同大学及び大学院からの学生の受け入れを積極的に推進する。2009 年 11 月に本学学長

ほか大学院関係者が訪問して、学長が記念講演を行っている。留学生の受け入れにあたっ
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ては研究教育内容の英語での発信が不可欠である。平和学研究科はシラバスの概要を含め

英文で公開しているので、人文学研究科も同様の公開を行う。また、知名度の低い新しい

大学院であるので、教育研究成果を発信し続ける必要がある。ウェブサイトを通して教育

内容を発信するとともに、教員の研究成果や実践的な活動を積極的に発信する。大学から

のお知らせに大学院の項目を作り、現在学部の教員の活動としてのみ紹介されている教員

の活動のうち、大学院教員については大学院の項目でも重ねて紹介する。なお、正確かつ

迅速に情報を発信する必要があるため、2009 年 11 月からウェブマスターを置き、全体の情

報発信を一元的に管理し、更にホームページ担当者を配置して、迅速な情報発信を進める。 
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第 5 章 学生生活 

 

【到達目標】 

・経済状態を安定させ、学生が学修に専念できるように、学内の奨学金制度を充実させ

るとともに、学外の奨学金制度に関する情報を提供する。 

・学習意欲を高め、自発的な研究活動を促すために各種奨励制度を設ける。 

・学生生活の充実に努力し、幅広い見識を獲得し、良好な交友関係を培えるように配慮

する。 

・学生が健康な学生生活を送れるように努めるとともに、学生のメンタルヘルスに配慮

し、相談体制を整える。 

・ハラスメント防止に関する規定を整備するとともに、ハラスメント問題に対応する委

員会・相談窓口を設置し、学生に対する広報を行う。 

・学生が安全で健康的な学生生活を送れるように努める。学生がトラブルに巻き込まれ

ないように配慮し、万が一のケースでも対応が出来るようにする。 

・留学生を総合的に支援し、充実した学生生活を送らせる。 

・障がい学生の受け入れを大学の社会的責務と考え、当該学生の自立に向けた修学支援

体制を整備する。 

・学生の就職指導に組織的・体系的に取り組む。 

 

 

【現状の説明】 

 

第 1 項 学生への経済的支援 

 

・奨学金その他学生への経済的支援を図るための措置の有効性、適切性 

・各種奨学金へのアクセスを容易にするような学生への情報提供の状況とその適切性 

 

（１）一般学生対象奨学金の受給状況 概要 

本学学部において、日本学生支援機構奨学金（ＪＡＳＳＯ）および学園奨学金（各種奨

学金）の年度毎の一般学生の受給者総数は、下表のとおり 2005 年度 355 名、2006 年度 365

名、2007 年度 422 名、2008 年度 448 名、2009 年度 474 名となる。学生総数に占める受給

者割合は、2005 年度の 19.9％から 2009 年度には 25.4％と上昇した。この 5 年間に、5 人

に 1 人であった奨学生が 4 人に 1 人を越え、奨学金の必要度が高まっている。 

なお、留学生対象の日本学生支援機構奨学金（学習奨励費）、学園奨学金受給者（学園

授業料減免奨学金）の受給者数を加えた場合、2008 年度の奨学生率は、約 31％を越える。

在学生の 3 人に 1 人が何らかの奨学金を受給している。（表 44） 
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日本学生支援機構奨学金・学園奨学金受給者  ＊留学生対象奨学金を除く 

 2005 年度 2006 年度 2007 年度 2008 年度 2009 年度 

学部学生数 1782 1778 1901 1872 1863

JASSO 受給者数 275 281 352 352 410

学園奨学金受給者数 80 84 70 96 64

日本人奨学生数 355 365 422 448 474

奨学生率 19.9% 20.5% 22.2% 23.9% 25.4%

 

①学内奨学金 

本学の学内奨学金の種別は以下のとおりである。 

学内奨学金種別  ＊同一名称の奨学金の場合、目的別に記載 

 名称  対象 

1 学園長期貸与 貸与 特に事情のある者 

2 学園緊急支援貸与 貸与 緊急支援者 

3 学園短期貸与 貸与 研修・ＦＳ(海外授業)参加費 

4 人文学部学修奨励 給付 成績優秀 

5 人文学部学修奨励 給付 利子補給・研究奨励 

6 人間社会学部学修奨励 給付 ＦＳ参加費・研究奨励 

7 入試特別スカラシップ 給付 入試成績優秀者 

8 協定派遣授業料減免 給付 協定校派遣者 

9 恵泉会学習奨励 給付 研究奨励(建学の理念に関わる研究) 

10 同窓会学習奨励 給付 研究奨励(建学の理念に関わる研究) 

11 同窓会緊急支援 給付 卒業年次生 

 

2005 年度の改組転換と社会・経済状況の変化とともに、増加傾向にあったアジア諸国か

らの留学生の要請に応えるべく 2003 年度、2004 年度にかけ学園奨学金制度を抜本的に見

直し、その再編成を行った。再編成された学園奨学金制度は 2005 年度から発足し、学生の

ニーズに応える活用し易い制度となり、学生の利用目的に応じた各奨学金への振分け指導

が容易になった。以下のような事例である。 

・学園長期貸与奨学金：日本学生支援機構奨学金・その他の金融機関等の教育ローンの

融資を受けられない事情がある者への貸与に、特化することと

なった。 

・学園短期貸与奨学金：海外プログラムへの参加、ＰＣ機器類の購入などに応じ無審査

で貸与が受けられる。学生にとって活用しやすい生活支援奨学

金として認識されている。なお、貸与金額は在学中に学生本人

が分割して返済できる程度の金額としており、留学生に対して

 113 



第 5章  学生生活.doc 

も貸与可としている。 

 

②学外奨学金  ＊留学生対象奨学金を除く 

 日本学生支援機構奨学金受給者は、下表のように推移している。2000 年度において、本

奨学金の受給者は全学部在籍者の 7％強であったが、この 10 年間、本学における受給者数

は 22％（約 3 倍）に上昇した。社会・経済状況の変化に加え第二種奨学金の受給条件が緩

和され、奨学金月額の選択の幅が広がるなど、利用が容易になったためと思われる。 

 

日本学生支援機構奨学金 学部受給者の推移 

年度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

学部学生数(A) 

学校基本調査 5/1 
1869 1992 1849 1823 1735 1782 1778 1901 1872 1863

新規採用数 

予約、在学生採用 
60 51 56 53 84 88 89 121 114 146

うち一種 33 20 22 28 28 32 31 32 30 34 

うち二種 27 31 34 25 56 56 58 89 84 113

奨学生総数(B) 

年度末 3/1 延数 
134 155 169 204 219 275 281 352 352 410

うち一種 78 85 87 101 88 108 103 126 104 111 

うち二種 56 70 82 103 131 167 178 226 248 299

JASSO 奨学生率 

(B/A*100％) 
7.2% 7.8% 9.1% 11.2% 12.6% 15.4% 15.8% 18.5% 18.8% 22.0%

 

日本学生支援機構奨学金 大学院受給者の推移 

年度 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

大学院学生数(A) 

学校基本調査 5/1 現在 
7 20 25 19 11 14 22 28 32

新規採用数 

予約、在学生採用を含む 
3 3 2 2 2 3 1 5 2

うち一種 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

うち二種 1 1 0 0 0 1 0 3 0

奨学生総数(B) 

年度末 3/1 現在 
3 6 6 3 4 6 5 5 7

うち一種 2 4 4 3 4 4 3 2 4 

うち二種 1 2 2 0 0 2 2 3 3

奨学生率(B/A*100％) 42.9% 30.0% 24.0% 15.8% 36.4% 42.9% 22.7% 17.9% 21.9%
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 本学の経済的支援を必要とする学生は、日本学生支援機構奨学金事業制度の進展に伴い、

追加採用を含め、ほぼ受給条件を満たす希望者全員が日本学生支援機構奨学生として採用

されている。奨学生人数は上表にあるとおり、この 10 年間に 3 倍に増加した。新規申請者

の学内審査に際し教員による個別面談を実施し、受給者教育を含めその後の学生支援に役

立てている。 

 

③その他の学外奨学金（2008 年度受給者実績） 

 ・八戸市奨学金  （給付月額 40,000 円） 1 名 

 ・交通遺児育英会 （給付月額 60,000 円） 2 名 

 ・あしなが育英会 （給付月額 40,000 円・50,000 円） 3 名 

 ・朝鮮奨学会奨学金（給付月額 25,000 円） 1 名          合計 7 名 

 

＜一般学生への奨学金に関する情報提供＞ 

奨学金関係情報は、各年度新学期に発行・配布される『学生生活ハンドブック』に記載

するとともに、学生課窓口、学生掲示板、ホームページなど学生が恒常的にアクセスでき

る方式で随時、提供されている。 

2008 年度現在、本学奨学金受給者の 9 割近くを占めている日本学生支援機構奨学金をは

じめ、学内奨学金、学外奨学金に関する詳細情報については、各年度新学期 4 月初旬に「奨

学金ガイダンス」を 3 回に渡り開催し、申請書類とともに『奨学金の手引き』（各年度発行・

配布）、日本学生支援機構作成の広報ビデオにより学生に周知している。「奨学金ガイダン

ス」は学生のみならず、保証人の参加も可としており、近年保証人の参加は増加傾向にあ

る。 

 

（２）留学生対象の奨学金（学内・学外奨学金） 

私費外国人留学生の受け入れおよび留学生対象奨学金の受給状況は、下表のとおりであ

る。留学生への経済支援については、学園授業料減免奨学金とその他の学内・学外奨学金

があり、2005 年度から 2009 年度まで 5 年間の受給者推移は次のとおりである。学園授業

料減免奨学金は、受給条件を満たした者全員に対し、授業料の 50％を減免するが、受給条

件として所定の申請書類の他に、前学期取得単位数の下限を定めている。留学生として学

業の実態を伴わない者に対しては、授業料減免奨学金を認めていない。 

 

私費外国人留学生対象奨学金（学部）  ＊科目等履修生を含まず 

年度 2005 2006 2007 2008 2009 

全学部学生数 基本調査(5/1 現在) 1782 1778 1901 1872 1863

私費外国人留学生数(5/1 現在) 62 86 111 110 83

留学生/全学部学生 3.45％ 4.84％ 5.84％ 5.88％ 4.46％
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学園授業料減免奨学金 61 82 95 95 未定 学内 

受給割合/留学生 98.39％ 95.35％ 85.59％ 86.36％ 

河井奨学基金 9 13 15 14 未定 

アジア学生奨学基金      

学内 

石山奨学金      

JASSO 学習奨励費 8 13 16 14 21

国費国内採用     1

学外 

平和中島財団奨学金   1 2 1

減免を除く受給者数  計 17 26 32 30 23

 

私費外国人留学生対象奨学金（大学院）   

名称 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度

JASSO 私費外国人留学生学習奨励費 0 0 1 1 2

恵泉女学園大学私費外国人留学生授業料

減免制度奨学金 
1 1 2 4 6

恵泉女学園河井奨学金 0 0 0 1 1

恵泉女学園石山奨学金 1 1 0 0 0

合計(延べ人数） 2 2 3 6 9

 

 留学生にとって出身国と日本との経済格差は大きく、留学生の殆どは経済的に厳しい状

況を抱えている。授業料減免制度奨学金は、例年ほぼ 9 割の留学生が受給条件を満たし受

給している。さらに留学生対象奨学金として、成績優秀者を対象とする河井奨学基金奨学

金（年 1 回、年間授業料の 4 分の 1 相当額給付）、日本学生支援機構学習奨励費（2009 年

度月額 48,000 円）がある。留学生の 3 人に 1 人が、授業料減免制度奨学金以外に何らかの

奨学金を受給している。 

 

＜留学生への奨学金に関する情報提供＞ 

留学生への奨学金関係情報は、各年度新学期に発行・配布される『留学生の手引』に受

給条件等の詳細を記載している他、学生課窓口、留学生掲示板など学生が恒常的にアクセ

スできる方式で随時、提供されている。各年度新学期 4 月初旬に、特に新入生・編入生を

対象に「留学生ガイダンス」を開催し、申請書類とともに『留学生の手引』を配布し、同

時に奨学金申請手続きについて学生に周知している。 
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第 2 項 学生の研究活動への支援 

 

・学生に対し、研究プロジェクトへの参加を促すための配慮の適切性 

・学生に対し、各種論文集およびその他の公的刊行物への執筆を促すための方途の適切性 

 

（１）学部学修奨励費 

2005 年度の改組転換により、2 学部 5 学科体制になり人文学部、人間社会学部学修奨励

制度が発足した。人文学部・人間社会学部の学修奨励費は留学生も給付対象となり、いず

れも学園給付奨学金に含まれる。人文学部学修奨励費は学部の協議により、各学科成績優

秀者への表彰、ゼミグループの研修、海外研修参加者のトラベルローン利子補給、その他

の個人・グループ研究への助成として用いられる。学期毎の所定の期日に学部掲示板の他、

ゼミ教員等を通じて周知され、個人、グループが応募し学部教授会で決定される。人間社

会学部学修奨励費は学部独自の海外現場授業であるＦＳ（フィールドスタディ）参加者の

参加費の他、個人、グループ研究のための費用助成として用いられる。学期毎の所定の期

日に学部掲示板の他、ＦＳ担当教職員、ゼミ教員等を通じて周知され、個人、グループが

応募しＦＳ委員会で適切な金額を協議し、学部教授会で決定される。 

 人文学部学修奨励費は 5 千円から 2 万円程度の交通費補助など、個人・グループへの比

較的小額の費用助成である。国内ゼミ研究旅行などの費用助成としても活用されている。 

一方、人間社会学部学修奨励費は、経済的困窮度の高い学生が、長期の海外プログラム

（5 ヶ月）、短期の海外プログラム（2 週間）などに参加する場合の費用助成として、年度

毎に柔軟に運用されている。5 万円から 20 万円程度の給付のほか、学内での発表・報告を

前提として自発的なアジア各国での調査・研修を目的とした個人・グループへの費用助成

として活用されている。 

 

（２）恵泉会・同窓会学習奨励費  ＊学部・大学院対象 

 恵泉女学園恵泉会は学園創立の翌年 1930 年に、父母、教職員を構成メンバーとして発足、

恵泉女学園同窓会は学園第 1 回卒業生の発意により 1934 年に発足した。以来、両団体とも

教育活動推進のため、学園と一体となってその使命遂行を支援して現在に至っている。 

恵泉会・同窓会学習奨励費は、2008 年度大学予算枠外の給付奨学金として発足し、毎年

所定の金額が大学に寄付される。学部学修奨励費より大口の学習奨励給付奨学金（国内・

海外調査・研修などの費用助成）として、学部生・大学院生の調査・研究活動費として活

用されている。学生課掲示板、大学院掲示板への公示により周知している。 

恵泉会・同窓会学習奨励費は、学部学修奨励費に比べ次の事項を前提とした給付奨学金

として春・秋各学期の募集に際し 4、5 件の応募者から、選考されている。 

① 建学の理念「聖書」「園芸」「国際」に関わる研究・調査・研修等であること。 

② 研究意欲、能力、計画があるが経済的事情により、研究活動に困難を抱えている者

への助成である。 
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③ 一次（書類）、二次審査（面接）を行う。 

④ 研究等のテーマ、調査研究の必然性、具体的準備状況を確認する。 

⑤ 研究成果報告（卒論、修士論文等）が条件となる。 

現在までの採用者は、いずれも 10 万円から 45 万円までの助成金を奨励費として受給して

いる。 

学部学修奨励、学部･大学院恵泉会･同窓会学習奨励制度 受給者数の推移 

 2005 2006 2007 2008 2009 

学部学生数(5/1) 1782 1778 1901 1872 1863

人文学部学修奨励費 38 46 22 24 未定 

人間社会学部学修奨励費 1 9 28 25 未定 

人文・人間社会学修奨励給付奨学金 39 55 50 49 未定 

恵泉会・同窓会学習奨励費 学部生         未定 

大学院学生数(5/1） 11 14 22 28 32

恵泉会・同窓会学習奨励費 大学院生       2 未定 

 

 

第 3 項 生活相談等 

 

・学生の心身の健康保持、増進および安全・衛生への配慮の適切性 

 

（１）健康管理室 

救急措置などの身体上に問題が生じた場合に対応するとともに、学生自身が平素から健

康的な学生生活を自己管理するために必要な情報の提供や健康に関する相談などを行うこ

とを目的として本学では健康管理室を設置している。健康管理室の業務の現状について説

明する。 

①定期健康診断の実施 

・受診状況 

入学式直後の時期に定期健康診断を実施している。毎年受診率は 90％前後で経過して

おり、2008 年度は 93.2％であった。定期健康診断未受診者に対しては各自医療機関を

受診し、結果を提出することとしているが、実際に自身で受診した学生はそのうち

10％以下と少ない。学生への周知は、学内に掲示するとともに新学期開始前に全学生

に郵送する資料に同封し、各自の手元に案内が行き渡るようにしているが、引き続き

未受診者数を減少させる工夫が必要である。 
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健康診断受診者数  ＊対象人数＝在籍数－（休学＋留学） 

年度 2008 2007 2006 

学年 学科 
対象

人数

受診 

者数 

受診

率 
学科 

対象

人数

受診

者数

受診

率 
学科 

対象 

人数 

受診

者数

受診

率 

日日 71 71 100 日日 86 83 96.5 日日 88 86 97.7

英ｺﾐｭ 95 91 95.8 英ｺﾐｭ 96 93 96.9 英ｺﾐｭ 84 83 98.8

文化 53 50 94.3 文化 84 81 96.4 文化 64 61 95.3

国際 127 120 94.5 国際 165 160 97 国際 109 104 95.4

人環 103 102 99 人環 132 128 97 人環 95 92 96.8

1 年 

小計 449 434 96.7 小計 563 545 96.8 小計 440 426 96.8

日日 81 77 95.1 日日 86 79 91.9 日日 80 74 92.5

英ｺﾐｭ 90 85 94.4 英ｺﾐｭ 82 78 95.1 英ｺﾐｭ 77 72 93.5

文化 78 67 85.9 文化 63 58 92.1 文化 65 61 93.8

国際 160 137 85.6 国際 101 89 88.1 国際 110 101 91.8

人環 121 117 96.7 人環 83 77 92.8 人環 108 102 94.4

2 年 

小計 530 483 91.1 日日 415 381 91.8 日日 440 410 93.2

日日 82 78 95.1 日日 79 70 88.6 日文 95 85 89.5

英ｺﾐｭ 86 82 95.3 英ｺﾐｭ 81 76 93.8 英米 126 111 88.1

文化 69 62 89.9 文化 69 62 89.9 国際 124 108 87.1

国際 94 81 86.2 国際 110 100 90.9 人環 79 70 88.6

人環 83 79 95.2 人環 109 105 96.3 － － － － 

3 年 

小計 414 382 92.3 小計 448 413 92.2 小計 424 374 88.2

日日 94 85 90.4 日文 111 93 83.8 日文 102 81 79.4

英ｺﾐｭ 85 80 94.1 英米 136 123 90.4 英米 137 121 88.3

文化 67 63 94 国際 136 117 86 国際 142 120 84.5

国際 117 109 93.2 人環 81 76 93.8 人環 86 83 96.5

人環 106 99 93.4 － － － － － － － － 

4 年 

小計 469 436 93 小計 464 409 88.1 小計 467 405 86.7

合計 1862 1735 93.2 合計 1890 1748 92.5 合計 1771 1615 91.2

＊新羅大学学生 7 名受診を除く 

 

 

・健診内容 

項目内容は、胸部Ｘ線・内科診察・血圧・視力・身長体重・尿・血液（1 年生対象）

である。 
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 1 年生 2 年生 3 年生 4 年生 

胸部レントゲン ○ ○ ○ ○ 

血圧 ○ ○ ○ ○ 

視力 ○ ○ ○ ○ 

内科診察 ○ ○ ○ ○ 

身長・体重 ○ ○ ○ ○ 

検尿 ○ ○ ○ ○ 

血液（貧血・脂質） ○    

健康相談 ○ ○   

 

・検診結果 

結果については「貧血、高脂血症、やせ、肥満、喫煙者」などで注意が必要な学生に

は面接指導を行い、それ以外の受診者全員には結果表とともに、自己の健康管理につ

なげられるようそれぞれの結果に合わせた解説、パンフレット、などの資料を同封し

郵送返却している。健康診断証明書を 2007 年度より自動発行機により発行するように

なり、各学生のニーズにあった迅速な対応が行えるようになった。 

 

胸部レントゲン検査受診者と要再検査者数の推移 

年度 受診者数 要再検査 （％） 

2008 1733 9 0.5 

2007 1746 7 0.4 

2006 1615 11 0.7 

 

血液検査受信者数と要再検査者数の推移 

年度 受診者数 要受診 （％） 要注意 （％） 

2008 434 13 3.0 43 9.9 

2007 543 15 2.8 41 7.6 

2006 426 14 3.3 29 6.8 

 

尿検査受信者数と要再検査者数の推移 

年度 受診者数 要再検査 （％） 2 次検査陽性 （％） 

2008 1666 251 15.1 39 2.3 

2007 1638 245 15.0 34 2.1 

2006 1501 182 12.1 25 1.7 
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 2009 年に入って 2 例、結核感染者が発生した。保健所との連携もスムーズに取れ、当該

学生のプライバシー保護にも留意しつつ対応して、集団感染に至ることなく終息させられ

た。とはいえ結核に限らず、現在の大学環境は他にも麻疹、インフルエンザをはじめとす

る他の感染症への警戒も忘れてはならない状況にあることから、集団感染の防止のために

は予防接種をはじめ、感染症に関する確かな情報を早く、解りやすく学生達に発信し各自

の自己管理と注意を促す為の工夫がさらに必要であると考える。 

なお上記、結核感染者の発見例のひとつは 4 月の定期検診時であり、改めて検診の価値

を確認した。検診率は現状でも低いわけではないが、更に向上を望みたく、2009 年度から

は学内ネットワーク（＠Ｋ）上での広報を始めているし、学生課では奨学金申込をする場

合に健康診断受診を、国際課でも研修旅行参加希望者には健康診断受診をそれぞれ条件に

するなど他部局との連携を取ってもいる。今後は他大学で実施例が見られる「受診が終了

しないと学生証の発行をしない」とか「受診終了印の無い学生証を持つ学生は試験が受け

られない」とか「学則に受診の義務を載せる」などの方法も検討していきたい。 

ただ一方で女子大学ならではの事情として、学生に妊娠の可能性があり、レントゲン検

査などを避ける必要がある場合がありえる。現在でも定期検診時にレントゲン受付には「妊

娠の可能性のある場合には受けられません」と絵付きのポスターを掲げていたが、特に年

長で既婚者の多い留学生に在学中の妊娠出産事例が増えているため、アナウンスの多言語

化なども努力していきたい。 

 

②健康相談の実施 

定期健康診断に加え、1 年生・2 年生・編入生に対しては保健師による健康相談を全員

に行っている。また、メンタル面に対しては、1、2 年生全員にＵＰＩテストを実施し、結

果によりカウンセリング対象者にはカウンセラーの面接が行われる（カウンセリングルー

ムの箇所で詳述）。健康相談は事前に記入した健康調査票のチェックを受けながら専門家か

らのアドバイスを受けられる貴重な機会となっている。相談内容は婦人科系の問題に関す

るものが多く、ケースによって当室の婦人科相談につなげている。 

「婦人科医師による婦人科相談」は毎月隔週 1～2 回行っている。今年度の変化として

は、20 代後半で入学した留学生達が出産をし、学業を続けるケースが増加しており、それ

に伴う相談や妊娠初期の時期の休養など今までにない状況が見受けられた。 

 

婦人科相談に訪れた学生数推移 

 
年度 相談件数 

1 年生 2 年生 3 年生 4 年生 
回数 

2008 34 8 8 12 6 14 

2007 17 9 3 4 1 8 

2006 24 10 5 3 6 10 
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他に、少人数を対象に「女子大生のための健康講座」を以前不定期ながら昼休みに開催

していたが、昼休みの来室者の対応を優先することで立ち消えてしまったままである。再

開することを検討中である。 

集団を対象とする健康教育や啓蒙においては、専用の掲示板にその時々の世の中の状況

にあったテーマ（ＡＩＤＳ、結核、麻疹、喫煙など）を取り上げての掲示、警告を行って

いる。今後はホームページの活用などさらに多くの目にとまるような手段を検討している。 

 

③学内外での学生の安全・健康維持支援 

健康管理室の学生支援活動として、国内外合わせて年間 15 余りのフィールドスタディ

プログラム等に対して携行医薬品を貸し出している。また、アジアでの海外体験学習のプ

ログラムには渡航前の予防接種スケジュール、ＡＩＤＳの予防を含めた冊子を作成し、渡

航前・中・後における健康管理の情報を提供し、注意を与えている。 

 

④体調不良者への対応 

また健康管理室は不調を訴えた学生にベッド等を用意し、利用させている。以下に利用

者数推移を記載する。 

 

健康管理室利用者数推移 

 4 月 5 月 6 月 7･8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2･3 月 合計 

2008 年度 32 55 49 68 10 29 26 13 25 2 289

2007 年度 24 63 49 52 25 42 28 19 13 3 319

2006 年度 37 49 68 51 19 54 41 22 25 1 366

休養ベッド利用者数推移 

 4 月 5 月 6 月 7･8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2･3 月 合計 

2008 年度 17 23 33 20 4 14 16 6 16 1 150

2007 年度 14 29 21 20 13 26 15 10 8 1 157

2006 年度 18 26 39 19 10 41 28 13 13 0 197

 

 

（２）カウンセリングルーム 

恵泉女学園カウンセリングルームは一人ひとりの学生が必要な発達段階を経て、充実し

た学生生活を送ることの援助を目的として学長直属の機関として他の部署からは独立した

一機関の形をとって設置されている。構成は専任教員（精神科医、臨床心理士各 1 名）で

あり、教員、健康管理室、学生課、教務課などとの連携、協力体制がとられている。 

カウンセリングルームは 1997 年 4 月から現在の学長室、学部長室と同じ並びの比較的
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静かなＡ棟二階に置かれている。 

面接室は個別のカウンセリングが行なわれる 2 つの部屋とその真中の比較的大きな部屋

からなっている。面接室のひとつの部屋には箱庭が置かれていて、学生はそこで話したり

箱庭を作ったりしながら少しずつ、自分の問題と向き合っていく。真中の部屋は学生によ

って読書・休憩・食事・友人との交流などさまざまな形で利用され、心理的な居場所の役

割も果たしている。部屋に置かれた「おしゃべりノート」の中で、直接には話さない友と

気持ちや意見を交換している様子も見受けられる。部屋の壁には背の高い本棚を並べてあ

り、心理学関係の本や小説などを揃えてある。こうした静かな関わりが、調子を整えて学

業や交友関係に再び入っていくのを助ける一助にもなっている。カウンセリングルームは

引きこもってもいられるような、溜まり場と休息の場の機能を併せ持っている。 

 

具体的な活動 

①毎年4 月の定期健診時のアンケート施行、健診結果に基づく面接 

4 月に行われる健康診断の際に、1、2 年生にはＵＰＩテストを実施している。それぞれ

の高得点者、「死にたい」という項目への回答者に対して、カウンセラーが個別の面接を行

う。3、4 年生は希望者のみの相談としたため面接数が少なくなっている。 

この面接は、心理的問題や精神保健上の問題に対しての援助・治療を必要としている学

生に心身の状態・性格、対人関係の在り方などについて自己観察の機会を提供する事を目

的とする。また新入生に対して、大学の中に相談できる機関があるという情報を提供する。

早い時期に一度カウンセラーと会っておくことにより以後の学生生活で困難に出会ったと

き相談しやすいだろうという予防的な意味合いもある。健診時には「この時点では問題な

し」「問題はあるが自分で頑張ってみる」と言っていた学生が、別の困難に出会った時に相

談に訪れることもあり、この目的は果たしつつある。近年の傾向として、既往歴、相談歴

があったり、現に通院している学生が少なくないことがあげられる。 

健康診断は学年のはじめに行われる。そのため入学間もない新入生は、場所自体の変化

や新しい友人、高校とは異なる授業履修の仕方、内容などにより、不安を感じることが多

い。そのためか従来新入生の約 3 分の 1 は健診時に精神的身体的な不安不調を示すＵＰＩ

の項目に印をつけてカウンセラーの面接を受けている。相談内容については近年「精神病

理的問題」「対人関係」「身体的問題」という順であり、学生は新しい環境に対する一時的

な不安以上の問題を持っている可能性が伺える。実際に面接をしていると何らかの形で相

談歴がある場合が多かった。また、1 年生と 2 年生の面接の％を比べると明らかに 1 年生

のほうが多い。これは 2 年生では健診の受診者数が少ない事や、すでに相談に来ていてそ

の旨告げているものが多い。また、大学生活に対する不安、などはすでに 1 年間の学生生

活を経ているのであまりないと言える。ただし 1 年次に不調を訴えた者がそのまま登校し

ていない可能性も残されている。つまり受診していない人の中に問題を抱えている可能性

がある。入試状況とも関連する学生の質の変化も影響しているだろう。ただし 2009 年につ

いては 1、2 年生の面接者％に大きな差が見られず新たな可能性も示唆される。 
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 更に継続面接や経過報告を約束したのは、2004 年度、1 年生 33 名（21.7％）2 年生 15

名（22.1％）。2005 年度、1 年生 22 名（17.3％）2 年生 14 名（21.2％）。2006 年度、1 年

生 20 名（12.3％）2 年生 2 名（3％）。2007 年度、1 年生 16 名（11.9％）2 年生 5 名（9.4％）

である。継続面接を勧めたが、自力で頑張りたいという意思を示したり、既に医療、相談

機関にかかっていることが明らかになった場合もある。2 年生以降では既に前年から引き

続いてカウンセリングルームに継続してきているためにあえて健診時にやってこない学生

も見受けられた。1 年生では特に「大学生活」や「対人関係」など大学へ適応できるかど

うかという心配も高い。しかしながら、「精神病理的問題」が一番多いというのは、ここ何

年か続いている傾向であり特に 2 年生に強くその傾向が見受けられた。1 年間の大学生活

の結果を踏まえて自分の問題が明らかになってきた。「大学生活」はとりあえず経験してい

るし、将来のことを考えるにはまだ少し時間があるということなのだろう。 

 また、緊急度の高い学生を除いては、第一次面接から次の面接までの期間をわざと 2・3

週間後にした。これは新しい環境への不適応感を実際の生活で乗り越えられるという実感

を持ってもらう為である。二次面接に来た時にそのように報告する者も多かった。また面

接には現れなかったがキャンパス内で元気な姿を目にすることもあった。カウンセリング

ルームに対しては、「困ったときに聞いてほしい」という駆け込み寺的イメージを持ち、困

っていないと報告に行かなくてもいいと考える学生も多いせいなのか、二次面接までの期

間をあけると来ない学生の数が増えるようである。相談に行ったことを忘れるぐらい順調

に適応しているのかもしれないし、あるいは、既に大学に出てこられないということもあ

るのかもしれない。気になる学生に対しては、夏休み前と冬休み前の二度ほど近況を尋ね、

来室を促す連絡をしている。 

 「問題無し」の学生が多いが、これは、一つには新しい環境への不適応、不安という一

時的なものも多いということである。今回、「大学生活」「進路」についてという相談の場

合、不登校経験や相談歴がなく面接でも特に心理的問題が顕わでない場合は「何かあった

ら来てください」という対応をとることが多かった。この機会を利用して、学内にカウン

セリングルームがあり、大学生活 4 年間で困ったときの選択肢にしてもらいやすくすると

いう広報的な意味合いもあるのである。実際「問題なし」「自力で頑張る」といった学生の

中で、何年か後に相談に来る人も見受けられた。 

なお大学からの入学手続きの中にカウンセリングルームのパンフレットを同封してい

る。また入学式での紹介、新入生オリエンテーションでは、直接学生に話し掛けている。

また配布される「学生の手引き」の中でカウンセリングルームについて紹介している。2007

年度「恵泉誌」2008 年度「恵泉」2009 年度は「大学通信」などにカウンセリングルームの

紹介文を載せている。実際にこれらの記事を記憶にとどめていた保護者が、問題が生じた

時に直接電話をかけてきたり学生に相談に行くよう勧めたりした場合もあり地味ながら有

効であると思われる。隔年で報告書を発行し、また年一回教授会や学生委員会などで学生

のメンタルへルス上の問題について簡単な報告を行っている。カウンセリングルーム案内

のパンフレットを健康管理室・学生部に常時配置し、来談を呼びかけるポスターも貼って
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いる。カウンセリングルームの前に掲示板を設置した。またメンタルヘルスに関するパン

フレット（第 1 回は「睡眠、不眠」第 2 回は「気分の変動」、第 3 回「引きこもり」、第 4

回「トラウマ」、第 5 回「境界性パーソナリティ障害」など身近なテーマを取り上げて理解

を促している）を作成し配布するなど、学生・教職員に向けた広報活動をいっそう充実さ

せていくように工夫をした。 

昨今大学には更に多様な学生が入学してくるようになっている。精神的経済的理由など

により、継続した通学や勉学自体の困難な者も多く、また勉学意欲の弱い者もあるため、

入学後早い時期から大学に来なくなる場合がある。学期半ばごろに困って相談に駆けつけ

る者もいるが、そのこと自体にあまり葛藤を感じていない者もおり、そういう学生への対

応は困難である。 

以下に 2004 年度からの健診時の面接の結果を挙げておく。 

 

【2004 年度】 

健診受診者の内、面接した人数 ＊（ ）は健康診断受診者中の面接学生比率 

 受診者数 面接者数 

1 年  計 430 152(35.3％)

2 年  計 415  68(16.4％)

面接結果 

 1 年 2 年 計 

面接時問題なし 119 53 172

大学生活     7     1    8

進路・就職     3     2 5 

性格     2 1    3

対人関係     5     1    6

家族     4     0    4

恋愛・性     0     1    1

身体的問題     3     1    4

精神病理的問題     9     8 17

計 152 68 220

*身体的問題：頭痛、胃腸障害、体重減少、生理不順、不眠、疲労感など身体的な不調を訴え

るが背景に心理的な問題があると思われるもの 

*精神病理的問題：発達障害、自閉症、統合失調症（従来分裂病と名づけられたもの）、うつ病、

神経症、心因反応、離人感、境界例など 

 

【2005 年度】 
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健診受診者の内、面接した人数 ＊（ ）は健康診断受診者中の面接学生比率 

 受診者数 面接者数 

1 年  計 448 127(28.3%)

2 年  計 379  66(17.4%)

面接結果 

 1 年 2 年 計 

面接時問題なし 105 52 157

大学生活      5      1     6

進路・就職      1      1     2

性格      2      0     2

対人関係      4      1     5

家族      1      1     2

恋愛・性      0      1     1

身体的問題      1      1     2

精神病理的問題      8      8 16

計 127 66 193

※3 年生 10 人（内編入生 2 人）、4年生 1 人を含む。 

 

【2006 年度】 

健診受診者の内、面接した人数 ＊（ ）は健康診断受診者中の面接学生比率 

 受診者数 面接者数 

1 年  計 426 162(38.1%)

2 年  計 410  69(16.8%)

面接結果 

 1 年 2 年 計 

面接時問題なし 142 67 209

大学生活    4 0     4

進路・就職     1 0     1

性格      4 0     4

対人関係      3 0     3

家族      2 0     2

恋愛・性 0 0 0 

身体的問題 0 0 0 
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精神病理的問題      6      2 8

計 162 69 231

※3 年生 2 人、4 年生 3 人を含む。 

 

【2007 年度】 

健診受診者の内、面接した人数 ＊（ ）は健康診断受診者中の面接学生比率 

 受診者数 面接者数 

1 年  計 545 134(24.6%)

2 年  計 381  53(13.9%)

面接結果 

 1 年 2 年 計 

面接時問題なし  118 48 166

大学生活      1 0     1

進路・就職 0      1     1

性格      1 0     1

対人関係      3      2     5

家族      1      1     2

恋愛・性 0 0 0 

身体的問題      3 0     3

精神病理的問題      7      1 8

計 134 53 187

※3 年生 2 人、4 年生 2 人を含む。 

 

【2008 年度】 

健診受診者の内、面接した人数 ＊（ ）は健康診断受診者中の面接学生比率 

 受診者数 面接者数 

1 年  計 434 79(18.0%)

2 年  計 484   46( 9.3%)

面接結果 

 1 年 2 年 計 

面接時問題なし 60 34 94

大学生活 0 0 0 

進路・就職 2 0 2 
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性格 3 1 4 

対人関係 5 2 7 

家族 3 2 5 

恋愛・性 0 1 1 

身体的問題 2 0 2 

精神病理的問題 4 6 10

計 79 46 125

※3 年生 6 人、編入生 2 人を含む。 

 

②個人カウンセリング 

基本的には学生一人一回約一時間の面接、継続の場合は原則として週一回から隔週に一

回のペースで面接を行っている。相談内容としては学期のはじめに来る学生は進路や大学

生活に対する不安感の訴えが多い。対人関係や精神病理的問題を抱えた場合は長期にわた

るサポートや内的成長へ向けた話し合いが必要であり、面接回数も多くなる。単に現在の

状況を打開する手立てを聞きに来る者からそれを自分の問題として考えようとする者まで

いろいろであった。カウンセリングルームでは情報提供や適応の援助をしたり、不安や不

満を共感的に理解し学生が心的に成長するのをともに話し合い、また学生生活を恐怖や苦

痛に感じている者に対して安心できる場所や時間を提供した。 

また自己理解を深める一助に各種心理テストも実施している。 

個人的カウンセリングのみで不充分な場合は、本人の了承を得た上で家族との面接を行っ

ている。学業上問題のある事例ではプライバシーを配慮した上で教職員の協力を得ること

が不可欠である。投薬の必要性のある場合は、学外諸機関への紹介、連絡を行っている。

なお、相談当初から外部のクリニックに依頼する場合も見られる。またすでに通院中で就

学や単位取得の援助を主として行う場合も近年増えてきている。 

相談経路では自発的来談以外に健康診断時のアンケート調査、教職員からの紹介、家族

友人からの勧めなどがある。体の症状として訴える学生が多いことから健康管理室経由の

事例が見られる。心理的な問題が学業上の問題として現れることも多く教務課からの紹介

もある。また家族やかかりつけの精神科医から大学での相談場所として勧められての来室

も見受けられるのが近年の特徴と考えられる。 

以下に 2004 年度から 2008 年度までのカウンセリングルーム来室状況をまとめている。 

 

【2004 年度】 

月別個人面接数 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 計 

新規来談数 35 18 11 5 0 2 4 8  7 3 0 0 93
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延数 47 61 69 60 12 22 43 43 32 20 13 8 430

相談内容と来談経路 

  自 発 健康診断 健康管理室 教職員 家 族 友 人 計 

大学生活 6 4 0 2 1 0 13

進路 4 6 1 1 0 0 12

性格 6 1 0 0 0 0 7

対人関係 10 3 0 1 0 0 14

家族 7 4 0 2 0 0 13

恋愛・性 0 1 0 0 0 0 1

身体的問題 2 0 0 0 0 0 2

心 

理 

教 

育 

相 

談 

小計 35 9 1 6 1 0 62

統合失調症 1 1 0 0 0 0 2

うつ病 4 2 0 1 0 0 7

神経症 9 3 0 0 0 0 12

人格障害 4 2 0 0 0 0 6

その他 3 0 1 0 0 0 4

精 

神 

健 

康 

相 

談 小計 21 8 1    1 1 0 31

計 56 27 2 7 1 0 93

＊精神健康相談の「その他」には解離（意識喪失、二重人格など）や発達障害などが含まれる。 

 

【2005 年度】 

月別個人面接数 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 計 

新規来談数 29 21 14 4 0 1 4 5 3 1 3  0 85

延数 40 62 66 42 5 22 44 44 22 26 15 10 398

相談内容と来談経路 

  自 発 健康診断 健康管理室 教職員 家 族 友 人 計 

大学生活   2 4 0 2 2 0 10

進路 5 3 0 0 2 0 10

性格 4 4 0 0 0 0   8

対人関係 8 1 0 0 0 0 9

家族 7 3 0 0 0 0 10

恋愛・性 3 1 0 0 0 1 5

心 

理 

教 

育 

相 

談 

身体的問題 1 0 1 0 0 0 2
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 小計 30 16 1 2 4 1 54

統合失調症 0 1 0 0 0 1 2

うつ病 5 0 0 0 0 0 5

神経症 7 2 1 1 1 0 12

人格障害 2 3 0 0 0 1 6

その他 4 2 0 0 0 0 6

精 

神 

健 

康 

相 

談 小計 18 8 1 1   1 2 31

計 48 24 2 3 5 3 85

 

【2006 年度】 

月別個人面接数 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 計 

新規来談数 34 15 14 5 2 0 12 6 5 3 0 0 96

延数 51 56 77 54 10 13 42 32 33 25 6 5 404

相談内容と来談経路 

  自 発 健康診断 健康管理室 教職員 家 族 友 人 計 

大学生活 2 6 0 1 1 0 10

進路 2 1 0 1 1 0 5

性格 5 3 0 0 0 0 8

対人関係 6 3 2 1 0 0 12

家族 3 4 0 0 0 0 7

恋愛・性 2 0 0 0 0 1 3

身体的問題 0 0 0 0 0 0 0

その他 4 0 0 2 0 5 11

心 

理 

教 

育 

相 

談 

小計 24 17 2 5 2 6 56

統合失調症 1 1 0 3 1 0 6

うつ病 8 0 0 1 0 0 9

神経症 10 0 0 0 0 0 10

人格障害 8 1 0 0 0 0 9

その他 4 1 1 0 0 0 6

精 

神 

健 

康 

相 

談 小計 31 3 1 4 1 0 40

計 55 20 3 9 3 6 96

＊精神健康相談の「その他」には解離（意識喪失、二重人格など）や発達障害などが含まれる。 

その他の中には自己啓発セミナーについての相談も含まれた。 
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【2007 年度】 

月別個人面接数 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 計 

新規来談数 28 19 16 11 0 1 11 9 3 1 0 0 99

延数 53 53 53 43 6 8 50 61 26 26 7 6 392

相談内容と来談経路 

  自 発 健康診断 健康管理室 教職員 家 族 友 人 計 

大学生活 6 7 0 1 2 0 16

進路 3 2 0 1 1 0 7

性格 10 2 0 0 0 4 16

対人関係 7 2 2 0 0 0 11

家族 3 2 0 0 0 1 6

恋愛・性 1 0 0 0 0 0 1

身体的問題 1 1 3 1 0 0 6

その他 1 0 0 2 0 0 3

心 

理 

教 

育 

相 

談 

小計 32 16 5 5 3 5 66

統合失調症 2 0 0 2 1 0 5

うつ病 5 1 0 1 1 0 8

神経症 2 1 0 0 2 0 5

人格障害 6 1 0 1 0 0 8

その他 4 1 0 0 1 1 7

精 

神 

健 

康 

相 

談 小計 19 4 0 4 5 1 33

計 51 20 5 9 8 6 99

＊その他の中には知能テスト、医者の紹介なども含む。 

 

【2008 年度】 

月別個人面接数 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 計 

新規来談数 29 20 14 6 1 5 17 8 7 3 1 1 112

延数 40 61 63 47 7 16 57 52 39 24 5 9 420

相談内容と来談経路 

  自 発 健康診断 健康管理室 教職員 家 族 友 人 計 

大学生活 6 3 0 0 0 0 9

進路 9 0 1 0 1 0 11

心 

理 

教 性格 5 1 0 0 0 0 6

 131 



第 5章  学生生活.doc 

対人関係 15 3 0 1 1 0 20

家族 9 1 0 1 0 0 11

恋愛・性 5 0 0 1 0 0 6

身体的問題 2 1 0 0 0 0 3

その他 2 0 0 5 0 0 7

育 

相 

談 

小計 53 9 1 8 2 0 73

統合失調症 3 0 0 0 0 0 3

うつ病 6 0 1 1 0 0 8

神経症 10 1 1 2 0 0 14

人格障害 5 1 0 1 0 0 7

その他 4 0 0 0 0 3 7

精 

神 

健 

康 

相 

談 小計 28 2 2 4 0 3 39

計 81 11 3 12 2 3 112

 

＜カウンセリング結果の説明＞ 

・月別変化 

 新規の人数は 4～6 月に多い。次いで 10、11 月に第二のピークを迎える。これは従来と

同じ傾向である。健康診断時にＵＰＩの高得点者並びに希望者がカウンセラーの面接を受

け、必要な学生とは継続面接の手順となることにより新規が多数となるのだと思う。新入

生の場合、入学直後は大学生活への不安、新しい人間関係への不安などが高まっている時

期である。また他学年でも新学年に向かい、新たに以前から気になっていた問題にあたろ

うとする傾向がある。そのためにもこの時期をうまく乗り越える事が大事である。連休の

過ごし方が、それ以降大学にどのように関わるかの一つの分岐点になる印象を受ける。10、

11 月の方は長い夏休みを過ごし後期を始めるにあたり、今までの人間関係が続けられるだ

ろうか、新たな変化を生み出せるだろうかという不安がある。また新しい環境にも慣れも

ともとあった自分の問題を考えたり、やり過ごしていた問題がやり過ごせなくなる時期で

ある。前期には感じていた緊張が緩み、欠席が続く場合もある。寒さのせいもあり遅刻、

欠席が増えてくる。 

延べ数を比べてみる。学生 1 人あたりの面接回数は 2004 年が 4.62 回、2005 年 4.68 回、

2006 年 4.62 回、2007 年 3.95 回。この中には 1 回の相談ですむ人、2・3 回で一応の解決

を得る人、1～2 週間の間隔で継続して来る人などのパターンがある。とりあえずの答え、

解決法をもらうことで安心する人が多い。そういった理由で 1・2 度の相談ですむ人が多い。

大学生活への適応のために顔見せ的に来る学生もいるようである。また既に何らかの形で

相談機関にかかっている学生も徐々に増えている印象がある。そのために一人あたりの面

接数に若干減少が見られたようである。重い精神疾患を持ちながら通学を続けるためにサ

ポートをしていった場合もある。反面継続して来る学生数は増加している。悩みが深いと
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いうこともあるがまた継続して問題を取り上げ、ぶつかっていく力があることも多い。こ

のような学生は休み中も少し間隔をあけながら面接に来ることも多い。1 年の最初から相

談に来られ、就職活動の頃は間隔をあけながら 4 年間通ってきた学生もいる。学年での成

績が最優等であるといった外的適応では問題のない学生もいる。ちなみに、2004 年の新規

人数のうち 14 名、2005 年には 15 名、2006 年には 10 名、2007 年には 5 名が前年から引き

続きの学生である。また再来室が 2006 年 11 名、2007 年が 13 名であった。一旦は問題が

解決して終了したり中断した学生が、遣り残した問題の解決に向かい始めたり、また別の

問題の相談に来るのである。また、1、2 年生の健診では継続面接には至らなかったが、困

ったときに思い出して来ることもある。 

 

・相談内容と来談経路 

健康診断で面接しそのまま引き続き面接をした者がいる。自発的に相談に来る学生の数

が圧倒的に多いが、その中には以前に健康診断で面接をし、継続面接を提案されていたが、

来なかった者が何人も含まれている。その時は一回きりで終わっても、機が熟して再来室

したのである。健診時の面接がカウンセリングルームの紹介的な意味も持っていると言え

よう。他の教職員からの勧めや以前に相談に来た友人からの勧めによる場合も見うけられ

る。また実際には教職員に勧められ、来室を決めたのが「自発的」だったという例も多く

ある。実際には数字としても親をはじめとする家族からの電話による相談も増えてきてい

る。入学式や学生の手引きでの紹介を見て知ったということである。 

学年のはじめに新たに来るのは「進路」や「大学生活」に対する不安感の訴えが多い。

「精神健康相談」の学生も多い。健診や申し込み時に相談歴を聞いてみるとすでに高校時

代、あるいはそれ以前に、スクールカウンセラーや相談機関、または医療機関に通院して

いる学生も多くいるのが明らかである。並行して大学生活を維持していこうという意欲の

表れだと思われる。「性格」や「対人関係」の悩み、「精神病理的問題」を抱えた場合は長

期にわたるサポートや内的成長へ向けた話し合いが必要であり、面接回数も多くなる。現

在の困難を何とかしたいと手だてを聞きに来る者からそれを自分の問題として考えようと

する者までいろいろであった。この数年間の変化としては次の 2 点である。「身体的問題」

の中に不眠、頭痛、痩せなど悩みを身体化している学生もいる。また発達障害が疑われる

学生本人ならびに、対応に悩んだ周囲からの相談が何件かあった。カウンセリングルーム

では教示助言（情報提供や適応の援助）、危機介入（緊急の援助を必要としている事態に置

かれている者に対して危機介入を主とした積極的な介入）、教育啓発（何らかの問題解決に

関する助言を必要としながらも病的レベルの情緒的混乱や行動異常の見られない者に対し

て人格の成長、能力の開発など心理教育的援助）、心理治療（人格の未熟や情緒的不安定に

より、心理的、行動的問題を起こしている者に対して行う心理療法を中心とした心理臨床

的援助）、療学援助（主に精神疾患や身体疾患のための医療的ケアの必要な学生に対し、学

業と療養を両立されるための生活臨床的援助）などいろいろな形で対応した。 

来談経路についての課題としては自発的な来室による相談が主となっており、さまざま
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な理由から引きこもっている事例には対処が行き届いていない懸念がある。出席状況を把

握している教務課からの相談や、様子を心配した友人からの相談などを受け、必要に応じ

て手紙にて来談の誘いをしている。しかしながら引きこもっている学生は自分の状態を問

題と感じて、何らかの対処をしようという行動を起こしにくいのが大半である。今後学生

や父兄への広報を通じて誘いかけていくことが必要と思われる。しかし単に広報を強化す

れば解決するものでもなく難しい。有効な手立て、工夫は、残された問題である。 

成績不振者への対応としては、実際には成績結果の出るまでに時間が過ぎ問題の何らかの

結果がでてしまっている場合が多くこの試みについてはなお方法的に検討、改善が必要で

ある。 

 

③グループ室の活動 

 個人面接以外にもカウンセリングルームを居場所として利用していた学生は毎日 10 名

近くいた。対人緊張の強い学生がこの部屋から授業に行ったり、終わってきてから戻って

きて一息ついている様子もうかがわれた。中にはグループ室でのおしゃべりのみで元気に

なっていった学生もいる。最初はカウンセリングルームにともかく来るという事を目標に

していた学生が、次にはできれば少しずつでも授業に出席することを目標にし、やがては

ほとんど出席するようになり、そのうち疲れたときにやってくるというように変化してい

った場合もあった。「おしゃべりノート」を置いておいたところそれを通じて交流が始まり、

やがて直接に話をしたり励まし合う様子もあった。ここで顔見知りになって、少しずつ距

離を縮めていくという段階を経て友人となる場合もあった。対人関係を作っていく練習を

しているようであった。また心理学関係の本や小説の中からその時々の自分に合ったもの

を選び面接の中で話題にするなど自分の理解に役立てる学生もいた。以前に相談に通って

いた学生が一休みしていることもあった。 

 特に重い精神病理的な問題を持った何人かの学生にとっては、しっかりした枠組みでの

面接よりも、少しお話を聴いてもらい元気付けてもらうといった対処療法的な支えで、と

もかく安心を得る場合も多々あるようであった。この中で、短時間でも週に何度も声掛け

や面接をすることが安定につながるようであった。 

 

④成績不振の学生への働きかけ 

教務委員や学生委員などからの要請で成績不振学生に対して必要があれば心理的な援

助を行うべく、カウンセラーから呼びかけを行っている。なお、学年のはじめに授業担当

教員と学生の対応について直接打ち合わせをしたり、個別に教員からの相談もなされてい

る。 

 

⑤その他の活動 

フィールドスタディや研修旅行の前に、教職員からの要請により、参加学生に対する相

談を行い、何らかの問題の生じた時の対応も行っている。また、ハラスメントを受けたと
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訴える学生に対する面接、ハラスメントのしおり作成など活動範囲も広がっている。 

 

 

・ハラスメント防止のための措置の適切性  

 

2007 年度に両学部教員 2 名、学生部長、両学部長、事務局長、学事センター長をメンバ

ーとするハラスメント防止委員会を設置、同委員会は2008年度4月にパンフレットを作成、

学生、専任・兼任教職員全員への配布を行い、委員会の存在と機能を周知徹底させている。

なお、委員会の存在･機能については新入生フェローシップでも紹介し、告知に務めている。 

委員会ではハラスメント相談窓口を設定し、申立者のプライバシーに配慮しつつ、連絡

をメール等で受け、速やかに事実調査を行い、被害の解消に向けて学内担当者と協議を進

める学内体制を敷いている。特にメール受付窓口業務は上記委員のうち両学部教員 2 名が

あたり、部局の管理者が窓口になると職制上、申し立てしにくい事案についても受け付け

る工夫をしている。 

現状ではハラスメント相談窓口への相談は設置以来寄せられていない。窓口以外への、

たとえば学生課や担当部局長への直接の訴えなどは数件あったが、それぞれ事情調査のう

え、申立者、被申立者両方の人権に配慮した上、適切に問題解決処理された。 

 

 

・生活相談担当部署の活動の有効性 

 

（１）入学時ガイダンス・窓口業務 

全入時代の到来とともに、積極的に学ぶ熱意や動機に欠ける学生が多く見受けられるよ

うになった。全体に幼く、大人からの指示がなければなかなか次の行動に移れない、状況

判断ができないなどである。入学時ガイダンスにおける「学生生活への注意」、入学後の窓

口対応についてもどのように学生が理解し、受け止めているのか、学生の反応・応答が弱

く、職員の側からも把握し難い状況が多くなっており、大学生を大人として扱えなくなっ

ているといえる。 

学生課には日常的に、一般学生、留学生を問わず、以下のような多岐にわたる相談事例

があり対処している。学生本人のみならず、保証人からの相談・対応依頼も増加している。 

● 教職員との問題（教職員の対応について） 

● 学費の支払、奨学金、経済的問題について 

● 家庭・家族間の問題（自宅を出て連絡がつかないなど） 

● 痴漢、ストーカー 

● 悪徳商法（資格取得、長時間拘束による強制的契約） 

● アルバイト先トラブル 

● 友人とのトラブル（コミュニケーションがうまく行かないなど） 
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● 個人情報の漏洩によるトラブル 

● 在留上の諸手続・トラブル 

● 住居におけるトラブル(家主との問題) 

● アルバイト収入への課税、税金対応等 

相談事例への支援･対処については、学生課職員のアドバイスにより、学生自身が問題

を理解し、その自覚的な行動を促すことが主となるが、何らかの不法行為・事件の可能性

が想定される深刻な問題については、職員が学生、留学生を同道、警察署、入国管理局、

労働基準監督署等へ出向く場合もある（年間 2、3 件、アルバイト先とのトラブル調停、在

留上のトラブル、個人情報の漏洩などの事例）。 

 

（２）学生教育研究災害傷害保険・学研災付帯賠償責任保険、その他保険 

大学が費用負担し入学後、全学生を対象に学生教育研究災害傷害保険・学研災付帯賠償

責任保険に加入している。保険内容は次のとおりである。 

・学生教育研究災害傷害保険 

教育研究活動中（正課中、学校行事に参加中、学校施設内にいる間、学校施設内外で

大学に届け出た課外活動中）に生じた急激かつ偶然な外来の事故により身体的障害を

被った場合、請求要件を満たした事故が保険対象となる。通学往復路、大学施設等の

移動中の事故も対象となる。 

保険請求件数の実績：2005 年度 1 件、2006 年度 3 件、2007 年度 6 件､2008 年度 1 件 

・学研災付帯賠償責任保険 

教育研究活動中（大学が認めたインターンシップ、体験学習等の活動、教育実習、ボ

ランティア活動などの諸活動）に生じた急激かつ偶然な外来の事故により、他人に怪

我をさせたり、他人の財物を損壊したことにより被る法律上の損害賠償金を填補限度

額の範囲内で支払う。通学往復路、大学施設等の移動中の事故も対象となる。 

保険請求件数の実績：なし 

・その他の保険 

本学では、国内外における現場体験型授業（人間社会学部「ＦＳ：フィールドスタデ

ィ」）の他、人文学部（海外語学・文化研修、日本語教員養成課程の海外実習）、さら

に大学主催の夏季･春季語学研修に関し、大学の危機管理上の安全対策の一環として、

旅行障害保険を付保しており、現地での怪我・病気等への対応をしている。 

→国際課担当 

 

（３）アドバイザー制度 

学生が学習上あるいは個人的な問題について教員に相談したり、助言を受けたりするこ

とができるよう、アドバイザー制度を設けている。一人の専任教員が､10～20 名程度の学

生を担当する。学生は１～4 年次まで、必ず所属学部・学科のアドバイザークラスに属す

ことになる。 
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アドバイザークラス 

教養基礎演習Ⅰ（春） 1 年次 

教養基礎演習Ⅱ（秋） 

学科専門ゼミ科目（春） 2 年次 

学科専門ゼミ科目（秋） 

学科専門ゼミ科目（春） 3 年次 

学科専門ゼミ科目（秋） 

学科専門ゼミ科目（春） 4 年次 

卒論ゼミ科目（秋） ＊卒論を履修しない者は春のゼミクラスを継続する。 

 

（４）留学生への生活指導・生活相談・トラブル対応 

2005 年度からの留学生の急増に伴い、様々な在留上のトラブル（入国管理局との連絡対

応を含む）への対処が求められるようになった。留学生が勉学に集中できるよう個別の生

活指導を含め、2006 年度に全学的な留学生受け入れ体制を構築・整備した。 

受け入れにおいては、留学生センターのような方式をとらず、一般学生と留学生との融

和（多文化共生）を意識しつつ、留学生の抱える諸問題については、学生・進路委員会（事

務担当：学生課）が対応し、問題整理および学内とりまとめに当たり、現在に至っている。 

 

（５）1 人暮らし学生への支援 

自宅外通学生（留学生を含む）は、2009 年度 4 月時点で 208 名（全学部在籍数 1,863 名

に対し 11％）である。2009 年度 4～5 月にかけ、208 名の学生を対象に生活実態調査（ア

ンケート調査）を行い、生活状況と要望を確認した。学生の出身地は日本全国、沖縄から

北海道まで、留学生の国籍は中国、韓国が主である。 

アンケート回収率は 53.4％、1 人暮らしの不安は主として食生活の問題と重なることを

確認し新入生への生活支援プログラムへと繋げている。『作って食べよう！カンタンおいし

い料理講座』を実施した。料理の素材は、大学農場で 1 年生が育てた野菜を用い、2 年生

が授業で作成した自分たちのオリジナルレシピを基に料理指導を担当、園芸準備室の協力

を得て昼食のひと時を共にした。 

 

 

・障がい学生への支援 

 

（１）修学支援（入学から卒業までの支援） 

本学では 1990 年全盲学生 1 名の受け入れに始まり、筑波大学附属視覚特別支援学校高
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等部を指定校とし、恒常的に視覚障がい学生の推薦入学を受け入れてきた。当初、大学と

しての支援はほぼテキスト点訳の仲介に限定され、もっぱら当事者である学生と担当教員

の努力と熱意により学業が行われて来た。 

その後の受け入れも学生と教職員との間に摩擦が生じるなど必ずしも順調とは言えず、

学生の卒業、担当教職員の異動により、受け入れに伴う経験の蓄積は継承されなかった。 

1998 年、1999 年の視覚障がい（全盲 2、弱視 1）3 名の入学時に、改めてＰＣ点訳の進

化に対応した点訳室機器類の整備をはじめ、受け入れの再スタートを切ることになった。 

2002 年度聴覚障がい 2 名の入学を受け、翌 2003 年度、本学は障がい学生のための学習

支援制度を発足させた。制度の内容は、視覚障がい学生のための授業テキスト点訳・音訳、

聴覚障がい学生のためのノートテイクなど授業・学習支援の他、学生生活（課外活動を含

む）全般に関る学生個別の予算措置である。 

2003 年度以降 2008 年度まで、障がい学生の支援は主として学生課が担い、特に以下の

事項に留意した受け入れマネージメント（学内外連絡・調整、個別対応、問題解決）を実

施した。 

① 入学前面談の実施による事前の全学的受け入れ体制づくり（関係教職員による支援

情報の共有化）。 

② 入学後面談の定期的実施。 

→当事者との協議に基づく学習支援制度の運用、個別事情への適切な配慮、問題の

調整・解決。 

③ 上記①②の面談・対応記録の他、学内外（点訳グループ等）関係者との連絡・対応

記録による経験の蓄積。 

 

入学前面談 入学後面談（各学期定期・随時） 

機能面・障がい内容確認 授業・学習支援に関わる問題・相談 

個別事情確認 学生生活上の問題・調整・アドバイス 

ガイダンス期間対応協議 

修学支援(学習支援制度他） 

内容 

必要機器類確認 

内容 

その他相談 

事例：盲導犬対応 

海外研修参加 

本人・保証人（高校教員） 本人 参加 

学内教職員 

参加 

障がい学生支援担当職員 

 

障がい学生在籍者数（2000～2009 年度） 

年 度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

視 覚 3 2 1 2 1 1 2 2 3 5

聴 覚   2 2 1 1   1

その他      1
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計 3 2 3 4 2 2 2 2 3 7

 

2008 年度まで実施されてきた修学支援は、当事者の視点に立つ学習支援制度の柔軟な運

用、個別事情への適切な配慮など、対応経験が整理され全学的支援体制への移行準備とな

った。この間、大学としての対応力の強化が、学生の成長、さらに卒業後の就職・進路の

確定に繋がるなど、指定校をはじめ学外からの一定の評価が、現在の障がい学生の入学者

増に結びついていると思われる。 

2009 年度 4 月障がい学生の入学者増により、障がい学生支援小委員会（2006 年度発足）

が再スタートし、学内業務分担に基づく本学の支援は全学的、組織的対応力の強化に向け

再編成された。蓄積された対応経験に基づき『2009 年度教職員のための障がい学生支援の

手引き』がまとめられ、全教職員に対し本学の障がい学生への修学支援内容（教員用マニ

ュアルを含む）が周知された。 

 

 現在の障がい学生の支援のあり方は以下のとおりである。 

入学にあたり本人が特別支援を要請し、本学がその必要性を認めた学生が、修学支援の

対象となる。 

 個別学生に対応した適切な支援を行うため、障がい内容、身体的状況（機能面）、本人の

事情などにつき、当事者である学生と話し合いながら、学内教職員の連携により可能な限

り必要な支援を行っている。 

 本学の修学支援は、障がいのある学生が一般学生と同様の環境で学べるよう必要な支援

を保障する「授業保障」のための施設・環境整備や、種々の配慮による授業・学習支援と

ともに、個々の学生の学習支援のための予算措置（学習支援制度による費用助成）から成

り立っている。 

 

2009 年度 障がい学生修学支援体制（学内業務分担） 

所管 担当業務 責任者 

障がい学生支援小委員会 全学的修学支援対応、代表窓口 学生・進路部長 

支援小委員会事務 

全学的修学支援事務部門統括・運営・調整 

学事センター 

学外研修への職員派遣計画立案・実施 

学事センター長 

学内支援業務、とりまとめ・調整窓口 

学生・保証人対応窓口 

障がい学生支援担当 

個別支援内容に基づく学習支援制度の運用・管理 

学生課長代理（兼務） 

授業･学習支援 

教員との連絡・調整、配慮要請事項の伝達 

教務課 

点訳･墨訳仲介、テキスト整理・調整・確認 

教務課長 
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学生生活全般の支援 

支援学生の育成・指導 

学生課 

学外関係団体との連絡・調整 

学生課長 

健康管理室 健康相談･指導・教育 健康管理室責任者 

障害者雇用促進法に基づく求人情報紹介・相談 キャリアセンター 

就職･進路全般の支援 

キャリアセンター長 

情報支援・文献検索支援 

対面朗読システム、朗読室・点訳室の設置運営・管理 

図書課 

学外点字図書館・関係ネットワークとの連携 

主任司書 

サポート機器類の設置・管理・整備 メディア課 

情報関係授業支援 

メディア課長 

教育研究支援センター ＦＤ研修、ＳＤ研修の企画･実施 教育研究支援センター長 

入試広報センター 入学相談、入試対応 入試広報センター長 

 

 

第 4 項 就職指導 

 

・学生の進路選択に関わる指導の適切性 

・就職担当部署の活動の有効性 

 

以下に就職登録者、内定者数の推移を示す。就職登録者数は 2006 年以前より 30 名前後

の増加があり、330 名前後で推移しており、在籍学生者数当たりの内定率は 70％台で推移

している。本学は大学自体の性格からＮＧＯ・ＮＰＯ関係に進んだり、進むことを希望し

て通常の就職コースから外れていく学生も多い。 

 

就職者数の推移 

2006 年度 2007 年度 2008 年度 

JL 80 JL 84 JL 69 

EC 118 EC 120 EC 76 

TC － TC － TC 62 

IS 124 IS 115 IS 106 

在籍 

者数 

HE 80

 

 

402 

 

 

在籍 

者数 

HE 79

398
在籍 

者数 

HE 94 

407

JL 60 JL 71 JL 59 

EC 103 EC 95 EC 66 

TC － TC － TC 50 

 

登録 

者数 

IS 104

 

 

332 

 

 

登録 

者数 

IS 103

339

 

登録 

者数 

IS 76 

329
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HE 65    HE 70  HE 78 

JL 51 JL 63 JL 47 

EC 99 EC 86 EC 62 

TC － TC － TC 47 

IS 95 IS 95 IS 69 

内定 

者数 

HE 65

 

 

310 

 

 

内定 

者数 

HE 66

310
内定 

者数 

HE 73 

298

就職率 77％ 就職率 78％ 就職率 73％

 

（１）学生への指導 

2005 年 4 月より適用された新カリキュラムにより、社会と自分との関わりを意識させる

キャリアデザイン科目群が設置された。年度を追う毎に開講科目を増加させ、各講座の受

講者も増加している。 

キャリアデザイン科目群、一般常識講座、インターンシップ入門等の科目は、就職活動

につながっていくことだけが目的ではなく、社会との接点を持つことで学生一人ひとりが

人間的に成長するという、大学教育が目指す役割の一部を果たすものと考え実施されてい

る。実際の就職活動に関しても学生本来の学習活動を犠牲にすることなく、限られた学生

生活の中で、充実した学生生活と就職活動の両立が可能になるように指導を進めている。

しかし就職情勢の変化により、就活期間が長期化する傾向があり、対応に苦慮している。 

 

キャリアデザイン科目の変遷 

  科目名 
開講 

年度 

配当 

年次 
内容・ねらい 

1 インターンシップ入門 2003 3 年 
社会ついての理解、自己理解を促し、職業観

を育てる。 

2 インターンシップ 2003 3 年 実際の就業体験を積み、進路選択に役立てる。

3 
現代社会理解（JAL） 

*2007 年度で終了 
2004 3 年 ホスピタリティーと顧客満足について学ぶ。

4 
企業実践講座Ⅰ(観光と国際文化交

流）*2007 年度で終了 
2004 3 年 国際観光と国際文化交流について学ぶ。 

5 簿記講座 2005 1,2,3,4 年 
簿記の重要性や、財務・会計を学ぶ上での基

本を見につける。 

6 TOEIC 入門講座（470 点突破コース） 2005 1,2,3,4 年 
基礎英語力を鍛え、TOEIC の点数アップをめ

ざす。 

7 
TOEIC 講座入門（550 点突破コース）

*2006 まで 650 点 
2005 1,2,3,4 年 

大学生に必要とされる TOEIC550 点突破をめ

ざす。 
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8 
企業実践講座Ⅰ（社会、経済のしく

み） 
2006 2,3,4 年 

社会人に必要な社会と経済の知識を身につけ

る。 

9 
企業実践講座Ⅱ（日常業務に使われ

る数字） 
2006 2,3,4 年 

社会人になった際に必要な数字の読み方を学

ぶ。 

10 
ビジネスマナー（2007 年度より春・

秋学期） 
2006 2,3,4 年 

ビジネスマナーおよび顧客満足について学

ぶ。 

11 
一般常識講座（企業向け筆記試験対

策） 
2007 3 年 就職試験の筆記試験対策を行う。 

12 企業実践講座Ⅰ（ANA ラーニング） 2007 2,3,4 年 接遇の実践に求められることを学ぶ。 

13 企業実践講座Ⅱ（面接力養成講座） 2008 2,3,4 年 
相手の意図を正しく理解し、同時に自分を表

現する力を養う。 

 

この中で、社会へ出る橋渡しになる科目、つなぎ役となる科目を 1、2 年次から履修す

ることが出来る。具体的には、ＴＯＥＩＣ講座、情報科学等でツールを身につけ、インタ

ーンシップ入門、企業実践講座、ビジネスマナーで徐々に自分自身が社会へ出ることを意

識させていく。そうしたプロセスを踏むことで、3 年次後半より始まる就職活動への導入

がスムーズに実現している。また、学生の就職への意識付けを目指すガイダンスも随時開

催することで、意識向上が達成されている。 

以下にインターンシップ入門科目の履修者数の変遷を学科別に記載する。 

 

 

インターンシップ入門履修者数変遷 

年度 2005 2006 2007 2008 

科目／配当年次 1 3 
合

計 
1 2 3

合

計
1 2 3 4

合

計
1 2 3 4

合

計

簿記講座 49   49 10 34  44 16 46 16  78 45 88 31 26 190

TOEIC 入門 26   26 41 34  75 25 19 6  50 40 16 10 10 76

TOEIC 講座 17   17 11 11  22 16 7 2  25 5 9 5 6 25

インターンシップ 

入門 
 236 236    199 199  1 248 2 251   2 153 3 158

インターンシップ  41 41    29 29   15      20  20

企業実践講座Ⅰ 

（社会と経済） 
       35  35  27 37  64   24 20 3 47

企業実践講座Ⅰ 

（接遇の基本） 
           40 59 11 110   52 39 7 98
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企業実践講座Ⅱ 

（業務の数字） 
       54  54  24 5  29   34 21 3 58

企業実践講座Ⅱ 

（面接力養成） 
               1 22 23  46

ビジネスマナー        48  48  82 64  146   98 40 15 153

一般常識講座             237  237     130 12 142

 

（２）就職進路室の役割 

毎年卒業年度の 330 名ほどの学生が、就職を希望している。こうした就職希望者を対象

として 3 年秋期には就職希望学生全員に「就職登録カード」の提出を求め、「就職登録面接」

を実施している。 

本学の学生の就職活動が本格化するのは、3 年次の秋学期授業終了後である。学生たち

の就職活動の展開は、以下の 2 つに別れる。 

ほぼ半数の学生たちは、企業が主催する就職情報サイトからの情報を元に就職活動を展

開する。残り半数の学生が就職進路室からの情報、あるいは紙媒体の情報（求人票等）を

頼りに就職活動を展開し、内定を獲得していく。就職進路室は後者の学生に求人情報や就

職活動指導を行うと共に、前者の学生の相談にも随時対応できるように体制を整えている。 

 

 

第 5 項 課外活動 

 

・学生の課外活動に対して大学として組織的に行っている指導、支援の有効性 

 

（１）信和会 

全学生が加入する学内自治組織が信和会であり、課外活動の中心となる。信和会活動は、

本学の設立母体である恵泉女学園建学時からの「学生による自治協力・聖書に基づく信愛

の精神」を引き継ぎ、学生が自発的、自覚的に協力と責任を学ぶ活動である。学生たち自

らが学生生活を有意義なものにするための活動、組織であり、学生主催の行事企画・構成

等の推進、大学と学生間のパイプ役を勤めるとしている。毎年度の入学式、卒業式への協

力がその事例である。その他の活動事例は次のとおりである。 

＜2008 年度の事例＞ 

・ミャンマーのサイクロン被災、中国四川省大地震被災に際し、ミャンマー、中国出身

の留学生と協力学内募金活動を行った。 

・事務所の職員対応に関する学生アンケートを実施、学生たちの種々の要望を意見書と

してとりまとめ学生課を通じて大学側に提出し、事務所における職員の学生への対応改

善に繋げた。 
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組織・役割・行事 

組織 役割 

会長 執行部統括 

副会長 会長補佐、恵泉グッズ企画・販売 

書記 会合記録、広報、連絡等 

会計 信和会費管理、運営、クラブ運営費管理 

クラブチーフ クラブ、サークルリーダー会議運営･連絡、新規申請受付他 

学生国際交流委員会 留学生会 

人文学会 学内人文学会の学生代表 

学生評議委員 学生評議会を開催、学生の意見･要望とりまとめ 

多摩フェスティバル 

実行委員会 

多摩フェスティバル企画・開催を担う 

信 

和 

会 

執 

行 

部 

文化委員 多目的アワーの企画・開催・進行、学生代表 

 

＜行事＞ 

○ 4 月初旬 入学式､フェローシップ協力     ○ 5 月   信和会総会 

○ 5 月下旬 恵泉スプリングフェスティバル   ○ 11 月下旬 多摩フェスティバル 

○ 1 月中旬 信和会役員選挙                  ○ 3 月中旬 卒業式協力 

○  多目的アワー（毎週木曜日昼）大学との協力企画・文化講演会等 

 

（２）多目的アワー 

年間をとおし毎週木曜日の昼休み（12：10～13：40）が、多目的アワーとして設定され

ている。全学に開かれた時間帯であり、宗教委員会によるキリスト教関係行事を中心に、

各委員会、学部・学科教員、信和会、大学事務所からの自発的な企画・構成に基づき開催

されている。2008 年度の事例は以下のとおりである。 

 

2008 年度 多目的アワー 実施例 

月 日 内容 担当 

17日 クラブ紹介① 信和会 4 月 

24日 イースター礼拝 学生宗教部シャロンの会 

1 日 クラブ紹介② 信和会 

クラブ紹介③ 信和会 8 日 

「児童労働問題をインドの子どもたちと

一緒に考えよう」講演会 
高橋ゼミ 

15日 ランチタイムオルガンコンサート 宗教委員会 

5 月 

22日 信和会総会 信和会 
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 29日 環境を考える ゴミの分別  

多摩市環境部＋ＮＰＯ多摩ゴミ会議 
エコキャンパス委員会 

学園長を囲んで 信和会 5 日 

体験学習ＣＳＬ・ＦＳ報告会 体験学習 CSL・FS 委員会 

12日 短期ＦＳ報告会 体験学習 CSL・FS 委員会 

19日 ランチタイムオルガンコンサート 宗教委員会 

6 月 

26日 日本楽｢三宅島に帰る人々」 たまたま多摩の会 

3 日 社会人文学会総会 社会・人文学会 

10日 聖歌隊・ハンドベルサマーコンサート 宗教委員会 

17日 カルト予防講座 宗教委員会 

7 月 

24日 海外渡航時の危機管理 学生課 

2 日 「場所や時に合わせたメイク術」 信和会 

9 日 ランチタイムコンサート 宗教委員会 

16日 河井道 メモリアルウィーク 宗教委員会 

23日 食育セミナー「お弁当の日」 「生活園芸Ⅰ」担当 

10 月 

30日 ｢我が街」映画 たまたま多摩の会 

6 日 ｢海を越えた日本の音楽～歌舞伎音楽」 日本語日本文化学科 

13日 アフリカ楽、タンザニア村落開発 たまたま多摩の会 

20日 収穫感謝礼拝 学生宗教部シャロンの会 

11 月 

27日 Helen Dalton Cup Speech Contest 英語教育研究センター 

信和会企画 信和会 12 月 4 日 

留学生プレゼンテーション大会 日本語教育 

15日 2008 年度長期ＦＳ報告会 体験学習 CSL・FS 委員会 1 月 

22日 海外渡航時の危機管理 学生課 

 

（３）クラブ・サークル 

 クラブ・サークルは信和会（学生自治会）の傘下にあり、信和会規約（会計内規、クラ

ブ法内規、サークル法内規）に基づき管理・運営されている。 

クラブ・サークルの合計 317 名 参加率 17％ 

2008 年度 クラブ（人数） 271 名  

エコ多摩 12 芸術創作部 夢追人 14 舞台屋本舗 4

園芸部 14 ユースホステル部 13 テニス部 10

華道部 26 留学生会 51 スキー部 22

喜多流能楽部 7 Rain Drop 13 チアーリーディング部 12

茶道部 18 IBM 20 ラクロス部 14

シェアリング部 10 Jammin'Sista Radio 11  
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2008 年度 サークル（人数） 46 名 

天文サークル 10 バスケットボール部 10 Shuttle☆Cock 9

Holy Melody 4 バレーボール 13  

 

（４）キリスト教活動 

本学の基本的教育理念が「聖書・園芸・国際」であることは周知の事実である。この三

本柱の上に恵泉が立っていることは、創立者河井道の揺るがぬ精神であった。一般的なキ

リスト教主義大学と同様、本学においてもキリスト教諸活動が展開されている。 

キリスト教活動は、宗教委員会が担当し、宗教委員会規程が定められている。宗教委員

会は、人文学部および人間社会学部の各学部から 2 名の委員を 2 年任期で選出することに

より構成される。一方の学部から宗教委員長、もう一方の学部から宗教副委員長を選出し、

それぞれの者がそれぞれの学部の運営委員会に出席することとなっている。また、キリス

ト教教育主任およびキリスト教音楽主任も構成メンバーである。このキリスト教活動を学

内外を問わず実現するためにキリスト教センターがあり、いわば情報発信源として機能し

ている。 

 キリスト教、つまり宗教を扱い論じるときには著しい注意が必要である。宗教とは眼に

見えないものを信ずることであり、現実の存在を超えたものの存在を確信することである。

形而上学的思考という人間の眼には見えにくいもの、可視化しにくいもの、つまりはデー

タ化しにくいものというハンディキャップを初めから負っているのが宗教を論ずるときの

特徴である。けれども以上挙げた宗教的特質を良い口実にして、あるいはこの特質を隠れ

蓑にして客観的記述を避けることは現代においては最早許されないことである。信教の自

由が保障されている現在の憲法下において、特定の宗教を旨とする本学はその社会的責任

を常に問い続けなければならない。見えざるものの可視化という難題である。 

 「真理はあなたたちを自由にする」（ヨハネ福音書 8：32）とあるように、人間は絶対の

真理を自らが獲得したと思ったその瞬間に、実は不自由・束縛という罠に陥ってしまう。

これは自ら信仰をもっていると自覚したものに対する聖書からの究極の警告である。本学

のキリスト教教育の最大の特徴は、どんな場合であれ「学問の自由」が常に保証されてい

るということである。学問研究においては決して一方的な偏見に満ちた判断が介入しては

ならないし、初めに結論ありきのような愚行を犯してはならない。キリスト教活動をその

任務とするキリスト教センターが掲げるべき第一の理念とは、以上述べた通りの、つまり

の閉鎖性の打破である。宗教委員長は、恵泉のキリスト教教育が自己満足的なものとなら

ないように、信仰が内向きなものとなりすぎて社会への関心を失わないように、多方面に

渡る気配りが肝要である。 

 さてキリスト教センターの第一の任務は、月曜日から金曜日（木曜日は多目的アワー）

までの午前 10：30～11：00 にチャペルで行われている礼拝の企画運営であろう。キリスト

教の伝統行事を常に意識し、イースター、収穫感謝祭、クリスマスの他に 5 月にキリスト

教強調週間、秋には創立者河井道を特別に思い起こすために河井道メモリアルウィークと
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して普段より 10 分間ほど長い礼拝を守っている。これは創立者の理念の再確認の場といえ

よう。通常の教会やキリスト教学校においては、礼拝でメッセージを語ることを奨励ある

いは説教と呼ぶ場合が多いが、本学では伝統的に感話、そして語る者を感話者と呼んでい

る。牧師職をもたないレイマン（一般信徒）であったキリスト者、河井道の残した伝統で

あろう、ここから本学の礼拝はクリスチャンとノンクリスチャンの別なく、誰でもが聖書

を読み、祈りを捧げるという開かれた礼拝が守られている。一般的なキリスト教主義学校

では礼拝担当者は基本的に教員に限られており、事務職員にも学生にも全く平等に開かれ

ていることは本学が誇れる最大の特徴であると自負している。日々の礼拝出席者数は 30～

40 名程度と、決して多いとはいえないかもしれないが、イースターやクリスマスなどの特

別礼拝においては 100 名を優に超える出席者数である。しかしその数だけに一喜一憂する

ことなく、礼拝時間を聖なる時間として意識し続けることが望まれる。 

 日々の礼拝の他に特筆すべきものとして、チャペルおよびキリスト教センターがストレ

スの多い現代の学生たちにとって、授業から解放される憩いの水際になっているという点

である。静まり返っているチャペルで一人黙想をしたり、キリスト教センタースタッフと

会話をしたり、心の時間を取り戻す場として機能している。チャペルは 9：00 から 18：00、

キリスト教センターは 9：30 から開かれている。センターを中心に行われている活動は多

岐に渡る。学生宗教部シャロンの会、昼休みの聖書研究会、夕方時折もたれるジョイフル

タイムなどはキリスト教教育主任の指導の下、近年活発化してきている。シャロンの会は、

毎夏行われるサマーキャンプやその他キリスト教行事の実行部隊である。現在は本大学に

統合された旧恵泉女学園短期大学は、毎年三月末にタイのパヤップ大学と共催でタイ国際

ワークキャンプを実施していた、この伝統を本学宗教委員会が引継ぎ 2010 年 3 月で 25 回

目を迎える。このワークキャンプの指導運営は主にキリスト教教育主任に負うところが大

きい。タイワーク参加者は平均で 25～30 名であるが、この中からアジアに眼を向ける学生

が育っており、本学の国際平和実現の理念の一環と言えよう。聖歌隊、ハンドベルクワイ

ア、オルガンレッスンなどはキリスト教音楽主任の指導の下キリスト教音楽活動の普及に

多大な文化貢献をしている。 

 

 

【点検・評価】 

 

到達目標はほぼ達成できている。小規模大学としての強みを生かし、きめ細かい学生対

応を行っている。通常の生活指導で対応可能な問題、課題に対しては早期に対応し具体的

なアドバイス、問題解決を図ることを実践しているため、開学から現在までの 20 年間、深

刻な事件・事故は生じていない。 

私費外国人留学生への奨学金制度は充実しているとして勉学に励む留学生からの評価

が高く､多くの留学生を受け入れることになっている。また、学部奨励研究費、恵泉会・同

窓会学習奨励費などを設け、学生の自発的な研究活動を支援していることは高く評価でき
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る。その反面、一般学生対象の給付型学内奨学金の受給人数が限定（1～2・3 名）されて

おり､一般学生への支援は弱い状況である。入学時の成績優秀者対象の入試特別スカラシッ

プはあるが、経済的困窮のため退学を考えざるを得ない状況にある在学生のための給付型

奨学金（または授業料減免制度、成績優秀者への特待制度等）がないことは、大きな課題

といえる。また、予約採用者の奨学金休廃止も問題点としてあげられる。日本学生支援機

構奨学金一種、二種の予約採用者が入学後に、学業不振、不登校、休・退学その他の問題

が生じ、奨学金の休廃止等の措置をとる場合、大学側にとって本人の家庭・家計状況が不

明なため対応・判断に時間を要する。 

健康な学生生活を送るための、健康管理室とカウンセリングルームによる心身の健康管

理に対する支援相談体制も充実しており、かなりの成果をあげていることが確認できる。 

障がい学生の受け入れ実績と支援体制の確立も高く評価できるが、解決すべき課題も残

されている。 

１．障がい学生支援小委員会が再スタートしたものの、役職上の責任者の対応にばらつ

きがあり、実質的な全学的修学支援体制への移行は、未だその途上にある。 

２．2007 年度初・中等教育における特別支援教育の義務化とその拡充により、今後「要

支援入学者」の一層の増加が予想される。 

３．視覚障がい学生のためのテキスト点訳は学外地域ボランティアへの外注である。高

度な点訳技能を持つボランティアの高齢化により、今後、従来の点訳レベルの維持が困難

となる。 

４．聴覚、その他の障がい（発達障がい等）への対応が不十分である。 

５．学内における支援学生（ノートテイクなど）の育成・指導への取り組みが未だなさ

れていない。 

  

学生の就職指導に対する組織的・体系的な取組については、2005 年度からのキャリア関

係科目群の設置と就職進路室の学生支援体制による相乗効果によって、到達目標は相当程

度に果たされている。しかし、リーマンショックによる景気後退の影響から学生を取り巻

く状況は厳しさを増している。就活期間の長期化による学生生活への負担増に関して、早

期に学生が内定を獲得できるよう、一方で就職進路の新規開拓に努めて求人企業数増を目

指し、一方で学生の就職支援活動を行う基本的活動の充実で事態の打開を目指す。特に本

学の理念である、聖書、国際、園芸の三分野はカリキュラム的にも充実しており、そうし

た本学の学びを生かした進路を開拓できればおのずと就職活動も充実するはずで、大学の

個性を生かした就職支援活動を課題としてゆきたい。 

さらに、追加で考慮すべきはデータ面の完備である。集計数字の面で捕捉しづらいが企

業への就職以外の進路選択をする学生の進路動向を掴み、卒業生進路を 100％完璧な形で

把握して、学生指導の指針としたい。なお卒業時の学生の進路状況が把握しづらいという

問題点を改善するため、進路動向の把握に従来のはがき等による問い合わせに加えて、イ

ンターネット等を活用することにより更に学生とのコミュニケーションを図る体制を現在
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構築中である。 

 

課外活動については、学生の自主自律を重んじるとともに学生生活への干渉・規制をで

きる限り排し、様々な場面で、「学生が自発的、自覚的に協力と責任を学ぶ」ことを奨励し

てきた。信和会規約に基づき自主的にクラブ・サークルの管理・運営がなされるとともに、

各種の課外活動（多目的アワー、学生評議会等）への参加も意欲的に行われて来たといえ

るが、2001 年度発行の『現状と課題－自己点検・自己評価 3－』には、「信和会活動はじめ

各種の課外活動に関わる参加人員の減少、参加学生の意欲の低下は事実である」と記され

ている。 

2008 年度現在もこの点においては同様である。学内においては、11 月初旬に信和会傘

下の実行委員会により開催される多摩フェスティバルに加え、2005 年度から毎年 5 月末、

大学主催によるスプリングフェスティバルを開催している。いずれも参加する学生達の熱

意・意欲は高いが、一般学生の参加が少なく参加学生の主体は、1、2 年生である。 

 この背景には、社会的・経済的な変化が学生達の生活とその行動に、影響を及ぼしてい

る可能性が考えられる。就職活動の早期化・競争の激化により、3 年次の段階で就職登録

カードの提出が必要となり、学生が心理的にも落ち着いて学生生活を送れない状況になっ

ている。 

 

 

【具体的な改善策】 

 

 学生がキャンパスに定着するためには、大学での学び、友人・教職員との交流、大学と

いう場自体の魅力が、学生自身のなかで実感されなければならない。そのためには授業を

中心に、学生生活をしっかりと支援することが、キャンパスで生き生きと学び活動する学

生を 1 人でも多く育てることに繋がる。 

かつては家庭・地域および初等・中等教育の段階で、学生が意識せず段階的に身につけ

てきた基本的な力（コミュニケーション能力等）をうまく身につけていない学生も多い。

人や社会との関りをつくるための力が育まれないまま、大学へ進学してきた学生に対して

は、教職員が学生と相対し見守りながら主要な場面で適切なアドバイス・指導を行うこと

が重要となる。 

 

2008 年度、2009 年初頭の社会・経済的状況の悪化は、奨学金受給者の急増などの結果

から学生の出身家庭の家計へもかなりの影響が及んでいると思われる。今後、入学者募集

にあたり多様な学内奨学金制度の有無も入学時の判断材料となると考えられるため、留学

生対象の奨学金制度とも比較しながら、全学的な視点に立ち一般学生対象の学内奨学金に

ついても公平性を保てるよう配慮してゆく。日本学生支援機構奨学金の採用動向を見極め

ながら、学生委員会で 2010 年度内に学内奨学金制度を再考する。 
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障がい学生の支援については、次のような改善方策に着手する。 

１．『障がい学生修学支援規定』を策定し、全学的、組織的な支援体制を整備する。 

２．今後の入学者の状況により、点訳体制の再編成については、4 年後、8 年後に向け

て中・長期的な視点に立ち、具体的対応策を準備する。 

・中期的方策案：現行の地域グループに加え、高度な点訳技能を持つグループ・個人と

の協力体制を組むことを前提とし、新たな点訳システムを整備する。 

・長期的方策案：ある程度の点訳技能者を学内点訳コーディネーターとして配置する。 

現存の視覚障害者高等教育支援団体（ネットワーク）とはかり、視覚障がい学生を受

け入れた首都圏大学が共同利用できる点訳システムの整備を要請していくなどが想定

される。 

３．大学のユニバーサル化、要支援学生の増加に向け、学内教職員を対象にＦＤ／Ｓ 

Ｄ研修を実施するとともに、支援学生を育成・指導し本学独自の修学支援体制をつくる。 

 信和会などの学生自治活動に対し、本学は学生の自主自律を重んじるとして、学生を取

り巻く環境の変化、学生の行動・意識の変化に対し、教育的配慮のないまま安易に放置し

てきた面もあるが、自治会の責任を担おうという意欲のある学生たちに対し、学生担当教

職員（学生・進路委員会、学生課）が連携して、組織運営、会計管理等の基本的スキルの

指導などを含め、今後意識して適切なアドバイスをしていく。 
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第 6 章 研究環境 

 

【到達目標】 

教員の研究活動を支援し、学術研究の進展を図るために、研究費、研究施設・設備、研

修機会を確保する。また研究活動を支援するシステム・体制を整備する。 

 

・教育活動に対応した基礎的な研究の進展を図る。 

・研究成果に対する客観的な評価のあり方を検討する。 

・研究を支える個人研究費、研究施設・設備、研修機会について検証し、適正化をはか

る。 

・研究所の研究活動を活性化させる。 

・研究体制を支援する組織の整備・充実を図る。 

・科学研究費補助金その他の競争的研究資金への応募件数を増加させ、研究の活性化を

図る。 

 

 

【現状の説明】 

 

第 1 項 研究活動 

 

・論文等研究成果の発表状況 

 

中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」（平成 17 年 1 月）の大学の機能分化

の言葉を借りれば、本学は「総合的な教養教育」を主たる役割とした大学として位置づけ

ることができる。教育・研究・社会貢献という高等教育機関に期待される役割の中では教

育に主眼を置く大学となる。しかし、そのことが、社会貢献や研究をないがしろにするも

のでないことは言うまでもない。大学の教育活動の根幹は真理に対する真摯な探求という

研究活動である。その基礎の上に教育と社会貢献が展開される。 

本学の研究活動を教員の論文等の発表状況で確認すると、大学基礎データ表 24・25 のと

おりである。研究活動の質は論文等の本数だけで評価できるものではないが、異なる諸分

野を含む本学の研究活動を総体として評価する場合、論文等の本数・学会発表件数は一つ

の指針となる。2002 年度から 2007 年度における専任教員による著書及び学術論文等の発表

状況は、著書が単著 24、共著 68、編書 2、学術論文が単著 142、共著 26、その他として翻

訳 21、報告書 68、辞典 17、学会における口頭発表については、単独 83、共同 37 となって

いたが、2004 年度から 2009 年度にかけては、著書が単著 37、共著 95、編書 6、学術論文

が単著 227、共著 36、その他として翻訳 25、報告書 15、辞典 8、学会における口頭発表に

ついては、単独 75、共同 28 となっている。対象教員数は前者が 69、後者は 71 である。 
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全体として研究成果の発表状況に変化はない。 

 

 

・国内外の学会での活動状況 

 

学会における口頭発表については、前述のとおり、単独 75、共同 28 である。ほぼすべて

の教員が複数の学会に所属しており、32％の教員が理事・評議員等学会での役割を担って

いる。また、2004 年度以降、本学が会場校として受け入れた学会・研究大会は以下のとお

りである。 

 

2004 年 11 月 6 日（土）        日本平和学会 2004 年度秋季研究集会 

2005 年 10 月 22 日（土）   大学における海外体験学習研究会研究大会 

2006 年 10 月 14 日（土）     日本アイリス・マードック学会 

2007 年 9 月 14 日（金）～15 日（土）  キリスト教史学会 

2009 年 6 月 13 日（土）～14 日（日）  日本平和学会 2009 年度春季研究集会 

2009 年 10 月 30 日（金）～31 日（土）  日本キリスト教文化学会 

 

 

・研究助成を得て行われる研究プログラムの展開状況 

 

大学独自の研究助成は 3 研究所による研究助成として実施されている。いずれの研究助

成も応募資格として研究代表者が専任教職員であることが求められている。原則として 1

年間の助成である。 

平和文化研究所が 1997 年に設立され、園芸文化研究所が 2003 年に設立されるまでは唯

一の研究助成であったため、平和文化研究所の助成はほぼすべての分野を対象としている。

これに対して、後発の園芸文化研究所、キリスト教文化研究所はより助成分野を絞ってい

る。 

 

研究助成の種別 テ ー マ 助成額上限 その他 

平和文化研究所 

共同研究ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

 

平和・文化に関する学際的共同研究 

 

50 万円 

 

園芸文化研究所 

  一般研究 

   

共同研究ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

 

園芸文化研究所の研究としてふさわ

しいもの 

 

15 万円 

 

30 万円 

一般研究は共同研

究実施のための予

備調査を兼ねる。 
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キリスト教文化研究所 

  一般研究 

共同研究ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

 

キリスト教文化に関するもの 

 

30 万円 

 

 

2006 年度以降の研究助成は以下のとおりである。 

①平和文化研究所 

＜2006 年度＞ 

１）谷本寿男 教授 （人間社会学部） 

  研究テ－マ：多摩地域の活性化に向けた大学と地域住民組織との協働可能性に 

     関する基礎研究 

共同研究員：山本悦子、定松文、篠田真理子、松村正治、澤登早苗、漆畑智靖、

荒又美陽、斉藤百合子 

  助 成 額：40 万円 

 ２）荒井英子 助教授 （人間社会学部） 

  研究テ－マ：占領と性 

  共同研究員：早川紀代、平井和子、井岡学、加納実紀代、牧律、奥田暁子、 

     清水さつき、棚沢直子 

  助 成 額：43 万円 

 ３）李 省 展 教授 （人文学部） 

  研究テ－マ：戦争の〈記憶〉とナショナリズム   

共同研究員：内海愛子、上村英明、姜信子、駒込武、齊藤小百合、篠崎美生子、

内藤寿子、李泳采 

  助 成 額：40 万円 

 ４）稲本万里子 助教授 （人文学部） 

  研究テ－マ：『源氏物語』の絵画化に関する調査研究 

        ―スペンサ－・コレクションを中心に 

  共同研究員：木村朗子 

  助 成 額：42 万円 

 ５）松村正治 専任講師 （人間社会学部） 

  研究テ－マ：戦後八重山における人とモノの移動 

  共同研究員：内海愛子、上村英明、村井吉敬、増田昭子、鳥山淳 

  助 成 額：43 万円 

 ６）池上英洋 助教授 （人文学部） 

  研究テ－マ：日本におけるイタリア学、イタリアにおける日本学 

  共同研究員：Alessandro Guidi、辻茂 

  助 成 額：42 万円 
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    ＜2007 年度＞ 

    １）荒井英子 准教授 （人間社会学部） 

研究テ－マ：ハンセン病問題の過去・現在・未来 

共同研究員：浜崎眞実、森元美代治、熊谷美雪、小尾幸由礼、佐々木麻衣、 

           寺岡久美子 

助 成 額：23 万円 

    ２）池上英洋 准教授 （人文学部） 

研究テ－マ：日本とイタリアの学生間交流と相互理解。その実践と報告 

共同研究員：Alessandro Guidi、宮下千佐子、森田学 

助 成 額：22 万円 

    ３）篠田真理子 准教授 （人間社会学部） 

研究テ－マ：多摩地域の活性化に向けた大学と地域住民組織との協働システム

の構築 

共同研究員：山本悦子、谷本寿男、澤登早苗、定松文、松村正治、漆畑智靖、

荒又美陽、斉藤百合子、岩佐玲子 

助 成 額：25 万円 

    ４）松村正治 専任講師 （人間社会学部） 

研究テ－マ：近代八重山における人とモノの移動 

共同研究員：内海愛子、上村英明、村井吉敬、増田昭子、鳥山淳 

助 成 額：25 万円 

    ５）斉藤百合子 助手 （人間社会学部） 

研究テ－マ：タイ北部山地民族の人身売買防止と被害者支援に関する調査研究 

共同研究員：米田眞澄、伊能さくら、波多真友子 

助 成 額：25 万円 

  ６）堀芳枝 准教授 （人間社会学部） 

研究テ－マ：タイにおける住民参加型学習の指導者養成プログラムと学習マニ

ュアルの開発プロジェクト 

共同研究員：押山正紀、田中治彦、Dusit Duangsa、Prayat Catuponpitakkul 

助 成 額：25 万円 

 ７）山田昌裕 准教授 （人文学部） 

研究テ－マ：「日本語能力Ⅰ」のオリジナルテキスト作成に関する基礎的研究 

共同研究員：武田知子、鈴木浩、鈴木順子、倉田靜佳、杉本雅子、田中麻美 

助 成 額：25 万円          

 ８）武田知子 専任講師 （人文学部） 

研究テ－マ：アカデミック・ジャパニ－ズの育成を目指した恵泉留学生日本語

コ－ス・デザイン 

共同研究員：吉岡珠江、徳田有紀子、長松谷有紀 
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助 成 額：25 万円  

    ９）篠崎美生子 准教授 （人文学部） 

研究テ－マ：戦争と平和の博物館――記録と展示と語りの模索 

共同研究員：池田恵理子、安田和也、渡辺美奈、鈴木さわ子 

助 成 額：25 万円 

 １０）秋元美晴 教授 （人文学部） 

研究テ－マ：コ－パスに基づく複合動詞の研究およびその日本語教育への応用 

共同研究員：武田明子、押尾和美 

助 成 額：30 万円 

 

＜2008 年度＞ 

１）大橋正明 教授 （人間社会学部） 

研究テ－マ：開発ＮＧＯのアジアにおける南々交流の意義と可能性： 

タイとバングラデシュの場合 

共同研究員：Dusit Duangsa、Prayad Jatupornpitakkul、Abu Based、押山正紀 

助 成 額：40 万円 

２）荒又美陽 講師 （人間社会学部） 

研究テ－マ：多摩地域の活性化活動を通じた大学と地域住民組織の間の情報基

盤の確立 

共同研究員：谷本寿男、澤登早苗、篠田真理子、斉藤小百合、定松文、 

松村正治、漆畑智靖、斉藤百合子 

助 成 額：30 万円 

 ３）稲本万里子 教授 （人文学部） 

研究テ－マ：『源氏物語』の絵画化に関する調査研究 

           －メトロポリタン美術館を中心に－ 

共同研究員：小倉絵里子 

助 成 額：30 万円 

    ４）篠崎美生子 准教授 （人文学部） 

研究テ－マ：戦争と平和の博物館－記録と展示と語りの模索－ 

共同研究員：池田恵理子、安田和也、渡辺美奈、鈴木さわ子 

助 成 額：40 万円 

    ５）山田昌裕 准教授 （人文学部） 

研究テ－マ：日本文化の学び 

           －日本語力をのばすための「日本語能力Ⅰ」テキスト作成－ 

     共同研究員：武田知子、倉田静佳、杉本雅子、鈴木順子、鈴木浩、高梨美穂、 

竹内直也、竹田晃子、田中麻美、又平恵美子 

助 成 額：30 万円 
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６）堀芳枝 准教授 （人間社会学部） 

研究テ－マ：恵泉における平和研究入門の成果の検証と今後の可能性 

共同研究員：上村英明、高橋清貴、楊志輝、李泳采 

助 成 額：10 万円 

７）片倉芳雄 准教授 （人間社会学部） 

研究テ－マ：コーヒー栽培零細農家への有機農法の展開に関する基礎研究 

共同研究員：谷本寿男、澤登早苗、廣田耕作 

助 成 額：30 万円 

８）武田知子 特任専任講師 （人文学部） 

研究テ－マ：恵泉に在籍する留学生へのテキスト試案作成 

共同研究員：末田美香子、徳田有紀子、長松谷有紀、吉岡珠江、藤田惠 

助 成 額：40 万円 

 

②園芸文化研究所 

＜2006 年度＞ 

１）新妻昭夫 教授 （人間社会学部） 

研究テーマ：19 世紀英国における園芸文化の大衆化の研究（継続 2年目） 

共同研究員：榎本真理子、高濱俊幸 

助 成 額：30 万円 

    ２）森村洋子 教授 （人間社会学部） 

研究テーマ：大学病院における園芸活動を基盤としたコミュニティの形成 

     共同研究員：森山倭文子、塩川光一郎、川口真理子 

     助 成 額：30 万円 

    ３）谷本寿男 教授 （人間社会学部） 

      研究テーマ：コーヒーチェリーの有機肥料化に関する基礎研究 

      共同研究員：片倉芳雄、澤登早苗、桑原大輔 

      助 成 額：30 万円 

    ４）本多洋子 助教授 （人間社会学部） 

      研究テーマ：恵泉の花卉装飾の歴史をたどる Ⅱ（継続 2年目） 

      助 成 額：15 万円 

 

＜2007 年度＞重点テーマ「園芸教育と地域貢献に関わる研究エリアのテーマ」 

    １）片倉芳雄 教授 （人間社会学部） 

研究テーマ：コーヒーチェリー堆肥による勇気農法の農家への展開に関する基

礎研究 

     共同研究員：谷本寿夫、澤登早苗、桑原大輔 

     助 成 額：30 万円 
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２）大橋正明 教授 （人間社会学部） 

研究テーマ：植物と人々：南アジアの園芸に関わる諸カースト巡り 

     共同研究員：なし 

     助 成 額：15 万円 

    ３）新妻昭夫 教授 （人間社会学部） 

研究テーマ：英国 19 世紀後半における都市型家庭園芸のはじまり 

      －シャーリーヒバード（園芸ジャーナリスト）を事例として 

     共同研究員：なし 

     助 成 額：15 万円 

    ４）松村正治 講師 （人間社会学部） 

研究テーマ：伝統的農業の復活を通した自然共生型島づくり 

      －西表島と対馬の比較環境社会学－ 

     共同研究員：なし 

     助 成 額：15 万円 

    ５）澤登早苗 准教授 （人間社会学部） 

研究テーマ：園芸ボランティア育成講座のあり方についての基礎研究 

      －多摩市鶴牧商店街と東大阪市の事例に学ぶ 

     共同研究員：山浩美 

     助 成 額：15 万円 

    ６）本多洋子 准教授 （人間社会学部） 

研究テーマ：恵泉の花卉装飾の歴史をたどるⅢ： 

恵泉の花卉装飾カリキュラムを検証する 

     共同研究員：なし 

     助 成 額：13 万円 

 

＜2008 年度＞重点テーマ「園芸教育と地域貢献に関わる研究エリアのテーマ」 

    １）西村吾郎 教授 （人文学部） 

研究テーマ：恵泉の園芸教育の歴史をたどる－基礎資料の蒐集と分析 

     共同研究員：土屋正子 

     助 成 額：5万円 

２）澤登早苗 准教授（人間社会学部） 

研究テーマ：多摩市における園芸ボランティアの育成を成功に導くための基礎

研究 

     共同研究員：山浩美 

     助 成 額：20 万円 

３）大橋正明 教授 （人間社会学部） 

研究テーマ：植物と人々：南アジアの園芸に関わる諸カースト巡り 
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     共同研究員：なし 

     助 成 額：15 万円 

    ４）新妻昭夫 教授 （人間社会学部） 

研究テーマ：ロビンソン「ワイルド・ガーデン」の研究 

――「半栽培」の視点から  

     共同研究員：なし 

     助 成 額：15 万円 

    ５）樋口幸男 准教授 （人間社会学部） 

研究テーマ：ムギワラギクの花色固定化に関する研究  

     共同研究員：本多洋子 

     助 成 額：5万円 

 

 ③キリスト教文化研究所（2007 年度より助成開始） 

＜2007 年度＞ 

１）荒井栄子 准教授（人間社会学部） 

 研究テーマ：熱河伝道と長城のホロコースト 

 共同研究員：なし 

 助 成 額：40 万円 

 ２）川島堅二 教授 （人間社会学部） 

  研究テ－マ：宗教被害の調査研究 

  共同研究員：宇野緑、佐藤彰子、山田宮代 

  助 成 額：30 万円 

 

＜2008 年度＞ 

１）池上英洋 准教授 （人文学部） 

  研究テ－マ：イタリアの教会内部天井画の資料収集と整理 

  共同研究員：なし 

  助 成 額：40 万円 

 ２）川島堅二 教授 （人間社会学部） 

  研究テ－マ：宗教被害の調査研究 

  共同研究員：宇野緑、佐藤彰子、坂巻久美子 

  助 成 額：30 万円 

 ３）関本恵美子 専任講師 （人文学部） 

  研究テ－マ：恵泉女学園の賛美集編纂にかかわる研究 

  共同研究員：本山早苗、土屋昌子、渡辺玲子 

  助 成 額：30 万円 
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第 2 項 教育研究組織単位間の研究上の連携 

 

・附置研究所を設置している場合、当該研究所と大学・大学院との関係 

 

研究所は「聖書」「国際」「園芸」という本学教育研究の三本柱に対応する形で開設され

ており、学部・大学院・研究所は一体として学内では認識されている。研究所は、所長と

運営委員によって運営されており、いずれも本学の専任教員が学部教授会の議を経て、学

長により委嘱され、兼務で担当している。また、大学院も学部の専任教員が兼務しており、

人的な面でも学部・研究所・大学院は一体であると言える。 

 いずれの研究所も専任教員の研究員を置くことができるが、現在研究員として研究所に

所属する教員はいない。 

 研究助成は前述のとおり、各研究所の目的に適合する形で行われているが、専任教員で

あればいずれの研究所にも申請が可能であり、研究助成面でも大学として一体的に運用さ

れている。 

 大学院は年 1 回シンポジウムを開催しているが、小規模な研究科であるため、研究所が

共催の形をとり、人的・資金的な援助を行っている。 

 

 

第 3 項 経常的な研究条件の整備 

 

・個人研究費、研究旅費の額の適切性 

 

専任教員の個人研究費は研究旅費を含め、一律年額 40 万円が年度始めに支給される。特

任教員は年額 25 万円である。「恵泉女学園大学個人研究費取扱規程」に基づき運用されて

いる（表 29）。また、各学部単位に配分されている学部研究費は年額 500 万円が予算措置さ

れている。個人研究費を超える高額の研究図書、学部で共通して利用する図書などの購入

のほか、学部長の承認により調査研究、学会発表時などの旅費として使用が認められてい

る。他に、恵泉女学園職員国内外研修規程による研修の場合 60 万円を限度に旅費が支給さ

れる。（表 30） 

更に、専任教員が研究成果を学術研究書として出版する場合あるいは教材用図書を出版

する場合「恵泉女学園大学出版助成内規」により 50 万円を限度に助成が行われる。（これ

は後述する平和文化研究所による出版助成とは異なるものである。）出版助成制度は 1999

年より運用されており、助成を受けるためには、出版計画書及び出版社による見積書を提

出し、審査委員会における審査を経て、教授会の承認が必要である。 

 2004 年度からの出版助成は以下のとおり。 

＜2004 年度＞ 
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     澤登早苗『教育農場の四季』 

(有)コモンズ 2005 年 4 月 25 日 

     川島堅二『生の弁証法 シュライアーマッハーの思想構造の研究』 

(株)本の風景社 2005 年 5 月 30 日 

    李省展 『アメリカ宣教師と朝鮮の近代－植民地朝鮮におけるミッションスク

ールの葛藤－』 

(株)社会評論社 2006 年 1 月 20 日 

   ＜2005 年度＞ 

      堀芳枝 『内発的民主主義への一考察』 

(株)国際書院 2005 年 4 月 20 日 

      坂井誠 『自由主義はどこへ行く-英米の経済と政治からの再考』  

(株)彩流社 2006 年 3 月 31 日 

   ＜2006 年度＞ 該当なし 

   ＜2007 年度＞ 

      坂井誠 『現代アメリカの経済政策と格差』 

(株)日本評論社 2007 年 5 月 20 日 

   ＜2008 年度＞ 該当なし 

 

 

・教員個室等の教員研究室の整備状況 

 

専任教員には原則として個人研究室が確保されている（表 35）。研究室の標準的広さは人

文学部 18 ㎡（最小 15 ㎡）、人間社会学部 22 ㎡（最小 15 ㎡、最大 32 ㎡）である。他に、

各学部に一つずつの学部研究室が確保されている（75 ㎡・101 ㎡）。個人研究室の設備とし

ては、教員用事務机、椅子、書架 4本、電話、パソコン、プリンター、打合せ用テーブル、

椅子 6 客が配備されている。各研究室は学内ネットワークに接続しており、これを通して

インターネット利用が可能である。またサーバー上にフォルダ（2ＧＢ）が用意されている。 

 学部ごとに設けている学部研究室には複数台のパソコン、プリンター、ファックス、コ

ピー機、印刷機、書架を配備するとともに、授業準備などの補助スタッフを配備している。 

 

 

・教員の研究時間を確保させる方途の適切性 

 

本学は学生に幅広い教養を提供することを主体とする教育型の大学であるが、1988 年の

開学以来教員の活発な研究活動が学生の教育を支えるものと認識し、教員の研究時間の確

保についてはできる限りの配慮をし、時間割作成時に授業を週 3 日にまとめるように工夫

して、土曜・日曜以外に週 2日の研究日を確保できるようにしていることである。 
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・研究活動に必要な研修機会確保のための方策の適切性 

 

専任教員の研究活動に必要な研修機会については、「恵泉女学園職員国内外研修規程」及

び「恵泉女学園大学教員の研修休暇についての申し合わせ」に基づき、3年以上の勤務実績

を有する専任教員を対象として、原則、各学部から 2 名の研修を認めており、教育研究上

における支障の有無などについて、学科会で協議の上、候補者を絞り、運営委員会、教授

会の議を経て、理事会で承認を得ることにより、最長 1 年間の研修が認められる。2006 年

度から 2008 年度にかけての研修は以下のとおりである。 

 

     ＜2006 年度＞ 

      吉馴明子、秋学期、東京女子大学・明治学院大学、植村正久とイギリス 

      Ken Fujioka、秋学期～2007 年度春学期、UC Davis、日系アメリカ人の研究 

      高濱俊幸、春学期、横浜国立大学、18 世紀共和主義思想の研究 

      坂井誠、春秋学期、専修大学経済学部、日米バブル経済の比較研究 

      新妻昭夫、春学期、英国王立園芸協会、英国ガーデニング文化の歴史と現状 

      大日向雅美、秋学期、港区子育てひろば「あいぽーと」、地域の育児力向上 

～人材養育とネットワーク形成について～ 

   小林幹夫、春秋学期、東京農工大学大学院、ブルーベリーの生産開発に関する研究 

   本多洋子、秋学期～2007 年度春学期、イギリス他、ヨーロッパにおける教会装飾 

並びに行事の花 

 

  ＜2007 年度＞ 

   梅澤ふみ子、春秋学期、東京大学史料編纂所、日本近世における女性と宗教 

   榎本眞理子、秋学期～2008 年春学期、学習院大学、現代イギリス女性作家 

（Iris Murdoch 他を中心に） 

   杉山恵子、秋学期～2008 年春学期、ニューヨーク州フォーダム大学、 

                      看護・社会福祉からみるアメリカ 

   Da Silva、秋学期～2008 年春学期、University of Western、 

                 オーストラリア教育における教育心理学の考察 

   山崎正氣、秋学期、日本大学生物資源科学部、 

              バングラディッシュにおける園芸と畜産開発に関する研究 

 

  ＜2008 年度＞ 

   秋元美晴、春秋学期、国立国語研究所、コーパスに基づく語彙研究 

   川戸れい子、春学期、ドイツ Bocham 市・ラトビア共和国リガ市・立教大学大学院、 
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              Th.Mann 作品における“fremd”なるものについて 

   齋藤謁、春秋学期、社会福祉法人 児童養護施設 救世軍機恵子寮等、 

              子供の虐待被害による心身への影響とその概念整理および

被害児への対応における新たな方法の試みについて 

   宮内泰之、秋学期～2009 年春学期、エクセター大学・千葉大学園芸学部、 

              庭園植栽の復元的研究と遺存植物体（植物化石）の 

分析手法の検討 

 

 

・共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性 

 

共同研究費は前述のとおり 3 研究所による研究助成によって確保されている。これは各

研究所の「研究所規程」｢研究所運営規定｣に基づき、「研究プロジェクト募集要項」により

具体的条件が定められている。研究目的は前述のとおり、平和文化研究所「平和・文化に

関する学際的な共同研究」、園芸文化研究所「園芸文化に関する研究」キリスト教文化研究

所「キリスト教文化に関する研究」と定められており、研究代表者は専任教職員であるこ

と、研究期間は 1年間、研究成果の報告が義務付けられている。 

 

 

第 4 項 競争的な研究環境創出のための措置 

 

・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況 

 

科学研究費補助金等競争的資金への申請及び採択状況は表 33 のとおりであり、2006 年度

の 10 件をピークに減少傾向にある。逆に分担金の配分を受ける研究分担者としての科学研

究費補助金の交付は、2006 年度 2 件、2007 年度 3 件、2008 年度 10 件と増加している。他

に、日本私立学校振興・共済事業団による学術研究振興資金への申請を 2007・2008 年度と

1件ずつ行っているが、採択には至っていない。 

上記 2 件の申請は、大学としての機関申請で教育研究支援室が申請業務と採択後の資金

管理を行っている。 

 民間研究助成団体の助成金についての情報は教育研究支援室から全専任教員にメールで

案内が行われ、ポスターや募集要項は講師控室に掲示保管される。これらの団体への申請

は教員の個人申請となり、採択後の資金管理も教員個人が行っている。そのため、申請数・

採択数は把握していないが、これまでに、トヨタ財団、財団法人放送文化基金、財団法人

文教協会などへの申請が行われ、採択されている。 
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第 5 項 倫理面からの研究条件の整備 

 

・研究倫理を支えるためのシステムの整備状況とその適切性 

 

2007 年 2 月の「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」の決定を受

けて 2008 年度に「恵泉女学園大学公的研究費取扱規程」「恵泉女学園大学研究活動上の不

正行為の防止に関する規程」「恵泉女学園大学公的研究費経理事務取扱細則」「恵泉女学園

大学における研究活動にかかる行動規範」を定め、これに則って、研究活動及び研究資金

の管理を行っている。 

 

 

【点検・評価】 

 

研究活動が低下傾向にあることに関しては改善の努力が必要である。この原因として考

えられるのは、 

①2005 年度からの 2学部体制による教員の負担増 

②園芸短期大学の廃止・大学への統合にともなう研究環境の変化 

③多様化する学生に対する教育的負担の増大 

④学生募集等学内業務の増大 

などである。 

 

 

【具体的な改善策】 

 

2005 年度からの 2 学部化に伴い、委員会等の各学部委員の定数が増加し、学内業務の負

担が増えたことは事実である。これを改善するために、ＦＤ研修会等では多くの教員から、

教授会・学内各委員会の合同化が求められている。2010 年度内に大学評議会・各学部教授

会で検討する必要がある。 

 研究業績と教育業績、社会貢献の比率については、研究分野、教員の個性によって異な

って当然であるが、その総合体として教員の活動は評価されることになる。教員の業績評

価についてはＦＤ委員会が検討対象としており、これを督促する。 

業績の極端に少ない教員については、学長・学部長・学科主任が個別面接や周囲への聞

き取り調査等で状況を確認し、必要な支援を検討することとする。 
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第 7 章 社会貢献 

 

【到達目標】 

恵泉女学園の使命である「神と人とに仕え、自然を慈しみ、世界に心を開き、平和の実

現のために貢献できる女性を育成すること」を通して社会に貢献する。この目的を実現

するための教育研究を行い、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。 

 

・スプリングフェスティバル、恵泉デー・多摩フェスティバルなどの機会を通して、教

育研究活動の成果を地域に積極的に公開する。 

・本学の特色を活かした公開講座を体系的に開講し、市民の生涯学習に対応する。 

・履修証明制度に対応した社会人教育プログラムを開発・展開する。 

・国際シンポジウムの開催等による研究者の交流と研究成果の公開を図る。 

・施設・設備の社会への開放のあり方について検討し、施設開放制度を整備する。 

・企業等との連携の可能性・あり方について検討し、規定等の整備を図る。 

・教職員の社会活動への参加を積極的に支援し、大学の業務として正当に評価する。 

 

 

【現状の説明】 

 

第 1 項 社会への貢献 

 

・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 

 

本学は 1988 年の創立以来、社会に開かれた大学としての機能を積極的に果たしてきた｡

2004 年度以降の活動を概観すると以下のとおりである｡ 

① 社会人入学制度、科目等履修生制度、履修証明制度による大学授業等の公開 

② 公開講座、シンポジウム等による自由な学習機会の提供 

③ コミュニティ・サービス・ラーニングによる学生の地域への派遣 

④ 地域との連携 

⑤ 国や地方自治体等の審議会等への教員の派遣による協力 

⑥ 大学の施設・設備の社会への開放 

 

①については、社会人入学試験制度を利用して学んだ社会人は、2005 年度から 2009 年

度において 7 名、科目等履修生制度利用者は 15 名である。また、2008 年度からは社会人

を対象とした小学校英語活動指導者養成講座を開始し、2008 年度 18 名、2009 年度 17 名が

参加している。この小学校英語指導者養成講座の修了者に対しては大学の授業科目等の特
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別受講を認め、2009 年度より履修証明制度による英語活動指導者養成課程を開設し、すで

に 2 名が履修証明を得ている。 

②については、平和文化研究所・園芸文化研究所・キリスト教文化研究所の 3 研究所が

それぞれの特質を生かした講座を開講し、2006 年度から 2008 年度の 3 年間で 263 講座延

べ受講生数 24,437 名となっている（表 10）。また、シンポジウムは大学院研究科主催に

よるもの 3 件、特色ＧＰプログラムによるもの 3 件、計 6 件を開催し、大学の研究成果、

国際的な研究状況などを市民および他大学の研究者等に公開してきた。また、大学が主催

する学園祭（スプリングフェスティバル）や学生主催の学園祭（多摩フェスティバル）で

は、学園の教育研究活動を学生・地域に積極的に公開し、理解を深めるために、教育の基

本理念である「聖書」「国際」「園芸」にかかわる講演会・展示・ワークショップなどを

多数開催し、一日あたり 2,000 名程度の入場者を集めている。 

 ③学生の地域への派遣による社会貢献については、すでに教育方法の中で述べたとおり

であるが、コミュニティ・サービス・ラーニングを 2005 年度より人間社会学部の授業科目

としてカリキュラムに取り入れ、学生を地域に派遣し、自らの学習成果を地域に還元しつ

つ地域から学び直すことを行い、4 年間で 71 名を派遣している。 

④については、大学の位置する多摩市、隣接する稲城市、町田市のそれぞれと相互協力

協定を結び、教職員・学生の派遣、市立学校教員の研修会の実施、本学の特色を生かした

園芸活動などを実施している。2007 年度から教職課程履修者を中心として組織されている

恵泉言語活動研究会は、地域の小学校や福祉施設を訪問し、学習支援や読み聞かせなどの

活動を行っている。詳細については後述する。 

 ⑤国や地方公共団体の審議会、公益団体や地域団体等の委員会への委員派遣については、

この 3 年間で 35 名 122 件を派遣して、大学として積極的な寄与を行っている。詳細は後述

する。 

⑥大学の施設・設備の社会への開放については、女子大学という特殊性（安全確保の重

要性）や東京郊外（立地の不便さ）、小規模大学（限定された施設・設備）などの理由か

ら、地域の公益性の強い団体からの要請に応じる程度の開放にとどまっていたが、2007 年

度に隣接する旧都立南野高校の校舎・敷地を購入したことから、2009 年度よりグラウンド

の定期的な貸し出しを少年野球チームに開始し、青少年の健全育成に貢献している。 

 

 これらの社会貢献活動を効率的・効果的に進めるために、2001 年 4 月に教育研究支援セ

ンターを設置し、地域社会との連携のための連絡調整を行っている。 

 

 

・公開講座の開設状況とこれへの市民の参加状況 

 

2006 年度から 2008 年度にかけての公開講座年間開設数と参加者数は下表（および表 10）

のとおりである。 

 165 



第 7章 社会貢献.doc 

年間 100 弱の講座を開設し、9,000 名を超える受講者が参加している。恵泉園芸短期大

学を統合した 2005 年度以降、園芸関連科目を中心に開設講座数・受講者数ともに増加傾向

にある。 

本学の公開講座は単発の講演会とは異なり、原則として 3 回から 10 回程度の講義（あ

るいは実習）で成り立つ講座であり、大学の授業に質・量ともに相当するものも多い。受

講料は 1 回当たり 1,500 円（園芸文化研究所講座は 2,000 円）である。講師は原則として

本学教員、名誉教授、非常勤講師が担当している。園芸文化研究所の開設する講座や趣味

的な講座では、本学園の恵泉女学園短期大学園芸生活学科の卒業生や外部の専門家を講師

として招聘する場合もある。2008 年度の講座収入は 18,942 千円、支出は 20,578 千円であ

る。講座の募集人数は講座ごとに決められるが、受講希望者が 5 名に満たない場合は開講

していない。 

年間開設公開講座・参加者数（2006 年度から 2008 年度） 

  年間開設講座数（Ａ） 参加者（延べ数）（Ｂ） 

平和文化 2006 年度 2007 年度 2008 年度 2006 年度 2007 年度 2008 年度 

春期 24 15 15 2,705 1,913 1,718

秋期 23 18 18 2,124 1,638 1,989

計 47 33 33 4,829 3,551 3,707

園芸文化 2006 年度 2007 年度 2008 年度 2006 年度 2007 年度 2008 年度 

春期 21 20 25 1,643 1,469 2,520

秋期 16 16 18 903 1,256 1,528

計 37 36 43 2,546 2,725 4,048

キリスト教文化 2006 年度 2007 年度 2008 年度 2006 年度 2007 年度 2008 年度 

春期 － 8 9 － 847 662

秋期 － 9 8 － 795 727

計 － 17 17 － 1,642 1,389

総  計 84 86 93 7,375 7,918 9,144

 

参考までに 2008 年度春の講座名を挙げると以下のとおりである。本学の教育理念「聖

書」「国際」「園芸」に対応した特色のある講座が 3 つの研究所から提供されている。園

芸文化研究所・キリスト教文化研究所設置前は平和文化研究所が公開講座を開設しており、

キリスト教文化研究所・園芸文化研究所主催以外の講座はすべて平和文化研究所主催とな

り、人文科学系全般にわたる幅広い内容となっている。 

特別講座は春に開催されたスプリングフェスティバルの際に公開される受講料無料の

特別講座であり、本学の理念を地域住民に理解してもらうことを目的としている。また、

園芸文化研究所主催講座は実技・実習的な要素が強く、学外の施設見学などの研修旅行も

実施されている。 
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  平和文化研究所主催   

  分類名 講座名 担当教員名 

1 現す 楊式太極拳 6 水谷孝 

2 現す 
構えず自然な声で合唱を楽しみましょう〜やさしいヴォ

イストレーニングを通して 
渡辺玲子 

3 現す 謡・仕舞入門 大 定 

4 言葉を知る 楽しく学ぶフランス語旅行会話 加藤晴久 

5 言葉を知る ゼロから始める中国語 谷川雄一郎 

6 言葉を知る 韓国語会話 金恵信 

7 読む 
映画を通して、英語で学ぶ愛と別れの物語：『カサブラン

カ』と『Ｅ・Ｔ』 
鎌田紘子 

8 読む 『人間の大地』をフランス語で読む 加藤晴久 

9 読む 英語で読む Daisy Miller  藤野早苗 

10 読む 『源氏物語』を読み解く 立石和弘 

11 読む シェイクスピア演劇の魅力 本橋哲也 

12 読む 「敗戦」時の文学―明日の歴史に向けて読む― 島田昭男 

13 現代を知る 報道が戦争を作る 武田徹 

14 現代を知る 司法「改革」とメディア 山口正紀 

15 現代を知る 音楽の宝庫－ラテン・アメリカ 福田大治 

16 現代を知る 沖縄の歴史と文化 佐藤壮広 

17 現代を知る 現代世界史への旅 5：平和を実現するために働いた人々 石井摩耶子 

 

  

 

キリスト教文化研究所主催 

1 キリスト教を知る バッハ 5 講その 8 杉山好 

2 キリスト教を知る キリスト教図像学入門 －イエスの原風景― 石原綱成 

3 キリスト教を知る 『新約聖書の女性観』を読む 荒井献 

4 キリスト教を知る 芸術の傑作を生んだ聖書の信仰思想 牧内勝 

5 キリスト教を知る 歴史の中の科学技術とキリスト教 古谷圭一 

6 キリスト教を知る チャペルで弾くパイプオルガンⅣ春期<ﾋﾞｷﾞﾅｰｸﾗｽ> 関本恵美子 

7 キリスト教を知る チャペルで弾くパイプオルガンⅣ春期<ｱﾄﾞｳﾞｧﾝｽﾄｸﾗｽ> 関本恵美子 

8 キリスト教を知る パイプオルガンの魅力を探る 関本恵美子 

9 キリスト教を知る キリスト教と文学 柴崎聰 

10 キリスト教を知る ヘブライ語聖書に親しむ－実践的聖書ヘブライ語入門－ 高柳富夫 

11 特別講座 映画会『白バラの祈り』 共催キリスト文化研究所 

 167 



第 7章 社会貢献.doc 

  園芸文化研究所主催   

1 園芸入門 花の栽培－初心者からのステップアップ 村上睦朗 

2 園芸入門 ガーデナー入門 香山三紀 

3 園芸入門 花壇植物を知る楽しみ 西村悟郎 

4 園芸入門 身近な樹木に親しむ 宮内泰之 

5 育てて楽しむ タネから育てる花壇づくり 山浩美 

6 育てて楽しむ バラを育てて楽しむ 野村和子 

7 育てて楽しむ ハーブの楽しみ 小泉美智子 

8 育てて楽しむ 有機園芸サポーター養成講座 初級 澤登早苗 

9 育てて楽しむ 花壇ボランティア育成講座 入門編 山浩美 

10 育てて楽しむ 果樹栽培の基本技術 小林幹夫 

11 愛でる ガーデナー入門 中級編 香山三紀 

12 愛でる 春の窓辺を彩り豊かに 山根景子他 

13 愛でる 花のある暮らし－イギリスのお庭からアイディアを－ 本多洋子 

14 愛でる 
ヨーロッパの名窯を知る－ヨーロッパ諸国の磁器の歴史

と鑑賞、実習（磁器上絵付） 
小松千恵子 

15 愛でる ボタニカルアート入門 角田葉子 

16 愛でる 花に親しみ花を撮る おちあい眞智子 

17 愛でる 多摩の自然と植物をみつめる 宮内泰之 

18 愛でる 野村先生と英国の旅--薔薇の香りに誘われて-- 土屋昌子 

19 作って食べる 家庭菜園教室 藤田智 

20 作って食べる 日本野菜紀行－春編－ 藤田智 

21 作って食べる 大地からの食と健康－朝食を楽しく、健やかに－ 森村洋子 

22 特別講座 親子で寄せ植えを楽しみましょう 浅岡みどり 

23 特別講座 講演会「センス・オブ・ワンダー：明日を担う人たちへ」 共催園芸文化研究所 

24 特別講座 エコ布草履つくり 共催園芸文化研究所 

25 特別講座 安達とう子先生のデモンストレーション 共催園芸文化研究所 

26 研修旅行 浜名湖ガーデンパーク・モネの庭見学 香山三紀 

27 研修旅行 恵泉蓼科ガーデン一泊研修旅行 香山三紀 

28 研修旅行 野村和子先生と行くイングリッシュガーデン紀行 野村和子・新妻昭夫 

 

 

・教育研究の成果の社会への還元状況 

 

教育研究成果の社会への還元手段は以下の 4 つが主たるものである。 

① 公開講座や講演会・シンポジウム 
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② 学生教職員によるボランティア活動・地域連携活動 

③ 紀要、研究所報告、出版助成による研究成果の公刊および研究業績紹介 

④ 新たな社会的ニーズに対応した社会人向け講座・履修証明制度 

 

 ①公開講座や講演会・シンポジウム 

前述の公開講座のほかに、毎年大学院主催のシンポジウムが開催されている。また、特

色ＧＰに採択された取り組みの一環としてのシンポジウムも開催され、広く一般に公開さ

れている。2006 年度以降の活動は以下のとおり。 

大学院主催（再掲） 

2006 年 11 月 4 日 

テーマ：「アジアにおける多文化共生と平和のための市民社会の役割」 

講師：モヒゥディン・アフマッド／ルバート・アレホ ／クンダ・ディクシット／ 

マリア・ハルティニンシ ／イ・シジェ（李 時 載）／澤井 啓一／大橋 正明 

2007 年 11 月 10 日 

テーマ：「いのちの文化」を考える－日本・韓国の現状から未来へ－ 

講師：鄭 弘 燮／木村 利人／齋藤 小百合／笹尾 典代／澤井 啓一／崔 光 準 

2008 年 11 月 8 日 

テーマ：「アジアにおける民主化と宗教」 

講師：曺 喜 昖 ／A.ソブール／D.ウサ／川島 堅二／浜田 空／大橋 正明 

2009 年 11 月 7 日（土）（公開のシンポジウムとして実施） 

「日本語学習者はどうやって語彙を学ぶのか？ 

－語彙教育・語彙学習について考える－」 

講師：柏崎雅世／滝沢直宏／土井みつる／佐々木倫子／日本語学習経験者（4名） 

 

特色ＧＰによる開催 

2007 年 11 月 11 日 

テーマ：「海外体験学習における受け入れ側のインパクト」 

講師：ドゥシット・ドゥアンサー／スマリー・ワナラット／アブー・バセッド／ 

白石 文子／和栗 百恵 

2009 年 2 月 14 日 

テーマ：「持続可能な環境と社会を目指して」－食農教育・環境教育のあり方を考える－  

講師：大江 正章／Brendan Hoare／Antonio Compagnoni／日鷹 一雅／澤登 早苗 

2009 年 5 月 16 日 

テーマ：「持続可能な環境と社会を目指して－アグロエコロジーの可能性を問う」 

講師：Stephen R. Gliessman/Roberta M. Jaffe/村本 穣司/澤登 早苗/谷本 寿男 

 

 ②学生教職員によるボランティア活動・地域連携活動 
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2005 年度より稲城市教育委員会と、2006 年度より多摩市と、さらに 2008 年より町田市

と相互協力協定を結び、地域の諸活動への教職員の派遣を行っている。 

2007 年度から始まった恵泉地域言語活動研究会の活動（教職課程履修者を中心に、4～6

名ずつのチームを編成して、地域の小学校や福祉施設を訪問し、学習支援や読み聞かせ、

わらべ歌、手遊び等の言語活動を通して、子どもたちや地域の方々と心の交流を図る場を

企画、実行することを目的とする。参加者は年間約 30 名）は本学の教員が指導する課外活

動としてボランタリーに展開されており、後述する小学校英語活動指導者養成講座の受講

生とともに、小学校外国語活動の必修化に対応して、地域の小学校での学習支援や英語活

動支援を行っている。また、稲城市・多摩市の市立学校教員に対しての夏期研修（小学校

外国語活動・英語ブラッシュアップ等）も実施している。 

また、多摩市のアダプト制度による駅前花壇の制作・管理、東京都「東京グリーン・キ

ャンパス・プログラム」による多摩市東寺方での緑地保全活動、稲城市立若葉台小学校で

のフラワーポット制作支援などは本学の特色を生かした、教職員・学生による活動として

地域から高い評価を受けている。 

他に、多摩センター地区連絡協議会（多摩センター駅前の企業・団体・住民組織による

協議会）には、従前より個別の活動ごとに後援団体になり、協力してきたが、2009 年度よ

りは賛助会員として地域活性化のための諸活動に参加協力を行っている。 

 

 ③紀要、研究所報告、出版助成による研究成果の公刊および研究業績紹介 

 本学が研究成果を社会に還元するために作成している出版物は『恵泉女学園大学紀要

(ISSN 1881-2554)』『恵泉女学園大学園芸文化研究所報告 園芸文化』『恵泉アカデミア

(ISSN 1882-5052)』の 3 種がある。 

 『紀要』は教員の研究成果を発表する学術雑誌であり、毎年 1 号ずつ発行している。『園

芸文化』は園芸文化研究所の活動報告であるが、研究所の助成研究の報告や園芸を文化的

側面から分析した小論などを掲載し、研究者以外の園芸に関心を持つ一般の方々にも受け

入れやすい報告となっている。本報告はＣｉＮｉｉ（国立情報学研究所論文情報ナビゲー

タ[サイニィ]）を通してインターネット上でも公開されている。『恵泉アカデミア』は教

職員と学生・卒業生で構成する恵泉女学園大学社会・人文学会の機関誌であり、学生の優

秀卒業論文・修士論文、総会での記念講演、非常勤教員を含めた教員、卒業生からの寄稿

が掲載される。これも毎年 1 号ずつ発行されている。 

平和文化研究所は出版助成制度を設けており、2004 年以降、公開講座や助成研究の成果

をシリーズ「平和をつくる」等として公刊している。出版物は以下のとおり。 

 

シリーズ平和をつくる 1 

『いま、聖書をよむ－ジェンダーによる偏見と原理主義の克服をめざして』高柳富著

（日本基督教団 中野桃園教会牧師） 定価 1,800 円＋税、Ａ5 判並製・180 頁、2004

年 12 月 20 日発行、梨の木舎  助成額 921,900 円 
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シリーズ平和をつくる 2 

『9・11 以後のアメリカ政治と宗教』蓮見博昭著 元時事通信ニューヨーク特派員・

恵泉女学園大学名誉教授 定価 1,800 円＋税、Ａ5 判並製・192 頁、2004 年 10 月 20

日発行、梨の木舎  助成額 1,110,900 円 

 

シリーズ平和をつくる 3 

『平和の種をはこぶ風になれ－ノーマ・フィールドさんとシカゴで話す』ノーマ・フ

ィールド＆内海愛子著 定価 2,200 円＋税、Ａ5 判並製・264 頁、2007 年 3 月 30 日発

行、梨の木舎  助成額 １,000,000 円 

 

シリーズ平和をつくる 4 

『オバマのアメリカはどこへ行く』蓮見博昭著 元時事通信ニューヨーク特派員・恵

泉女学園大学名誉教授 定価 1,800 円＋税、Ａ5 判並製・171 頁、2009 年 6 月 20 日発

行、梨の木舎  助成額 1,000,000 円 

 

『占領と性－政策・実態・表象』 恵泉女学園大学平和文化研究所編 奥田暁子・早川紀

代・平井和子・出岡学・荒井英子・牧律・加納実紀代著 定価 3000 円＋税、Ａ5 判上製・ 

274 頁、2007 年 5 月 30 日発行、インパクト出版社  助成額 968,940 円 

 

 さらに、教員の研究業績については本学ウェブ・サイトの学部・学科の教員紹介を通し

て（http://www.keisen.ac.jp/faculty/）すべて情報を公開している。 

 

④新たな社会的ニーズに対応した社会人向け講座・履修証明制度 

 本学は2008年度に「社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラム」に「発音を学び

直し、読み聞かせと合唱を通して表現力を高める、英語指導者養成講座」という事業を申

請した。残念ながら採択はされなかったが、幸い、私立大学等経常費補助金の特別補助新

規学習ニーズ対応プログラム支援に採択され、この内容を大学の社会貢献活動「小学校英

語活動指導者養成講座」として実施している。概要は以下のとおり。 

 

この講座は、現職教員と保護者を含む地域住民を対象に、英語の発音と表現力に優れた

英語活動指導者養成を目的として、発音訓練、読み聞かせ訓練、合唱訓練、授業実践から

なる発音矯正と指導力向上のためのプログラムを実施する。具体的には、腹式呼吸や発声

器官の訓練によって発音の基礎と矯正方法を習得し、読み聞かせ訓練によって自然なイン

トネーションと表現力を獲得する。同時に、合唱によって発音定着と音の識別力を向上さ

せ、小学校での授業実習で実践力を養う。隔週の金曜日夜と土曜日を用い、半年間に1回2

時間×30回=計60時間の講座である｡この講座は②で紹介した学生たちの言語教育活動と同

種の活動で、授業実践や活動発表会などは合同で行われ、相互に協力し合いながら活動し

ている。 

2008年度の参加者は多摩市・稲城市の現職教員や教育活動指導職員などを中心に20名が

参加した。2009年度は八王子市の現職教員が多く、17名が受講中である。 

 また、この講座の修了者に対しては、本学の英語コミュニケーション学科の専門科目の
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児童英語関連の科目4科目等を公開して、合わせて120時間の児童英語指導者養成講座とし、

履修証明制度に基づくプログラムとした。2008年度小学校英語活動指導者養成講座修了者

のうち5名が履修証明プログラムの受講を開始している。 

 

 

・国や地方自治体等の政策形成への寄与の状況 

 

 国や地方自治体等の審議会委員等への就任に当たっては、個々の教員の内諾の上、大学

に依頼が届くことが一般的である。この場合、授業・校務に支障がない限り、大学はこれ

を承認している。また、大学に直接委員派遣の依頼が届いた場合は、学長・学部長が協議

し、専門分野・負担を考慮して候補を推薦して派遣している。 

 2006 年度以降の公的活動への寄与は以下のとおりである。 

 

2006 年度以降の公的活動への貢献 

氏  名 活動団体 役   割 期   間 

学長    

大学セミナー・ハウス 評議員 2006.6.1～2010.5.31 

日本弁護士連合会綱紀審査会 委員 2007.4.1～2009.3.31 

国立身体障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 運営委員 2007.4.1～2009.3.31 

国際長寿センター 理事 2007.4.1～2009.3.31 

日本生命倫理学会 会長 2008.11～2011.11 

日本私立大学連盟 学長会議理事会委員 2009.4.1～2011.3.31 

木村 利人 

日本赤十字社血液事業審議会 委員 2009.4.1～2011.3.31 

人文学部 

日本語日本文化学科    

日本語能力試験実施委員会 

「試験小委員会」主査 
2003.2.1～2010.2.14 

秋元 美晴 国際交流基金日本国際教育支援協会 
日本語能力試験改善に関する 

検討会委員 
2005.5.1～2010.3.31 

 多摩市国際交流ｾﾝﾀｰ 理事 2007.4.1～2009.3.31 

福本 修 (財)小寺記念精神分析研究財団 教育研修委員 2005.4.1～2008.3.31 

日系研修員対象プレースメント

テスト作成員 

2006.7～2006.8      

2007.7～2007.8 武田 知子 (財)海外日系人協会 

日本語講師 2007.1～2010.3.31 

(財)日本産業デザイン振興会 GOOD DESIGN 賞審査委員 2004.6.1～2010.3.31 武田 徹 

東京都立富士高等学校連絡協議会 委員 2005.4.1～現在 
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放送倫理番組向上機構 放送と人権委員会委員 2006.4.1～2011.3.31  

内閣府 
「身近な場における安全安心」

シンポジウム委員 
2006.11～2006.12 

梅澤 ふみ子 文部科学省（文化庁） 文化審議会専門委員 2009.3.1～2010.2.28 

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科    

網野 ゆき子 (財)多摩都市交通施設公社 評議員 2007.4.1～2009.3.31 

R.Ken Fujioka (財)MRA ハウス 評議員 2009.4.1～2010.3.31 

社会福祉法人 啓光福祉会(啓光学園) 理事 2006.10.1～2010.10.1 

東京都立多摩養護学校 

学校運営連絡協議会 
協議委員 2007.4.1～2008.3.31 

社会福祉法人 純心会(こころ保育園) 理事 2008.2.22～2010.2.22 

岩佐 玲子 

多摩市 教育委員 2009.6.14～2013.6.13 

阿川 敏恵 (財)日本英語検定協会 
実用英語技能検定面接委員 

（1 級） 
2006.7～現在 

文化学科      

李 省 展 社会福祉法人 青丘社 評議員  

財団「二紀会」 文部科学大臣賞選考委員  
池上 英洋 

世界遺産検定 地域監修（イタリア） 2008.9.1～現在 

高濱 俊幸 都立永山高等学校 学校運営連絡協議会委員 2009.4.1～2010.3.31 

人間社会学部 

国際社会学科   

(独)国際観光振興機構 通訳案内Ⅰ試験委員 2005.4～2010.3.31 

荒又 美陽 
新都市センター開発株式会社 

いきいきわくわく夢プラン 

選考委員会 
2006.4～20010.3.31 

(社)韓国ユネスコ順天支社 海外理事 2006.3.1～2008.2.28 

(社)韓国ユネスコ無形文化遺産 

パンソリ振興会 
海外理事、調査員 2006.3.1～2008.2.28 李 泳 采 

韓国順天市ユネスコ委員会 海外理事 2009.4.1～2010.3.31 

川島 堅二 東京都多摩市 国民健康保険運営協議会委員 2007.4.1～2011.6.30 

川戸 れい子 (財)東京基督教女子青年会 財団監事 2007.5.14～2010.5.13 

(特活)ｱｰﾕｽ仏教国際協力ﾈｯﾄﾜｰｸ 理事 1993.4～現在 

代表理事 1993.6～2007.6 (特活)シャプラニール 

(市民による海外協力の会) 理事 1993.6～現在 

大橋 正明 

 

 

 サマンバヤの会 副代表 1994.1～現在 
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アジアリーダーシップフェロープログ

ラム（ALFP、国際交流基金＆国際文化会

館共催） 

顧問委員 2000.1～現在 

町田市教育委員会まちだ市民大学 

市民国際学 
企画委員 2000.4～現在 

(財)自治体国際化協会 自治体国際協力ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 2001.5～現在 

神奈川県｢かながわ民際協力基金｣ 審査委員会委員 2002.6～現在 

理事 2003.6～現在 

副理事長 2005.6～2007.6 (特活)国際協力 NGO ｾﾝﾀｰ(JANIC) 

理事長 2007.6～現在 

評議員 2003.7～現在 
(特活)日本 NPO ｾﾝﾀｰ 

副代表理事 2008.11～現在 

国際協力銀行(JBIC) 大学院生論文ｺﾝﾃｽﾄ審査委員長 2004.3～現在 

(特活)ほっとけない世界のまずしさ 理事 2006.9～現在 

社会福祉法人ｺﾒｯﾄ 監事 2007.2～2011.2 

任意団体「2008G8 ｻﾐｯﾄ NGO ﾌｫｰﾗﾑ」 副代表 2007.2～2007.9 

南ｱｼﾞｱﾌｭｰﾁｬｰﾌｫｰﾗﾑ（国際交流基金＆ 

早稲田奉仕園共催） 
運営委員会委員長 2007.4～2008.1 

任意団体地雷廃絶日本ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(JCBL) 世話人 2007.10～現在 

(財)環境再生保全機構「地球環境基金」 運営委員 2008.4～2010.3 

NGO・外務省定期協議会 連携推進委員会 NGO 側座長 2008.6～現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(財)早稲田奉仕園 理事 2008.7～現在 

定松 文 多摩市国際交流センター 理事 2009.4.1～2011.3.31 

東京都三鷹市 情報公開・個人情報審査会委員 2004.12.17～2011.1.24 
齋藤 小百合 

東京都多摩市 情報公開・個人情報審査会委員 2005.7.1～2009.6.30   

国際協力銀行 円借款評価有識者委員会委員 2006.4.1～2008.3.31 

高橋 清貴 
(独)国際協力機構 

新 JICA 環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに係る 

有識者委員会委員 
2009.4.1～2009.12.31 

多摩市 廃棄物減量等推進審議会委員長 2007.3.1～2009.2.28 

谷本 寿男 
浦安市 

シニア世代地域活動モデル事業

推進検討委員会委員 
2007.4.26～2008.3.31 

(財)アイヌ文化振興研究推進機構 アイヌ文化アドバイザー 1998.6～現在 

会長 2007.4～2009.3 
川崎市かわさき人権啓発推進協議会 

(第 5 期)委員・会長 2009.4.1～2011.3.31 
上村 英明 

国際人権－平和監視委員会 国際委員 2008.5～現在 
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 The Chitlagong Hill Tracts Commission

(ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ) 

漆畑 智靖 多摩市永山公民館、関戸公民館 
地域ふれあいﾌｫｰﾗﾑ TAMA 

実行委員会委員 
2007.4～2010.3.31 

人間環境学科    

農産物ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化協議会・会長 2005.4.1～2010.3.31 
秦野市 

地産地消推進委員会 2009.4.1～2010.3.31 

武蔵野市 農学ふれあい公園農学塾講師 2007.4.1～2008.3.31 

秋田県 
秋田産業サポーター会議 

(サポーター) 
2007.4.1～2008.3.31 

(財)大学基準協会 短期大学評価委員 2008.5.1～2009.3.31 

藤田 智 

NPO 法人 武蔵野農学ふれあい村 理事 2009.4.1～2010.3.31 

片倉 芳雄 伊勢原市 伊勢原市環境対策審議会委員 2005.10.27～2007.10.26 

(特活)よこはま里山研究所 理事長 2004.2～現在 
松村 正治 

神奈川県ボランタリー活動推進基金 幹事会委員 委嘱日～2010.3.31 

神奈川県 
いせはら塔の山緑地公園整備 

委員会 アドバイザー委員 
  

宮内 泰之 

小田原市 
史跡小田原城址調査・ 

整備委員会委員 
  

多摩市 みどりの審議会委員 2005.12.20～2007.12.19 
新妻 昭夫 

町田市 花壇コンクール審査員 2009.4.1～2010.3.31 

(独)医療福祉機構 基金事業審査・評価委員会委員 2003.6.1～2010.3.31 

こども未来財団 
児童環境づくり等総合調査研究

審査委員 
2003.9.1～現在 

NPO 法人あい・ぽーとステーション 代表理事 2003.9.16～現在 

(財)女性労働協会 理事 2003.10.1～2010.3.31 

放送倫理・番組向上機構(BPO) 
放送と青少年に関する委員会 

委員 
2004.4.1～2008.3.31 

(財)連合生活開発研究所 評議員 2004.10.1～現在 

千代田区 次世代育成支援推進会議会長 2005.4.1～2008.3.31 

NPO 法人ブックスタート 理事 2005.6.30～2009.6.30 

(独)国立女性教育会館 運営委員 委員 2005.8.1～2009.7.31 

日本赤ちゃん学会 理事 2006.11.24～現在 

大日向 雅美 

読売新聞大阪本社 
子育て応援団大賞 表彰事業 

運営・選考委員 
2006.12.1～2010.3.31 
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住友生命 

創業 100 周年記念事業 

「未来を築く子育てﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」

実行委員会委員 

2007.3.26～2010.3.31 

横浜市 経営諮問会議 委員 2007.4.1～2010.3.31 

大田区 基本構想審議会委員 2007.7.30～2008.3.31 

子育て支援総合計画推進協議会 

会長 
2007.9.1～2009.8.31 

浦安市 

賢人会議 委員 2007.11.30～2010.3.31 

中央教育審議会臨時委員 2005.7.15～2009.1.31 

放課後子どもプラン推進委員会 

委員長 
2007.5.8～2010.3.31 

社会人の学び直しﾆｰｽﾞ対応教育

推進ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ部会専門委員 
2007.6.8～現在 

中央教育審議会 委員 2009.4.1～2011.3.31 

中央教育審議会初等中等教育 

部会 委員 
2009.4.1～2011.3.31 

文部科学省 

中央教育審議会生涯学習分科会 

分科会長 
2009.4.3～2011.3.31 

総合科学技術会議 生命倫理 

専門調査会 委員 
2006.11.21～2010.10.31 

内閣府 「子どもと家族を応援する日

本」重点戦略検討会議点検･ 

評価部会委員 

2007.3.7～2007.10.27 

社会保障審議会 委員 2007.1.2～現在 

社会保障審議会児童部会  

部会長 
2007.1.29～現在 

厚生労働省 

社会保障審議会少子化対策 

特別部会 部会長 
2007.12.25～現在 

 

経済産業省 企業の CSR に関する委員会委員 2007.8.1～現在 

樋口 幸男 稲城市立若葉台小学校 ガーデニング講習会 

2007.11.13 

2008.11.11・18 

2009.11.10・17 

(財)日本臨床心理士会 
子育て支援委員会委員 

(福祉部門) 
2003.4.1～2008.3.31 

栃木県 児童虐待専門委員 2007.4.1～2008.3.31 
齋藤 謁 

児童養護施設救世軍機恵子寮 心理療法担当職員 2009.4.1～2010.3.31 
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技術協力ｺﾝﾃﾝﾂ「小規模農民ｸﾞﾙ

ｰﾌﾟ支援のための有機農業技術

普及」に係る有識者委員会委員 

2006～現在 

国際協力機構 ｴｼﾞﾌﾟﾄ国砂漠開拓地農民農業生

産技術向上ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研修指導調

査(日本－ｲｽﾗｴﾙ援助協調案件)

に係る国内支援委員会委員 

2006～現在 

教育ﾌｧｰﾑ推進研究会研究員 2007.5.10～現在 
農林水産省 

政策評価委員会委員 2009.2.16～2011.2.15 

山梨県教育委員会 県立日川高等学校評議員 2007.4.1～2010.3.31 

NPO 日本有機農業研究会 理事  

NPO 全国有機農業協議会 理事  

NPO 全国有機農業技術会議 理事  

NPO ｱｲﾌｫｰﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ 監事  

澤登 早苗 

山形有機農業連絡会議 監事  

篠田 真理子 多摩市 総合計画審議会委員 2009.5～2010.4 

園芸特別特任教員   

澤田 みどり NPO 日本園芸療法研修会 代表理事 2009.4.1～現在 

体験学習主任   

日ﾀｲ移住女性ﾈｯﾄﾜｰｸ（本部：ﾀｲ国ﾁｪﾝﾗｲ

市)任意団体 
運営委員 2003.4.1～現在 

人身売買禁止ﾈｯﾄﾜｰｸ（本部：東京都） 

任意団体 
運営委員 2005.4.1～現在 

斉藤 百合子 

多摩市永山公民館 食育セミナー企画運営委員 2006.4.1～2010.3.31 

 

 

・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効性 

 

大学の施設・設備の社会への開放については、女子大学という特殊性（安全確保の重要

性）や東京郊外（立地の不便さ）、小規模大学（限定された施設・設備）などの理由から、

地域の公益性の強い団体からの要請に応じる程度の開放にとどまっていることは前述のと

おりである。そのような状況のなかで、年間延べ 9,000 名を超える公開講座受講生に対し

ては図書館の利用（閲覧）を認めて受講者への便宜を図っている。 

 チャペルには2002年3月にオランダのライル兄弟オルガン製作所のパイプオルガンが設

置された、これを期にランチタイムコンサートは現在 23 回を数え、チャペルコンサートも

21 回を数えている。その他にも聖歌隊やハンドベルコンサートは定期的に行われている。
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教職課程履修者の介護等体験の場として本学学生を受け入れていただいた多摩桜の丘学園

の学園生と教職員および保護者を招待したオルガンとハンドベルのコンサートは2008年7

月以降継続的に行われている。チャペル建立、オルガン設置以来、地域に開かれた環境作

りをキリスト教センターの一つの目標としてきたが、ここに一定の目に見える成果が上が

ってきたといえる。キリスト教文化研究所の公開講座としてのオルガンレッスン参加者、

また定期的に行われるコンサート来場者の多くは地元多摩地区の住民である。他の一般大

学では成し得ない恵泉独自の情報発信源として、チャペルを基盤とした様々なキリスト教

音楽活動を今後も継続する。 

2007 年度に購入したキャンパスに隣接した旧都立南野高校の校舎・敷地については現在

その利用法を学園・大学で検討・協議している。なお、修繕等の必要がないグラウンドに

ついては、2009 年度より定期的な貸し出しを開始した。現在、稲城市からの要請をうけて

桑田真澄氏の主宰する少年野球チームに貸し出しを行い、青少年の健全育成に貢献してい

る。 

 なお、校舎の利用については、一部教室の整備を行い、公開講座での利用を開始したと

ころである。 

 

 

第 2 項 企業等との連携 

 

・企業と連携して社会人向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

育プログラムの内容とその運用の適切性 

・寄附講座、寄附研究部門の開設状況 

・大学と大学以外の社会的組織体との教育研究上の連携策 

・企業等との共同研究、受託研究の規模・体制・推進の状況 

・特許・技術移転を促進する体制の整備・推進状況 

・「産学連携に伴う利害関係の衝突」に備えた産学連携にかかるルールの明確化の状況 

・発明取扱い規程、著作権規程等、知的資産に関わる権利規程の明文化の状況 

 

人文科学系教養教育型の大学であること、大学・学部・学科の目的・使命が「真理と平

和を愛し、国際的な視野に立って文化の進展と社会の福祉に貢献する有為な助成の育成」

にあることから、企業等との連携には大学としてもまた企業も積極的ではない。 

このような中で、人間社会学部のインドネシア短期フィールドスタディで訪問したトラ

ジャのコーヒー農園で廃棄物となっていたコーヒーチェリーの有機肥料化について、学生

を引率した人間社会学部のＯＤＡ論担当教員が橋渡しとなって、キーコーヒーと本学の園

芸系教員による研究が園芸文化研究所の助成を受けて行われ、その成果をもとにコーヒー

チェリーの有機肥料化と廃棄物の減少が進んでいることは特筆すべきことといえる。 

他に、企業との連携としては、2009 年度より始まった野村證券町田支店による企業講座
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があげられる。これはキャリアデザイン科目群に含まれる企業実践講座の一科目である。

野村證券町田支店のスタッフが毎週の講義を担当し、証券市場の経済における役割を講義

するものである。また、多摩地域の大学・産業・行政が構成員となっている社団法人学術・

産業・地域ネットワーク多摩を通して朝日新聞社・日本経済新聞社・読売新聞社による企

業講座が単位互換制度を利用して開設しており、本学でも企業実践講座の一科目としてこ

れに参加している。 

 

かつて恵泉女学園園芸短期大学では実験用圃場、実験室、実験施設・設備が最低限度整

っていたので企業からの受託研究が行われていた。しかし、園芸短期大学を閉じて大学に

教職員が異動してからは、施設・設備等が整っていないため、受託研究は行われていない。 

また、受託研究等を受け入れるための規定等の整備も不十分である。 

 

 

【点検・評価】 

 

到達目標はほぼ達成できている。特に学園の使命を実現するための教育を行い、その成

果を社会に提供するという「教育と社会貢献の連携」の実践は評価に値する。 

 

社会との文化交流等を目的とした教育システムは、大学の規模からすれば積極的に整備

され、工夫されているといえる。特に学園祭などにおける教育研究内容の積極的な公開や

充実した公開講座の開設は地域住民の足を大学へ向け、地域の文化活動のひとつの中心と

なっている。公開講座の内容が学園の理念「聖書」「国際」「園芸」に対応するものであ

ることも、本学の特色を現しており、評価できる。 

教育研究成果の社会への還元状況については、特色ＧＰによる支援もあり、毎年複数回

の国際シンポジウムを開催できていること、本学の教育研究の特色を発揮した内容である

ことも評価できる。また、自治体や地元団体との連携による諸活動も活発に行われており

評価できる。とりわけ、特色ＧＰや学生推進Ｐに採択された 3 課題はいずれも、本学の教

育の特色を生かしながら、それを地域への活動に展開・発展させた活動となっており、教

育の中に社会貢献の観点を取り入れて活動を展開している点は高く評価できる。 

国や地方自治体等の政策形成への寄与に関しても、専任教員の半数がそれぞれの専門分

野を中心に国や地方自治体等の審議会委員として参加している。本学が国や地方自治体等

の求めに積極的に対応している結果といえる。人間社会学部教員の場合、ＮＧＯ等の非政

府組織にかかわり、市民の視点から政策形成への寄与を行っている例も多い。これは人間

社会学部の「現代社会に生ずる社会的、また国際的な諸問題を的確に認識するための基礎

的な知識と応用能力とともに、主体的に変化に対応し得る広い視野、総合的な判断力、実

践的に問題を分析し、解決する能力を備えた人材の養成を目指すことにより、世界平和と

地域社会・国際社会への貢献を果たす」という教育研究上の理念・目的と合致しており、
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評価できる。 

企業との連携については、トラジャにおけるキーコーヒー社との共同研究は本学及び学

部・学科の使命・目的と合致していること、教育が研究に展開したことから高く評価でき

る。また、大半の学生が一般企業に就職する現状において、企業実践講座はキャリアデザ

イン科目として有効であり、企業負担による授業が開講されていることは本学学生に対す

る大きな期待の現われと言えよう。 

 

他方、問題点としては以下の点があげられる。 

・教員の社会貢献に対する評価システムが十分ではないこと 

公開講座の場合は手当てが加算支給されるが、その他の活動については相手先か

らの謝金の支払いがある場合を除き、無給である。また、教員の昇任システムなど

の中にも社会貢献についての視点は含まれていない。 

 ・活動の裏づけとなる資金の確保 

学校教育法の改正により、社会貢献が大学の責務として定められてはいるものの、

帰属収入の 75%を学生納付金に頼っている中で、どのようにして社会貢献にかかる

資金を捻出するか、学生･保証人に対して説明のできる根拠と成果が必要になる。 

公開講座については受講者の固定化が進み、新規受講者が増加しない傾向がある。

また、1 回あたりの受講者数は減少傾向にあり、収支バランスはよいとは言えない。 

企業による連携講座も、一企業に長期にわたる負担を強いることは難しいことで

あり、新たな提供先を探す努力や総合科目化して負担を軽減する方法などを検討す

る必要があろう。 

受託研究については、施設・設備の問題もあり、急速に増やすことは難しいが、

規程の整備を行い、受け入れ体制を整える必要がある。 

 ・施設・設備の公開の遅れ 

小規模女子大であり､規模や安全管理上の問題から施設設備についての公開はあ

まり進んでいない。隣接する旧南野高校キャンパスの利用について早急に検討を進

める必要がある。 

 

 

【具体的な改善策】 

 

教員評価のあり方についてはＦＤ委員会を中心に 2008 年度より検討を開始したところ

であり、この中で社会貢献の扱いについても議論を行い、2010 年度中に具体案をまとめる。 

 専任教員や卒業生の実務家を講師として擁する園芸関係講座については、複数の講座を

組み合わせて体系化を図り、履修証明制度へ展開することが大学の講座としての責務であ

ろう。すでに園芸文化研究所で 2010 年度からの導入を目指して検討を開始している。また、

2009 年秋には園芸文化研究所公開講座企画会議を設置して、短期大学園芸生活学科卒業生
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を同窓会代表として加え、開設講座の企画立案を行い、充実を図る。 

 資金面においては補助金の動向を見極めながら適切な申請を行うことが必要である。教

育研究支援センターを中心に事務局全体でチームをつくり補助金申請業務に当たるととも

に、外部資金獲得のノウハウを蓄積する。また、企業との連携についても、教育研究支援

センターを中心に地元企業や行政と情報交換を行い、産業界や地域のニーズを積極的に学

内に伝え、規程の整備を進めながら、連携の機会を探る。 

旧南野高校校舎・敷地の利用計画策定については、2009 年度内に基本方針に関する学

園・大学間での協議を開始し、利用計画を策定する。 
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第 8 章 教員組織 

 

【到達目標】 

・教育研究目的を達成するために優れた人材を専任教員として確保する。 

・そのために教員の募集・任免・昇格に関しては、基準と手続きを明確にして、適正な

審査委員会を設置し、厳正な審査を行う。 

・各学部・学科の専任教員 1人あたりの学生数を適正化する。 

・教員組織内における年齢構成およびジェンダーバランスについては、現在の良好な状

態を維持するように努める。 

・各学科の教育内容の構成にしたがって、専門分野ごとの教員配置を適正化する。 

 

 

【現状の説明】 

 

（１）学部等の教員組織 

 

第 1 項 教員組織 

 

・学部・学科等の理念・目的並びに教育課程の種類・性格、学生数との関係における当該

学部の教員組織の適切性 

 

 本学は 2学部 5学科、2研究科で構成され、収容定員は 1,720 名である。専任教員は人文

学部に教授 18 名（うち特任 1 名）、准教授 10 名（うち特任 1 名）、講師 4 名（うち特任 3

名）、助教 2名（うち特任 1名）、計 34 名（うち特任 6名）と助手 1名、人間社会学部に教

授 13 名、准教授 14 名（うち特任 3名）、講師 4名、助教 3名（うち特任 1名）、計 35 名（う

ち特任 4名）である。専任教員 1人当たりの在籍学生数は人文学部 28.5 名、人間社会学部

27.1 名である。 

 人文学部の学科ごとの専任教員数は、日本語日本文化学科 10 名（教授 5、准教授 4、講

師 1）、英語コミュニケーション学科 13 名（教授 6、准教授 3、講師 2、助教 2）、文化学科

9名（教授 6、准教授 3）であり、人間社会学部の学科ごとの専任教員数は国際社会学科 16

名（教授 9、准教授 4、講師 2、助教１）、人間環境学科 15 名（教授 4、准教授 9、講師 2）

である。学科ごとの専任教員 1人当たりの在籍学生数は日本語日本文化学科 32.1 名、英語

コミュニケーション学科 26.2 名、文化学科 30.0 名、国際社会学科 31.7 名、人間環境学科

27.7 名である。（表 19、19-2） 

 英語コミュニケーション学科には教養教育の英語担当教員が、人間環境学科にも教養教

育の生活園芸担当の教員が含まれることから、両学科の教員 1 人当たりの在籍学生数は低

くなっている。 
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 各学部学科の専任教員数は大学設置基準を十分上回っており、私学の人文系、社会科学

系の学部の専任教員 1人当たりの在籍学生数としては比較的低い人数となっている。 

 

 

・大学設置基準第 12 条との関係における専任教員の位置づけの適切性（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） 

 

学校法人恵泉女学園就業規則第 22 条（4）「学園長の承認を得ないで、本学園における職

務以外の職務を兼ねてはならない」と定められており、教員は基本的にこの規則に従い、

本学での教育研究に専念している。原則として週 3 日 6 コマの授業担当とし、学内の委員

会業務を分担して担当する。研究日は週 2日である。 

ただし、本学のような小規模大学の場合、専任教員のみで大学の授業すべてを担当する

ことは不可能であり、非常勤を依頼するために、逆に他大学への非常勤としての勤務を依

頼されることも出てくる。また、教養教育系の本学では本来の専門領域で教える機会をも

てない教員がより専門性の高い他大学の学部・研究科で専門科目を教授する機会を持つこ

とは、教員の研究成果の還元という点で意味のある活動である。このような観点から本学

では専任教員の他大学等への出講を以下の条件で認めている。 

① 本学での 1週間の責任担当コマ数 6コマの半分である 3コマを上限とする。 

② 学長への申請とその承認を必要とする。 

③ 教授会に報告して確認を行う。 

実態としては 2008 年度 34 名の教員が 53 コマの非常勤を学長の承認を得て行っている。以

上の原則は、特任教員、任期付教員にあっても同様である。 

 

 なお、精神科医のカウンセラーに関しては、精神科医という特殊な職務であるため臨床

の場の確保という点から、外部の病院での非常勤勤務を学園として認めている。 

 

 

・主要な授業科目への専任教員の配置状況 

 

本学は「聖書」「国際」「園芸」を教育の三本柱として教育展開を行っている。これに対

応して教養科目に「キリスト教学入門」「平和研究入門」「生活園芸Ⅰ」を必修科目として

おいている。これらの科目のうち「キリスト教学入門」は 40％、「平和研究入門」「生活園

芸Ⅰ」は 100％を専任教員が担当している。他に 1年次のゼミである「教養基礎演習Ⅰ・Ⅱ」

も 100％専任である。他の必修科目「英語Ⅰ・Ⅱ」「日本語能力Ⅰ」「情報科学基礎Ⅰ・Ⅱ」

はリテラシー科目であり、少人数の授業展開を行っていることから、その多くを非常勤教

員に依存しているが、必ず専任教員が全体の統括を行っている。以上のことから必修科目

の学科ごとの専兼比率は 40％程度となっている。（表 3） 
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 専門教育の場合、各年次のゼミ科目は専任教員が担当する。研究休暇などに当たる年度

は非常勤が担当することも例外的にあるが、きわめて少数である。また、専門コア科目と

呼ばれる専門科目群も専任教員が担当することが多い。以上から専門教育における専兼比

率は人文学部で 64％～77％、人間社会学部で 84％程度となる。（表 3） 

 従って、主要な授業科目への専任教員は適切に配置されていると言える。 

 

 

・教員組織の年齢構成の適切性 

 

専任教員の年齢構成についてみると、人文学部は 61～65 歳 2 名、56～60 歳 9 名、51～55

歳 5 名、46～50 歳 10 名、41～45 歳 4 名、36～40 歳 4 名、人間社会学部は 61～65 歳 2 名、

56～60 歳 6 名、51～55 歳 8 名、46～50 歳 7 名、41～45 歳 6 名、36～40 歳 5 名、31～35 歳

1 名となっている。（表 21） 

人文学部は 50 歳代後半及び 40 歳代後半にそれぞれ全教員の 25％を超える教員がいるも

のの、60 歳以下の各年代に最低 4名ずつの専任教員がおり、比較的バランスが取れている。

また人間社会学部の場合、60 歳代以下の各年代にほぼ同数の教員がおり、全体のバランス

が取れている。 

 

 

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妥

教育に関する教員間の連絡調整は専門教育に関しては毎月 1 回開催される学科会で行わ

れ

本語能力」は月 1 回の担当者会があり、また

専任教員の年齢構成(人文学部）

0 2 4 6 8 10 12

26歳　～　30歳

31歳　～　35歳

36歳　～　40歳

41歳　～　45歳

46歳　～　50歳

51歳　～　55歳

56歳　～　60歳

61歳　～　65歳

66歳　～　70歳

71歳　～　　　　

年
　
　
　
齢

人　　　　　　数

専任教員の年齢構成(人間社会学部）

0 2 4 6 8 10 12

26歳　～　30歳

31歳　～　35歳

36歳　～　40歳

41歳　～　45歳

46歳　～　50歳

51歳　～　55歳

56歳　～　60歳

61歳　～　65歳

66歳　～　70歳

71歳　～　　　　

年
　
　
　
齢

人　　　　　　数

 

・

当性 

 

る。学科を越える問題については学部教務委員会、全学的な問題については合同教務委

員会で議論調整される。更に重要事項で構成メンバーの合意が必要な場合は教授会で協議

される。いずれも毎月 1回の開催である。 

 また、1 年次必修科目の「生活園芸Ⅰ」「日

それぞれの科目は時間割が同一時間に集中して開催されている。教員間の連絡がとりやす
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い「キリスト教学入門」「平和研究入門」「情報科学基礎」は年 2 回の担当者懇談会を開催

して連絡調整を行っている。「英語」については非常勤教員も多く、外国人教員も多いこと

から英語教育センターを置き、専任教員が全体のコーディネイターの役割を果たしている。 

 他に、年 3～4回開催されているＦＤ研修会のうち、学期末に開催される研修会は毎年度

のテーマについて学科、委員会ごとの取組状況の報告とそれを基にしたグループ討議を行

い全学的な課題について認識の共有を図っている。 

 更に、大学として非常勤教員懇談会を年 1 回開催して、学長、学部長が教育目的・目標

教員組織における社会人の受け入れ状況 

前職が大学や研究機関以外である教員は 8 名いるが、全員が人間社会学部に所属してい

る

教員組織における外国人の受け入れ状況 

外国籍をもつ教員は 8 名で、英語コミュニケーション学科に 4 名、文化学科 1 名、国際

社

務する外国人教員が占め

当科目は語学よりも講義担当に多く、その担当する科目は、本学

を説明するとともに、専任教員と非常勤教員が情報交換を行っている。参加できる非常勤

教員は全体の 2割程度であるが、大学の方針理解の場として機能している。 

 

 

・

 

。人文学部の場合、教育研究分野が直接経済社会と結びついていることが少ないためで

あり、当然の結果と言える。これに対して人間社会学部は直接的に国際社会や地域社会を

研究教育対象とするため、社会人からの受け入れも多い。特にＮＰＯ・ＮＧＯなどの出身

者が多く、企業出身者は 1名である。 

 

 

・

 

会学科 3 名である。人文学部専任教員 34 名中 5 名 14.7％、人間社会学部専任教員 35 名

中 3名 8.6％、全学で 69 名中 8名 11.6％が外国人教員である。国別にはアメリカ 3名、韓

国 2名、中国 1名、カナダ 1名、オーストラリア 1名である。 

 文部科学省がまとめた大学院活動状況調査によると、大学に勤

る割合は 2007 年度で 3.4％。前年度は 3.5％で、全国での比率は伸び悩んでいる。政府は

2020 年度までに日本の留学生を現在の 2.5 倍の 30 万人に増やす計画を立てるなど、大学に

とって人材の国際化を大きな課題としており、全国平均の 3 倍であることから、高い水準

にあることがわかる。 

 また、外国人教員の担

の教育「聖書」「国際」「園芸」に根ざした「平和研究入門」やアジア・太平洋の文化、経

済、政治に関する講義である。21 世紀の国際社会を構成する人材を育成するため、複数視

点から見た現代社会をとらえる講義を提供する教員構成であると言える。 

 

 

 185 



第 8章 教員組織.doc 

・教員組織における女性教員の占める割合 

本学においては男女の区別なく教員の採用を行っており、女性教員の比率は他大学に比

し

は 55.9％、人間社会学部は 35 名中 14 名が女性で

12％という全国平均（文部科学省 平成

2 項 教育研究支援職員 

実験・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人的補助体

本学では、外国語教育、情報処理関連教育等については教育研究支援職員を配置してい

な

を伴う「生活園芸」等の園芸関係科目の教育支援には園芸準備室を置き、専任職員 2

ている特色ＧＰ「教養教育としての生活園芸」では生活園芸の成果を学生の

活

 

て高いと言える。家政系・看護系・福祉系などには本学を超える大学もあるが、人文・

社会学系ではきわめて高水準である。 

 人文学部は 34 名中 19 名が女性で比率

比率は 40％、全体としては 69 名中 33 名 47.8％が女性であり、男女のバランスは男女雇用

機会均等法の精神を体現したものと言えよう。 

 特に、准教授の女性比率 19.8％、教授の場合は

21 年度「学校基本調査速報」）に対して、本学は准教授 44％、教授 41.9％と高い比率を占

めており、現在の 2 学部長は女性である。女性の管理職比率を高めることは、女性差別撤

廃条約締結以降取り組まれていることであり、国連経済開発機構から常に指摘されている

点である。その観点からすると、本学は女性研究者の育成と就業可能な環境整備に努める

姿勢があると言える。 

 

 

第

 

・

制の整備状況と人員配置の適切性 

 

い。むしろ、非常勤教員を雇用することで一クラスあたりの受講者数を減らし（英語 20

名以下、情報科学 30 名程度）、教育効果を高めている。教育内容に関わる支援ではないが、

メディアセンター・メディア課（専任 2 名、嘱託 1 名、アルバイト 3 名）はマルチメディ

ア設備やネットワーク等の保守管理を担当しており、教員に対する教室内機器の利用支援、

視聴覚教材の作成支援などを行っている。また教育研究支援センター・教育研究支援室で

はＬＭＳの運用管理を行い（専任 2名中 1名）、e-learning 利用に関して教員を支援してい

る。 

 実習

名、嘱託 1 名、アルバイト 4 名を配置し、授業準備、圃場管理、実習補助などの支援を行

っている。 

現在進行し

動として地域に展開するために、地域貢献コーディネイター2名を補助期間中任用し、地

域の諸団体との連絡調整及び学生に対する技術指導・支援を行っている。また、2009 年度

学生支援推進プログラムに採択された「恵泉地域言語活動研究会」でも 3 名の地域活動コ

ーディネイターを任用し、地域との連絡調整及び学生に対する技術指導（読み聞かせ、英
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語活動実践、言葉遊び等）を行っている。 

他に既に補助期間が終了した 2006 年度特色ＧＰ「専門性を持った教養教育としての体験

学

教員と教育研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性 

情報関連の機器利用に関する支援を行うメディア課はメディアセンター長、メディア課

長

支援推進プログラムの地域貢献・地域活動コーディ

制が適切に整

3 項 教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続 

教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその運用の適切性 

教員の任免及び昇格については、大学及び学部の人事計画委員会で審議の上、学部運営

委

程」の第 2 条から第 5 条において教授・准教授・講師・助

習」において展開した海外体験学習（長期）では、タイチェンマイに常駐の教育補助職

員（嘱託）と生活相談員（アルバイト）を置き、現地での現地受入先との連絡調整、学習

支援、活動支援、生活相談などを行っている。また、地域での体験学習であるコミュニテ

ィ・サービス・ラーニングでは実際に地域での活動を行っている女性 2 名を地域貢献コー

ディネイターとして任用し、学生の派遣先の開拓、連絡調整を行っている。 

 

 

・

 

、図書課長が各学部から選出された教員とともに図書情報委員会のメンバーとして教員

と連携・協力し、教育研究支援室はＦＤ委員会の事務担当として教員との連携・協力を行

っている。園芸準備室は園芸担当者会（園芸教育に関わる全専任教員がメンバー。規程は

未整備）と連携・協力関係にある。 

 これに対して、生活園芸ＧＰ・学生

ネイターは取組ごとの雇用である。取組の実施にあたってはタスクフォースを組み、ここ

に教員・職員・コーディネイターが加わり、協力して取組の計画・執行を行っている。 

 また、体験学習については体験学習委員会が活動の全体を統括しており、その下にＦＳ

小委員会とＣＳＬ小委員会があり、支援職員に対する指示を行っている。 

 いずれの分野にあっても教員と職員が協力して、取組を計画・執行する体

えられているといえる。 

 

 

第

 

・

 

員会と大学評議会において方針を決定する。その方針に従って、「恵泉女学園大学教員任

用に関する規程」「教員昇任に関する施行細則」に基づいて、任免・昇格が実施される。 

 募集に関する規程は未整備であるが、学園内の教職員からの推薦者を通して応募を求め

る「学内公募」と、他大学、関連機関、ウェブサイト等に募集を公開して出願をもとめる

「一般公募」を行っている。 

 任用条件は「任用に関する規

教それぞれを定めているが、現状では各学部教授会で募集要項を決定し募集を行っている。
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その際、原則として以下の 3点を条件としている。 

① 博士学位取得者、もしくはそれと同等の学識・業績を有する者 

る者 

所属教員 2 名からなる審査委員会を

設

る。学科主

任期制等を含む、教員の適切な流動化を促進させるための措置の導入状況 

「大学の教員等の任期に関する法律」に基づき、本学も 2004 年度より「恵泉女学園大学

任

学部日本語日本文化学科 2 名、同

英

4 項 教育研究活動の評価 

教員の教育研究活動についての評価方法とその有効性 

② 大学等の研究機関での教職歴がある者 

③ キリスト者またはキリスト教に理解のあ

審査にあたっては、所属予定学科の学科主任と学部

け、書類審査及び面接審査を行う。書類審査は履歴書・業績一覧・主要業績 3 点、推薦

状をもって行う。面接審査では模擬授業を求める場合もある。この審査後、各学部教授会

に審査結果を報告し、これをもとに教授会で投票により候補者を決定し、理事会に推薦す

る。候補者は学園長面接を経て、理事会の承認によって任用が決定される。 

 昇任については「任用規程」と「昇任に関する施行細則」に基づき実施され

任が候補者を学長に推薦し（「施行細則」第 2 条）、学長は候補者を教授会に報告し、資格

審査を行う審査委員会（学科主任・教授会選出教員 2名）を設ける（同第 3条）。審査委員

会は結果を大学及び学部の人事計画委員会ならびに教授会に報告し、教授会は任用規程の

定めるところにしたがって、投票により可否を決する（同第 4条）。審査委員会の審査に際

しては、履歴書・業績一覧・主要業績 3 点以上をもって行う。任用規程には「教員として

の経験年数の規定」と「その職に対する教育研究上の能力があると認められる者」との定

めしかなく、教育業績、社会的活動等についての審査規程はないが、実際の審査委員会の

審議のなかでは、その職務に関連する教育業績、社会的活動等についても確認されている

ことは審査報告書から伺える。 

 

 

・

 

期付教員任用規程」「任期付教員に関する採用及び運用基準」に基づき任期制を導入し、

教員の適切な流動化を図っている。また、2006 年度よりは「特任教員（期限付き教員）か

ら専任教員への身分異動に関する内規」も定め、特任として採用された教員があらためて

選任として採用される場合の規則上の整備を行った。 

現在専任教員 69 名中任期付教員は 10 名であり、人文

語コミュニケーション学科 4名、人間社会学部国際社会学科 2名、同人間環境学科 1名、

同園芸担当 1名となっている（表 19 および 19-2）。 

 

 

第

 

・

 

 188 



第 8章 教員組織.doc 

本学においては教育研究活動全般についての評価方法は未だ確立されていない。 

ごと

に

。これは各

教

立されていないことについては学内でも課題として捉えら

れ

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 

教員専攻にあたって、教育研究能力や実績を配慮していることは言うまでもない。現状

で

学と併設短期大学（部）との関係 

大学と併設短期大学（部）における各々固有の人員配置の適切性 

該当なし 

２）大学院研究科の教員組織 

1 項 教員組織 

大学院研究科の理念・目的並びに教育課程の種類、性格、学生数、法令上の基準との関

「学生による授業評価」は 2000 年度より全学を対象に年 1回、2008 年度からは学期

実施し、集計データを各教員に戻しているが、これを教員の業績評価に用いることはな

い。全体の集計結果及び事後の教員に対するアンケート結果については 2000 年度、2001 年

度に冊子として公表したが、その後は実施されていなかった。そこで 2008 年度秋学期に関

しては、初年次の必修科目を科目群としてまとめた分析を行い、全学ＦＤ研修会で結果の

報告が行われた。これにより「学生による授業評価」の教育効果検証の有効性が確認され、

2009 年度については全授業科目について科目群としての分析を行うことが教授会で承認さ

れている。分析結果は報告書として学生を含めて広く公開する予定である。 

また、教員の教育研究業績、社会活動については公式サイトで公開している

員自身が随時更新できる。 

教員の業績評価システムが確

ており、ＦＤ委員会が 2008 年度より検討課題としてこの問題に取り組んでいる。 

 

 

・

 

は、履歴書、業績一覧、代表的な業績、推薦状での確認と面接によっているが、近年取

り入れ始めた模擬授業はその教員の教育能力の確認に有効に機能している。その適切性は

審査委員会の審査報告書で確認できる。しかし、審査の客観性・透明性については規程が

未整備であること、業績評価方法が確立されていないことなどの問題点がある。 

 

 

大

 

・

 

 

 

 

（

 

第

 

・

係における当該大学院研究科の教員組織の適切性、妥当性 
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大学院研究科は2研究科2専攻で収容定員は24名である。学部専任教員が兼務しており、

人

たりの在籍学生数も 1.4 名程度

で

大学院研究科における組織的な教育を実施するための、教員の適切な役割分担および連

修士論文の作成に至る研究指導は研究指導教員を中心に実施されており、学生の研究領

2 項 教育研究支援職員 

院研究科における研究支援職員の充実度 

学院研究科はいずれも小規模であり、教員数も十分なことから研究支援職員は配置

し

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 

支援職員を配置していないため、記載すべき事柄はない。 

 

3 項 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・手続の内容とその運用の適切

基礎となる学部の教員が大学院を兼務で担当することから、募集・任免・昇格に関する

文学研究科は教授 11 名、准教授 3名、計 14 名、平和学研究科学科は教授 7名、准教授 3

名（うち特任 1名）、計 10 名となっている。（表 19-3） 

大学院設置基準の数値は上回っており、専任教員 1 人当

ある。 

 

 

・

携体制確保の状況 

 

 

域に応じて研究指導補助教員が研究指導教員を補助する場合がある。研究指導を担当しな

い教員も含めて、全員で研究科委員会を構成して、研究科長を中心に研究科としての教育

研究活動を展開している。研究科委員会は原則として 1 ヶ月に 1 回開催される。各研究科

ごとに開催される。 

 

 

第

  

・大学

  

本大

ていない。 

 

 

・

  

研究

 

第

 

・

性 
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基準・手続きは学部と同一で行われる。大学院のみに所属する教員はいない。 

 

 

第 4 項 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施状況とその有効性 

教員は基礎となる学部に所属しており、大学院研究科としての研究活動の評価は実施し

5 項 大学院と他の教育研究組織・機関等との関係 

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状況とその適切性 

本学の大学院担当教員はすべて学部の専任教員であり、大学院にのみ所属する大学院教

員

ける国内外との教育研究交

流

開催して、国内外の他大学の研究

点検・評価】 

到達目標はほぼ達成できている。設置基準上の必要教員数 50 名を大きく上回る 67 名の

されていないことは、審

体的に運営されている。小規模大学であり、他に選択肢は考

 

・

 

 

ていない。 

 

 

第

 

・

 

を持たない。また研究所長、研究所運営委員もすべて学部教員が兼務している。このた

め、学内の学部、研究所とは一体的な運営が行われている。 

国外の大学・大学院との交流については第 3 章の大学院にお

で記述したとおりであり、タイ国立チェンマイ大学、韓国聖公会大学、ＡＭＡＮ、パヤ

ップ大学（チェンマイ）等との交流が行われている。 

 他に大学院では年 1 回、大学院主催のシンポジウムを

者等を招聘して教育研究面での交流を行っている。（テーマ等については第 7章社会貢献で

記載済み） 

 

 

【

 

 

教育担当専任教員を配置している点、教員の男女比、人間社会学部における実務家教員の

受け入れ等、高く評価できる。年齢構成もほぼ適切と言える。 

 他方、教員の採用、任免、昇格にあたっての審査基準が明文化

査の公正性・透明性の確保という観点から、教員の業績評価システムの構築とあわせて早

急に改善する必要がある。 

 本学では大学院と学部が一

えられないが、大学院の独立性という観点から更に議論が必要かもしれない。教育研究支

援職員の導入の可否とあわせて課題として検討することが必要である。 

 191 



第 8章 教員組織.doc 

 192 

 

 

【具体的な改善策】 

教員組織は現状のバランスを維持しながら、計画的に若手教員の任用を進めていくこと

項であるので、同委員会に早期の原案作成を要請

 

 

が必要である。また、採用･昇格の審査基準の明文化も急務である。人事計画委員会で 2011

年度には実施できるよう検討を進める。 

 教員評価システムは FD 委員会の検討事

する。 



第 9章 事務組織.doc 

第9章 事務組織 

 

【到達目標】 

本学の理念・目的にかなった教育研究・社会貢献を円滑かつ効果的に行うために、適切

な事務組織を設ける。 

 

・教育研究組織と適切な連携協力関係を維持し、大学運営を総合的に行う事務組織を構

築する。 

・教育研究の趣旨と目的に深い理解を有する職員の任用と養成につとめる。 

・事務職員の募集、任免、昇任に当たっては、公正な処理を行う。 

 

 

【現状の説明】 

 

第5項 事務組織の構成 

 

・事務組織の構成と人員配置 

 

 本学の事務組織は大学が所在する多摩キャンパスにある大学事務局と中高が所在する世

田谷にあって大学業務を兼務する法人事務局から成り立っている。大学事務局には36名の

専任職員と4名の嘱託職員が所属している。他に、18名の兼務職員のほか、派遣職員、アル

バイト複数名が配置されている。世田谷の法人事務局には法人本部業務担当者のほかに、

一部大学事務を兼務する総務部・財務部があり、9名の専任職員と5名の兼務職員が在職し

ている。 

 大学事務局には「恵泉女学園大学事務局組織規程」に基づき、庶務課：専任6名、教育研

究支援センター（教育研究支援室：専任2名・研究所事務室：専任2名）、学事センター（教

務課：専任4名・国際課：専任1名・学生課：専任4名・健康相談室：専任1名）、キャリアセ

ンター（就職・進路室：専任4名）、入試広報センター（入試広報室：専任4名）、メディア

センター（メディア課：専任2名・図書課：専任5名）が置かれ、それぞれの業務を進めて

いる。（表19-5） 

 事務職員の募集にあたっては公募を原則としている。年度ごとの定期採用は実施されて

いない。必要に応じて、1年契約の嘱託職員としての採用が主であり、3年後に専任職員へ

の転換の道が開かれている。嘱託職員の任用は、書類専攻のうえ、採用予定部署の事務責

任者、事務局長の面接を経て、学園本部事務局長の承認により任用される。専任職員の場

合は、書類専攻・筆記試験・面接（大学事務局長・法人総務部長・法人事務局長等）を経

て、学園長面接による承認により任用される。 

 昇任については所属長の推薦により大学事務局長が発議し、法人事務局長・理事長の承
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認により決定される。 

組織図 
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学事センター 教務課 
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教育研究支援室 
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第2項 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確立状況 

 

大学評議会・学部教授会・研究科委員会等の議案整理を行い、大学としての一体的な運

営を進めるために、学長他、研究科長、事務局長（拡大は学生部長、入試部長、事務局次

長を含む）により連絡協議会（および拡大連絡協議会）を開催している。ここで事務組織

も含めて大学の活動の方向性が確認される。この協議を受けて、各学部、研究科、事務局

はそれぞれの活動を展開している。 

学部運営委員会他の学内各委員会には事務組織に対応する部局があり、その事務職員1

ないし2名が委員会の構成員委員として参加して、方針の策定及び実施に関わっている。 

 以上のことから、事務組織と教学組織の連携協力関係は確立されている。委員会と事務

局の対応関係は以下のとおりである。 

 

 庶務課 

 教育研究支援センター 

  教育研究支援室     自己点検評価委員会、ＦＤ委員会、ＧＰタスクフォース 

  研究所事務室      研究所委員会、紀要委員会、人文・人間社会学会 

 学事センター 

  教務課         学部教授会、学部運営委員会、教務委員会、教職課程委員

会、日本語教員養成課程委員会、体験学習ＦＳ・ＣＳＬ委

員会、大学院研究科委員会 

園芸準備室      園芸担当者会 

  国際課         国際交流委員会 

  学生課         学生進路委員会 

 キャリアセンター 

  就職・進路室      学生進路委員会 

 入試広報センター 

  入試・広報室      入試実行委員会、入試広報委員会 

 メディアセンター 

  メディア課       図書情報委員会 

  図書課         図書情報委員会 

 

 

・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確保させる方途の適切性 

 

 195 



第 9章 事務組織.doc 

教学の組織である各委員会に担当事務局として対応する課の職員が陪席して協議に加わ

って、意思決定に間接的に関わってきたが、上述のとおり、2005年度より担当事務職員が

委員会の構成員として加わることとなった。これにより、事務組織は教学組織と一体とな

って事柄を審議し、執行できる体制が整えられ、従来に増して両者の有機的な一体性が確

保されるようになった。 

 

 

第3項 事務組織の役割 

 

・教学に関わる企画・立案・補佐機能を担う事務組織体制の適切性 

 

教学に関わる企画・立案・補佐機能は、事務局の各センター・課・室が、それぞれその

機能を果たしている。企画室などを置いて、専ら企画立案を行うのではなく、日常的な業

務との連携を重視して、各課・室がその機能を果たしている。これはボトムアップ型の運

営を行ってきた本学の特徴的な事務体制である。もちろん、学部設置、改組などの大きな

改革などを目的とする場合には教員・職員両者からなるタスクフォースを作り、そこで企

画・立案を行っている。 

 

 

・学内の意思決定・伝達システムの中での事務組織の役割とその活動の適切性 

 

評議会・教授会の議題整理を行う連絡協議会は事務局長・次長が、学部教授会の議題調

整を行う学部運営委員会には担当事務職員1名が構成員として出席している。 

学内の意思決定機関である大学評議会には事務局長のほか事務職員から選出された職員

1名が評議会委員として加わっている。記録は庶務課長が担当し、教授会を通して全学に伝

達される。 

教授会には担当職員が陪席し、必要に応じて説明を行うとともに記録の作成を行ってい

る。作成した記録は学部長による検討を経て、次回教授会で配布されると同時に、当日の

資料とともに事務局の部課長に配布される。 

教授会・評議会での決定事項は陪席職員の作成した記録により教職員全員に伝達される

が、事務局部課長には毎月開催されている部課長会で事務局長・次長より伝達される。な

お、委員会から協議事項として大学評議会・教授会にあげた事項については、別途各委員

会委員長である教員より、事務局担当課・室へ報告される。 

 

 

・国際交流等の専門業務への事務組織の関与の状況 
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2005年度より学事センター内に国際課を新設し、専任職員1名を置き、国際交流委員会を

補佐している。また、受け入れた留学生の学生生活を円滑に進めるために、学生課に留学

生担当職員を置き、100名を超える留学生に対応している。 

また、本学の特色である「園芸」教育を展開するために、専門的知識を有する事務職員

を園芸準備室に配置している。「生活園芸」の実習補助と圃場、温室等の管理、事務処理を

担当している。 

図書館を担当する図書課は専任職員5名中4名が司書資格を、うち2名は修士の学位を持っ

ている。また、兼務職員1名も司書資格を保有している。 

 

 

・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 

 

大学運営の裏づけとなる予算策定にあっては、学長、学部長、学部代表教員2名、事務局

長、事務局次長による予算委員会が教学・事務の意見をすり合わせて原案を作成し、法人

本部財務部のとりまとめを経て、理事会に提出される。法人本部財務部職員は大学の財務・

会計・管財業務を兼務しており、大学事務局長・次長とともに大学運営を経営面から支え

ている。予算の執行管理は財務部が行っているが、大学事務局の会計担当が管理表を作成

し、大学事務局長を通して事務局各課の責任者に配布されている。 

各省庁との折衝・補助金申請・情報収集などの業務も大学事務局長を中心に事務局が担

い、補助金の獲得などで成果を挙げている。 

 

 

第4項 大学院の事務組織 

 

・大学院の充実と将来発展に関わる事務局としての企画・立案機能の適切性 

 

小規模の大学院であるため、大学院独自の事務組織は持っていない。研究科委員会の事

務局は教務課の大学院担当者（学部業務と兼務）が務め、2007以降の大学院改革（2研究科

への改組、名称変更）にかかる申請等は大学院研究科長とともにこれらの職員が担当した。 

 

 

第5項 スタッフ・ディベロップメント（ＳＤ） 

 

・事務職員の研修機会の確保の状況とその有効性 

 

事務職員の研修はＯＪＴによるものの他に、3通りの方法が用意されている。 

第1は「恵泉女学園職員国内外研修規程」に基づくものであり、教員と同等の研修機会が
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与えられている。過去に4名の職員がこの制度を利用して専門的知識を高め、うち2名は修

士の学位（図書館学・教育行政）を取得している。2003年秋学期以降利用者はいない。制

度としては「恵泉女学園職員の学内授業の聴講に関する内規」もあり、自己の本務とする

職務を遂行する上で益になるものであれば、授業の聴講も可能である。 

 第2は職員研修会であり、狭義のＳＤに当たる。2008年度は9月19日・20日の2日にわたり

一般職員を対象に「10年後の恵泉女学園のためにわたしたちが今からできること」をテー

マに議論を行い、対象27名中20名が参加し、他部署の業務の理解と職員間のコミュニケー

ションという点で成果があった。また、身近なできることを発見し、業務の改善のきっか

けとなった。また、ＦＤ研修会は職員組織にも公開されている。課長以上の職員は原則参

加である。これは教学組織の現状を知り、事務職員の側からのサポート体制を考える上で

の参考となり、有効な研修となっている。 

 第3は業務に関する外部研修会等への参加である。大学全体のＦＤ・ＳＤ予算のほかに、

各センター・課ごとに一定の研修費用が予算化されており、所属長の承認のもと自発的な

研修が可能である。研修会参加者は文書による報告を事務局長に提出すると同時に、教職

員用グループウェアに報告をアップし、経験を共有することが求められている。2008年度

の参加は以下のとおりである。 

 

年月日 参加人数 内容等 

2008 年 5 月 13 日 1 名 平成 21 年度私学教員適正検査大学教職就職担当者説明会 

2008 年 5 月 21 日 1 名 外国人学生に係る入国・在留手続研修会 

2008 年 5 月 24 日 1 名 自由学園「食の学び一貫教育発表会」 

2008 年 5 月 27 日 1 名 社団法人私立大学情報教育協会 第 47 回通常総会 

2008 年 6 月 9 日 1 名 留学生・就学生に対する生活指導等講習会 

2008 年 7 月 4 日 1 名 平成 20 年度都内私立大学教職課程事務担当者懇談会研究会 

2008 年 7 月 19 日 1 名 私立大学フォーラム 大学の未来を職員がどう拓くか 

2008 年 7 月 26 日～28 日 1 名 キリスト教学校教育同盟 第 52 回事務職員夏季学校 

2008 年 8 月 2 日 2 名 大学生研究フォーラム 2008  

大学生の教育とキャリア形成の在り方を探る 

2008 年 9 月 23 日 1 名 大学教育における海外体験学習研究会第 4 回研究大会 

2008 年 10 月 31 日 １名 免許状更新講習プログラム開発委託事業成果報告及び 

教育職員免許法施行規則改正説明会 

2008 年 11 月 10 日 2 名 第 3 回 JCSOS 特別セミナー 

「海外留学・研修の危機管理－緊急時におけるマスコミ対策

について考える」 

2008 年 10 月 1 日～3 日 1 名 平成 20 年度留学生担当者研修会 
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2008 年 11 月 18 日 1 名 第 48 回大学労務研究会 

2008 年 11 月 18 日 1 名 2008 大学経営における人事労務研究会 

大学経営にイノベーションを！－生き残り提言－ 

2008 年 11 月 21 日 1 名 オデッセイコミュニケーションズ試験会場向け講習会 

2008 年 11 月 25 日 1 名 社団法人私立大学情報教育協会 第 49 回臨時総会 

2008 年 12 月 7 日 1 名 福岡女子大学 第 2 回キャリア教育シンポジウム 

国際的視点から見たキャリア教育の本質 

2008 年 12 月 8 日 1 名 ICT 活用教育入門セミナー 

2008 年 12 月 10 日～11 日 1 名 平成 20 年度東京地区障害学生修学支援担当者研修会 

2008 年 12 月 19 日 1 名 平成 20 年度学生相談インテーカーセミナー 

2008 年 12 月 19 日 1 名 第 3 回視聴覚障害学生支援ワークショップ 

2009 年 1 月 21 日 1 名 ネットワークス文教ソリューションセミナー 

2009 年 1 月 30 日 1 名 第 8 回障害学生修学支援セミナー 

2009 年 2 月 28 日～3 月 1 日 1 名 現代 GP「実践的総合キャリア教育の推進」シンポジウム 

2009 年 2 月 28 日～3 月 1 日 2 名 2008 年度第 14 回 FD フォーラム 

 

 

【点検・評価】 

 

教育研究組織と事務組織の連携協力関係は制度的にも実質的にも十分に機能していると

評価できる。 

職員の養成に関しては、自主的な研修に委ねられている部分が多い。今後、学園として

あるべき職員像を明示するとともに、そこに向けての研修計画・研修システムを整備する

必要がある。既に人事・給与制度推進委員会で検討が開始されているところであり、議論

の深まりと進展を期待するものである。職員の募集・任用・昇任手続きについては規程化

が不十分であるので、規程整備が必要である。 

 

大学院の事務組織のあり方については更なる検討が必要である。規模からすれば現状の

兼務体制で十分であり、また新たな組織を別途設ける余裕がないことも事実である。また、

学部教育と大学院教育の連続性、継続性からすれば、現状の兼務体制を否定するものでは

ない。大学院のあり方も含め、大学院研究科委員会での検討が必要である。 

 

 

【具体的な改善策】 

  

法人本部の人事・給与制度推進委員会で研修制度及び募集・任免・昇任制度の規程化の
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検討を急ぐ。また、従来の自由な意思による研修も並行して進めるために、大学一般職員

によるＳＤ研修の企画立案を行い、2010年度より開始する。 

 学長より大学院研究科委員会及び事務局長に大学院担当事務組織のあり方についての検

討を諮問する。 
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第 10 章 施設・設備 

 

【到達目標】 

教育研究組織の規模に応じた校地・校舎の配備と適切な施設・設備の整備を行い、これ

を有効かつ安全に活用する。更に、情報処理教育や外国語教育等の授業効果を高めるた

めに、各種施設・設備、機材の整備とそれらを利用した教育支援を行う人的補助体制の

確立を図る。 

 

・新規に取得した旧南野高校の校地・施設の有効利用を図る。 

・施設設備のバリアフリー化及びエコキャンパス化を進展させる。 

・中期的な施設・設備の整備計画を策定し、計画的な施設・設備の充実を図る。 

・ＩＣＴを活用した教育研究に対応する支援体制を確立する。 

 

 

【現状の説明】 

 

第 1 項 施設・設備等の整備 

 

・大学・学部、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

状況の適切性 

 

本学の教育研究活動の大部分を展開する多摩キャンパスの校地は 30,412 ㎡（校舎敷地面

積 22,737 ㎡、運動場面積 7,675 ㎡）、校舎面積は約 19,861 ㎡である。設置基準上の必要校

地面積は 17,200 ㎡、校舎面積は 9,618.3 ㎡であり、これを十分上回っている。（表 36）更

に設置基準上の校地には含まれない、教育農場 5,061 ㎡、自然観察林 9,662 ㎡を校地に隣

接して保有し、「生活園芸」や「自然観察法」などの授業展開に活用している。 

主要な施設の内訳は、講義室 28、演習室 18、実験・実習室 4、情報処理教室 6、語学学

習室 2、教員研究室 72、学部研究室 2、講師控室 1、図書館、体育館、学長室、会議室、事

務室、医務室、学生自習室、学生食堂、学生ラウンジ、チャペルである。 

校舎等の用途別の面積は、授業用教室・実習室等 5,100 ㎡、教員研究室 1,693 ㎡、図書

館 1,875 ㎡、体育施設 334.5 ㎡、学生厚生施設 1,660.3 ㎡等となる。（表 37、38） 

   なお、2007 年 9 月に教育研究環境のより一層の整備充実を目指して、本学に隣接する旧

都立南野高校の跡地（敷地面積 41,660 ㎡、建物面積 14,241 ㎡）を東京都より取得した。

現在、既存のキャンパスを含めた将来的なキャンパスの整備計画について、大学内に将来

構想委員会を設けて検討を行っているが、暫定的に一部校舎の改修工事を行い、5教室 340

㎡、体育館を使用できる状態とし、公開講座および学生のクラブ活動での利用に供してい

る。また、グラウンドについては、地元多摩市、稲城市、町田市の要請を受けて地域の少
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年野球チームやサッカーチームに対して定期的及び随時の貸し出しを行い、社会貢献につ

なげている。 

   他に大学が統合した旧恵泉女学園園芸短期大学が利用していた伊勢原キャンパス 13,317

㎡があるが、売却交渉を進めているところであり、大学の教育研究用施設としては使用し

ていない。 

 各講義室・演習室の使用率（表 40）を見ると 21 名～50 名規模の教室の使用率がもっと

も高く、次いで 20 名以下の教室となる。このことは本学が少人数教育を重視していること

の現れと言えよう。また、各講義室・演習室の稼働率（下表）を見るともっとも高い 21 名

～50 名規模の教室でも 6 割を下回り、講義室・演習室の数は教育展開に十分な数が確保さ

れていると言えよう。ただ、一クラス人数 15 名以下で行う 1年次必修科目「教養基礎演習」

が集中する木曜日Ⅰ・Ⅱ時限は実質的な教室稼働率が 9 割を超えており、小規模教室の増

設（旧南野高校校舎の有効利用）が早急な課題となっている。 

 

講義室・演習室の規模別稼働率 

春学期      

収 容 人 員 使用教室数 
使用可能度数(A)＝

使用教室数×25 

使用度数

（B) 
稼動率(B/A)％ 

1 ～ 20  14 350 148 42.3% 

21 ～ 50  21 525 302 57.5% 

51 ～ 100  2 50 22 44.0% 

101 ～ 200  6 150 91 60.7% 

201 ～ 300  2 50 34 68.0% 

301 ～ 400  1 25 6 24.0% 

  46 1,150 603 52.4% 

秋学期      

収 容 人 員 使用教室数 
使用可能度数(A)＝

使用教室数×25 

使用度数

（B) 
稼動率(B/A)％ 

1 ～ 20  13 325 103 31.7% 

21 ～ 50  21 525 284 54.1% 

51 ～ 100  2 50 23 46.0% 

101 ～ 200  6 150 84 56.0% 

201 ～ 300  2 50 31 62.0% 

301 ～ 400  1 25 8 32.0% 

  45 1,125 533 47.4% 
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施設・設備及び機器・備品などの教育研究環境の管理は、「恵泉女学園大学施設管理規定」

及び「恵泉女学園大学防災管理規定」に基づき、施設の使用や管理に関する規定を定めた

うえで、施設ごとに管理責任者を定め、管理体制を整えている。 

 

 

・教育の用に供する情報処理機器などの配備状況 

 

1) 情報・ＩＣＴ活用教育研究環境の整備履歴 

2001年度以降2009年度までに実施および実施予定の情報教育研究環境改善に関わる主な

事業は次のとおりである。 

 

2001 年度 

① 学生用ノートパソコンの学内販売（4月） 

学内売店(三省堂)において、大学推奨機を含む数機種のノートパソコンを販売。 

同年 7月から、同売店を窓口として無線ＬＡＮカード貸出を開始。 

② 無線ＬＡＮ設定講習会・ヘルプデスク運営開始（7月） 

③ 第二次無線ＬＡＮ・ネットワーク基盤改善工事（8月） 

2000 年度からの継続事業として、本学ネットワークの心臓部であるインテリジェント・

ルータ更新、教室用スイッチングハブ更新、Ｃ棟教室棟への光ケーブル敷設、無線ＬＡ

Ｎアクセスポイント増設等。これにより、全建物間ギガビット(1Gbps)接続、各教室パソ

コンの 100Mbps 接続、Ｃ棟の一階教室における無線ＬＡＮの利用環境が実現。 

④ Fire Wall System の更新（8月） 

Fire Wall System を Sonic Wall（2 台）に更新。これにより、従来よりもセキュリティ

が向上し、インターネットテレビ会議等の動画受発信にも対応可能となった。 

⑤ 無線ＬＡＮノートパソコンの貸出開始（10 月） 

2001 年度 10 月より図書館内において、無線ＬＡＮノートパソコンの貸出を開始。同時に、

マルチメディア推進課において、授業において故障他やむを得ない事情によりパソコン

が使用できず、授業展開上支障が生じることを回避するため授業用無線ＬＡＮノートパ

ソコン貸出開始。 

 

2002 年度 

① 「パソコン基礎統計学」授業開始（4月） 

人間環境学科 2 年次必修科目で受講者全員が無線ＬＡＮノートパソコンを使用する「パ

ソコン基礎統計学」開講。 

② 授業シラバスのＷｅｂによる閲覧開始（4月） 

同年 12 月より Digital ID 取得・ＳＳＬによる学外からの閲覧・教員入力を可能とした。 

③ 全教職員パソコン一人一台の環境構築を目標として以下を実施（4月～8月） 
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・ 全教員研究室にノートパソコン・プリンタ設置（58 台） 

・ 職員用パソコン追加、事務専用ＰＤＣ（File-server）設置、Ｖ－ＬＡＮによる事務

専用ドメインを構築。 

④ 教職員用グループウェア導入（4月） 

教職員の情報共有を推進するためグループウェア（サイボウズ）を導入、職員から試用

開始。 

⑤ 学生携帯電話情報サービス「Campus Bellz」運用開始（6月） 

休講情報、スクールバス時刻表他の情報発信。 

⑥ ＰＤＣ（File-server）2 台及びバックアップシステム等更新（7月） 

⑦ 無線ＬＡＮ用 Radius サーバ設置・運用開始（8月） 

無線ＬＡＮのセキュリティ脆弱性を改善するため、無線ＬＡＮカード固有のＭａｃアド

レスによる認証システム（Radius サーバー）を設置し運用を開始。 

⑧ 学内ホームページ・教職員用グループウェアの学外閲覧開始（12 月） 

学内ホームページ及び教職員用グループウェアについて、Digital ID を取得し、ＳＳＬ

による学外からの閲覧を可能とした。 

 

2003 年度 

① 情報教室・各共同研究室他設置パソコン更新（8月） 

Ｊ102・Ｊ104・Ｊ108・Ｇ203 各情報関連教室、各学科研究室、講師控室他約 200 台のパ

ソコンを更新。 

② ＵＮＩＸサーバ更新及びシステム改善（8月） 

③ 無線ＬＡＮアクセスポイント増設（8月） 

無線ＬＡＮ・ネットワークの利用拡大に伴い、Ｃ棟普通教室やＬＡＮ接続している情報

教室等にも無線ＬＡＮアクセスポイントを増設｡ 

④ 貸出用無線ＬＡＮノートパソコン増設（8月） 

授業用及び図書館貸出用 22 台を増設。 

⑤ 中講義室視聴覚設備マルチメディア化（8月） 

Ｂ202・Ｂ203・Ｃ302 の 3 教室にタッチパネル式操作卓を設置。ビデオデッキ・ＤＶＤデ

ッキ・カセットデッキ・書画カメラ・無線ＬＡＮノートパソコンを組み込み一体化。 

⑥ インターネット接続回線増速（11 月～1月） 

パワードコム 100Mbps（BE）追加、NTT-OCN10Mbps に変更。 

 

2004 年度 

① Ｇ棟中講義室視聴覚設備マルチメディア化（8月） 

Ｇ101・Ｇ201・Ｇ301 の 3 教室にタッチパネル式操作卓を設置。ビデオデッキ・ＤＶＤデ

ッキ・カセットデッキ・書画カメラ・無線ＬＡＮノートパソコンを組み込み一体化。Ｇ

101・Ｇ201 は 100 インチスクリーン 2 面構成、Ｇ301 は 150 インチ強の大スクリーン設
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置。Ｇ101 には授業収録配信システム導入。 

② 情報教室・情報自習室書庫耐震補強工事（2月） 

 

2005 年度 

① Ｆ009 情報教室・Ｆ108 情報メディア教室パソコン及び関連機器の更新（4月） 

② ファイヤーウォール等更新（4月） 

③ 授業等貸出用無線ＬＡＮノートパソコン（20 組）更新（4月） 

④ アルクＴＯＥＩＣ語学教材配信用サーバ等更新（4月） 

⑤ 教室用グラフィック・ソフトウェア更新（4月） 

⑥ 教員研究室等ノートパソコン一式更新（5月） 

⑦ 大学ＬＡＮセキュリティ診断実施（10 月） 

⑧ 無線ＬＡＮシステム改修と認証システムの高度化実施（2月） 

 

2006 年度 

① Ｊ202 大講義室（席数 230）視聴覚設備更新及び授業収録配信システムの導入（8月） 

② Ｆ104 点字室点字パソコンシステム更新（8月） 

③ チャペル収録設備設置（3月） 

 

2007 年度 

① 情報基幹システム更新（8月） 

・ ネットワークシステム更新 

・ バックアップシステム更新 

・ 基幹サーバ更新 

② Ｗｅｂメールシステム更新（8月） 

Active! Mail2003 から Active! Mail6 にバージョンアップ。 

③ Ｊ103ＬＬ教室・Ｊ108 情報メディア教室プロジェクター更新（8月） 

④ オンライン英語学習システム（アルク NetAcademy2）更新、英文法コース導入（9月） 

⑤ 学生用ノートパソコン 70 台学内設置（10 月） 

⑥ ソフトウェア管理調査実施（2月） 

大学ネットワークに接続できるパソコンのうち情報教室を除く全台対象に実施。 

 

2008 年度 

① Ｃ棟 10 教室移動式マルチメディア設備設置（5月） 

② 動画編集環境整備および静止画編集ソフトウェア更新（5月） 

③ 授業貸出用無線ＬＡＮノートパソコン（20 組）更新（5月） 

④ Ｆ009 情報教室・Ｆ108 情報メディア教室プロジェクター更新（5月・6月） 

⑤ Ｄ棟学生食堂マルチメディア設備拡充（10 月） 
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⑥ ＣＮＮ放送学内視聴環境整備（10 月） 

⑦ 無線ＬＡＮ認証システム更新（2月） 

接続するノートパソコンのＯＳや機種に依存しないＷＥＢ認証システムに更新。 

⑧ 無線ＬＡＮアクセスポイント増設（2月） 

 

2009 年度 

① ネットワーク環境強化のためロードバランサー冗長化（8月） 

② Ｆ104 点字室点字パソコンシステム拡充（8月） 

③ 情報教室機器更新（2月実施予定） 

情報関連教室（Ｆ009、Ｆ108、Ｇ203、Ｊ102、Ｊ108、Ｊ104 自習室）のパソコン及び周

辺機器を更新。ＯＳは Windows XP から Windows 7、基本ソフトウェアは Office2002 から

2007 にバージョンアップする。 

④ ＣＡＬＬ教室改修及び新設（2月実施予定） 

ＬＬ設備老朽化のため、4教室のうち、情報設備も併設されている 2教室（Ｆ108・Ｊ108）

のＬＬ設備を撤去、Ｆ108（24 席）と現情報教室Ｆ009（24 席）をＣＡＬＬ教室に改修す

る。 

⑤ ＡＶライブラリー検索システム更新（3月実施予定） 

セキュリティ上学内からしか検索できなかったＡＶライブラリーのシステムを図書館シ

ステムと統合。学外からも検索可能となる。 

 

2) 情報インフラおよびＩＣＴ活用教育研究環境の整備状況 

2009 年度現在の本学の情報や視聴覚に関連した教育研究設備等の整備状況は概ね次の通

りである。 

 

＜情報・視聴覚教育研究設備環境＞ 

① ネットワーク環境 

建物間光ケーブル敷設（1Gbps）、研究室・教職員用端末(100Mbps) 

教室パソコン端末(100Mbps) 

インターネット接続 Powered Com(100Mbps)・ NTT-OCN(10Mbps) 

FireWall・ロードバランサー冗長化 

全学無線ＬＡＮ環境整備 

 

② 学生用情報設備等概略（学生用コンピュータ等情報環境設備一覧） 

ａ．設置機器一覧 

教室等 
学生用 

設置台数等 
機 種 プリンタ ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ機器等 
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A310,A313 

(院生自習室) 
8 台 

日本ＩＢＭ 

Think Pad R52 

日本ＨＰ 

Compaq 6710 

CANON 

 LBP3300 (2 台)

ｽｷｬﾅ (共用 2台) 

ｽﾃﾚｵ・ﾍｯﾄﾞﾎﾝ（8 台） 

F009 

(兼自習室) 
24 台 

日本ＩＢＭ 

Think CentreA51 

CANON 

LBP3700 (2 台)

CANON（カラー） 

 LBP2510 (1 台)

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ 

ｽｷｬﾅ (共用 3台) 

ｽﾃﾚｵ・ﾍｯﾄﾞﾎﾝ（24 台） 

F108 

(兼自習室) 
24 台 

日本ＩＢＭ 

Think CentreA51 

CANON 

 LBP3700 (2 台)

CANON（カラー） 

 LBP2510 (1 台)

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ 

ｽｷｬﾅ (共用 3台) 

LL 関連機器 

ﾌﾞｰｽ・ﾍｯﾄﾞﾎﾝ（24 台） 

G203 

(兼自習室) 
40 台 

日本ＩＢＭ 

Think CentreS50 

CANON 

 LBP1820 (5 台)

CANON（カラー） 

 LBP2510 (1 台)

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ 

ｽｷｬﾅ (共用 5台) 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ（共用 4台） 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ（共用 3台）

IEEE1394 ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ 

Web ｶﾒﾗ（40 台） 

ｽﾃﾚｵ・ﾍｯﾄﾞﾎﾝ（40 台） 

J102 

(兼自習室) 
36 台 

日本ＩＢＭ 

 Think CentreS50 

CANON 

 LBP1820 (5 台)

CANON（カラー） 

 LBP2510 (1 台)

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ (2 台) 

ｽｷｬﾅ (共用 5台) 

Web ｶﾒﾗ（36 台） 

ｽﾃﾚｵ・ﾍｯﾄﾞﾎﾝ（36 台） 

J104 

(自習室) 
26 台 

日本ＩＢＭ 

Think CentreS50 

CANON 

LBP1820 (4 台)

ｽｷｬﾅ (共用 3台) 

Web ｶﾒﾗ（26 台） 

ｽﾃﾚｵ・ﾍｯﾄﾞﾎﾝ（26 台） 

J108 

(兼自習室) 
48 台 

日本ＩＢＭ 

Think CentreS50 
CANON 

 LBP1820 (6 台)

CANON（カラー） 

 LBP2510 (1 台)

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ 

LL 関連機器 

ｽｷｬﾅ (共用 6台) 

Web ｶﾒﾗ（48 台） 

ﾌﾞｰｽ・ﾍｯﾄﾞﾎﾝ（48 台） 

30 台 
日本ＨＰ 

 Compaq 6710b 

  

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ検索用

2台 

日本ＩＢＭ 

 Think CentreS50 

EPSON 

LP1300 (2 台) 

 

 

 

 

図書館 

CD-ROM＆OnLine 日本ＩＢＭ EPSON  
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DB 検索用 4台 ThinkCentreS50 他 LP1400 他 (3 台)  

蔵書検索(OPAC)

用 6 台 

COMPAC 

Deskpro DP P650 

CANON 

LBP1710 (2 台)

 

就職室 
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ検索用

8台 

富士通 

 FMV-6866CL7 

日本ＨＰ 

 Compaq 6710b 

EPSON 

LP1200 (4 台) 

ｽﾃﾚｵ・ﾍｯﾄﾞﾎﾝ（4 台） 

学内 32 台 
日本ＨＰ 

 Compaq 6710b 
  

 

ｂ．無線ＬＡＮ利用可能場所 

棟 教 室 等 棟 教 室 以 外 

Ａ  3F 廊下・大学院生自習室 Ａ  1F 事務室 2F 会議室 

Ｂ 

 BF 図書館学習室及び周辺 

 B202 中講義室 

 B203 中講義室 

Ｂ 

 1F 図書館全域、 2F 講師控室、 

 2F 第１会議室 

 2F 英語教育研究センター 

Ｃ  1F～3F 全教室 Ｄ 
 1F 軽食堂・信和会室・売店、 

 2F 学生食堂 

Ｆ 
 BF ラウンジ・廊下 

 1F 図書館内全域 Ｆ 

 F009 情報教室 

 BF 各教室(一部不可) 

 F107 LL 教室 Ｇ  2F 廊下 

Ｊ 
J206 体験学習室 

3F 廊下・研究室 

Ｋ 1F キリスト教センター 

Ｇ 

 G101 中講義室 

 G201 中講義室 

 G202 講義室 

 G203 情報教室 

 G301 大講義室 Ｌ 2F 学生ラウンジ 

Ｊ 

 J102 情報教室 

 J104 情報 AV 自習室 

 J108 情報メディア教室 

 J202 中講義室 

  J204 演習室 

  J205 演習室 

その他

Ａ～Ｄ間中庭 

Ｆ～Ｇ間中庭 

ハーブガーデン 

 

ｃ．貸出用無線ＬＡＮノートパソコン 

場  所 学生用設置台数等 機  種 備  考 

図 書 館 20 台 日本ＩＢＭ Think Pad X40 館内貸出用 
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20 台 Lenovo Think Pad T61 
ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 

20 台 富士通 FMV-BIBLO MG12D 他 
授業貸出用 

 

ｄ．導入ソフトウェア 

 J102/J108 F009/F108 G203 

Microsoft Windows Microsoft Windows Microsoft Windows 
OS 

XP Professional XP Professional XP Professional 

ソ

フ

ト

ウ

ェ

ア 

 Microsoft Office XP Pro 

 Internet Explorer 7.0 

 Real Player 

 Shock Wave 

 Flash Player 

 Photoshop Elements 

 DIRECTOR 7LITE 

 Homepage Builder 10 

 SPSS 

ウイルスバスター CE 他 

Microsoft Office XP Pro 

 Internet Explorer 7.0 

 Real Player 

 Shock Wave 

 Flash Player 

 Photoshop Elements 

Homepage Builder 10 

 SPSS 

 ウイルスバスター CE 他 

 

 Microsoft Office XP Pro 

 Internet Explorer 7.0 

 Real Player 

 Shock Wave 

 Flash Player 

Photoshop Elements 

 Homepage Builder 10 

 SPSS 

 Video Studio 

ウイルスバスター CE 他 

 J104 その他 

OS 

Microsoft Windows 

XP Professional 

Microsoft Windows 

XP Professional 

XP Home 

ソ

フ

ト

ウ

ェ

ア 

 Microsoft Office XP Pro 

 Internet Explorer 7.0 

 Real Player 

 Shock Wave 

 Flash Player 

 Photoshop Elements 

 DIRECTOR 7LITE 

 Homepage Builder 10 

 SPSS 

 Video Studio 

ウイルスバスター CE 

その他 

 Microsoft Office XP Pro 

  or 

  Microsoft Office 2003 Pro

  Internet Explorer 7.0 

  Real Player 

  Shock Wave 

  Flash Player 

 ウイルスバスター CE 

 その他 

  

 

③ 教員研究用情報設備等概略 
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研究室等 設置台数等 機 種 プリンタ ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ機器等 

B201 日本ＩＢＭ CANON 

(講師控室) 
6 台 

Think CentreS50 

Fujitsu 

 FMV-MG12D 

 LBP1820 (3 台) 

ｽｷｬﾅ (1 台) 

ｽﾃﾚｵ・ﾍｯﾄﾞﾎﾝ（3 台） 

 

 

日本ＩＢＭ CANON ｽｷｬﾅ (3 台) 

Think CentreS50  LBP3300 (1 台) ｽﾃﾚｵ・ﾍｯﾄﾞﾎﾝ（1 台） 

MAC  CANON（カラー）  

B206 

(英語教育 

ｾﾝﾀｰ) 

3 台 

iMAC MB325J/A  LBP5610 (1 台)  

日本ＩＢＭ CANON ｽｷｬﾅ (共用 1台) 

Think CentreS50  PM-3500C (1 台) ｽﾃﾚｵ・ﾍｯﾄﾞﾎﾝ（3 台） 

日本ＩＢＭ Fujitsu  

Netvista A30p GL-760E (1 台)  

日本ＩＢＭ CANON（カラー）  

F321 

(人文学部 

研究室) 

5 台 

 ThinkPad R31  LBP5700 (1 台)  

J213 

（人間社会

学部研究室） 

2 台 

日本ＩＢＭ 

Think CentreS50 

Epson 

 Offirio 

LP-1400 (2 台) 

ｽﾃﾚｵ・ﾍｯﾄﾞﾎﾝ（2 台） 

ｽｷｬﾅ (1 台) 

 

 F 棟・J棟 

教員研究室 
71 台 

日本ＩＢＭ 

ThinkPad G41 

日本ＩＢＭ 

Think CentreS50 

 

（71 台） 

 

 

＜ＩＣＴ教育研究設備環境＞ 

① マルチメディア設備：Ｂ202・Ｂ203・Ｃ302・Ｇ101・Ｇ201・Ｇ301・Ｊ202 

タブレット・ディスプレイ、タッチパネル方式音響映像操作卓(特型)、教員用ＰＣ、

ＶＴＲ、ＤＶＤ、ＭＤデッキ、カセットデッキ、書画カメラ、液晶プロジェクター、

電動スクリーン（100 インチ～150 インチ)他 

Ｇ101・Ｊ202：電動旋回ビデオカメラ、簡易型授業収録システム一式他 

② 情報メディア設備（学生ブース数）：Ｊ108（48）、Ｆ108（24） 

ＣＡＬＬ（Computer Assisted Learning Laboratory）システム一式他  

③ ＬＬ設備（学生ブース数）：Ｊ103（48）、Ｆ107（34） 

④ 情報ＡＶ自習室：J104（パソコン 26、ＡＶブース 13） 

⑤ Ｃ棟 10 教室移動式マルチメディア設備（Ｃ205・Ｃ302 を除く全教室） 

書画カメラ機能付プロジェクター、ノートパソコン、ＶＨＳ／ＤＶＤデッキ、スピー
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カーを移動式ワゴン内に常設。スクリーン、無線ＬＡＮアクセスポイント。 

⑥ その他の一般教室、演習室 

モニターＴＶ・ＶＨＳデッキ・ＤＶＤデッキ常設 

  

3) 情報インフラおよびＩＣＴ活用教育研究施設設備の利用状況 

 

＜情報・視聴覚関連教室の使用状況（科目数/週コマ数）＞ 

① 情報教室（Ｊ102・Ｆ009・Ｇ203） 

開講科目例：情報科学基礎、情報科学応用、ビジュアルコミュニケーション、 

         Ｗｅｂデザイン、プレンゼンテーション技法、韓国語、他 

2007 年度 2008 年度 2009 年度 
 

春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 

科目数 15 16 19 10 14 10 

週コマ数 29 29 30 19 24 19 

 

② 情報メディア教室（Ｊ108・Ｆ108） 

開講科目例：情報科学基礎、英語ＬＬ実習、Internet English、対照言語学、他 

 2007 年度 2008 年度 2009 年度 

 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 

科目数 10 11 9 9 14 14 

週コマ数 27 30 27 25 25 25 

 

③ マルチメディア教室（Ｂ202・Ｂ203・Ｃ302・Ｇ201・Ｇ301） 

開講科目例：キリスト教美術、キリスト教音楽、平和研究入門、心理学、映像文化、

人間環境基礎演習、都市地理学、メディア社会学、就職講座 

2007 年度 2008 年度 2009 年度 
 

春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 

科目数 69 63 64 60 67 65 

週コマ数 74 69 69 64 74 70 

 

④ 授業収録システム付マルチメディア教室（Ｇ101・Ｊ202） 

開講科目例：キリスト教学入門、統計学、平和研究入門、社会福祉入門、 

         持続可能社会論、インターンシップ入門、ビジネスマナー 

2007 年度 2008 年度 2009 年度 
 

春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 

科目数 34 29 32 23 32 22 
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週コマ数 35 30 32 24 33 24 

 

＜情報環境利用者状況＞ 

① アカウント配布状況 

学 生：在籍者全員(100％)に 1年次必修科目「情報科学基礎Ⅰ」にて配布 

    file-server 利用容量上限 250ＭＢ 

教職員：専任教員全員(100％) 専任職員全員(100％) 

    非常勤教員・非常勤職員希望者のみ 

    file-server 利用容量上限 2ＧＢ 

② 教員研究室 

2002 年より全教員研究室にノートＰＣ・プリンタ設置 

ノートＰＣは無線ＬＡＮ設定により、学内ほぼ全域で KEISEN-NET 利用可能 

③ メディアセンターの学生・教員利用状況 

学生のパソコン・視聴覚機器・教材の自習等利用件数と教員のパソコン・視聴覚機器・

教材の利用依頼件数 

 2001 年度 2006 年度 2007 年度 2008 年度 

PC 28,078 47,866 44,002 40,252

AV/LL   896   578  324   450学生 

小計 28,974 48,444 44,326 40,702

PC －   79     91    205

AV/LL 2,055   622  739    780教員 

小計 2,055   701   830   985

合計 31,029 49,145 45,156 41,687

2001年度を100とし

た増加率 
100% 158% 146% 134% 

 

 

4) メディアセンターにおける学生支援体制 

① 自習環境 

学生が主として情報や語学関係の授業を自習するため、ネットワークに接続されたパ

ソコンとビデオデッキ・ＬＬブースレコーダ等の各種マルチメディア機器や、各種語学

検定（英語検定・TOEFL・TOEIC・日本語検定など）を中心とした LISTENING 教材等が設

置されている。これらは情報収集やレポート作成など一般の科目の自習や卒論執筆など

にも幅広く利用されている。 

TOEIC のネットワーク対応ソフトがあり、学生は学内のどのパソコンからも学習できる

ようになっている。 
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情報・ＡＶ自習室の開室時間は以下の通りである。 

 月・火・水・金  8：50～18：00 

 木   8：50～18：30 

夏休みなどの休暇期間中においても、保守点検日などを除き、平日は開室している。 

② パソコンヘルプデスク 

自習室には担当スタッフが常駐し、パソコンについての相談から卒論や発表などに使

用する資料の検索までいろいろなサービスを提供している。 

また授業期間の 5限には学生アルバイト（Student Assistant）を配し、学生が利用し

易い環境作りを工夫している。 

③ 無線ＬＡＮ利用 

学生が学習研究に情報技術（ＩＴ）を積極的かつ効果的に活用できるよう、キャンパ

ス全体に無線ＬＡＮのアクセスポイントを設置している。これにより、各自が所有する

ノートパソコンを使用して、学内ＬＡＮやインターネット・Ｅメールを自由に利用する

ことができる。 

無線ＬＡＮの認証には、ＯＳや機種に依存しないＷＥＢ認証システムを採用している。

学生・教員は申し込めば個人所有のノートパソコンにメディアセンターで設定を行なう。

その際、希望者には大学所有のウィルス対策ソフトのインストールも実施する。 

④ 学生用ノートパソコンの整備 

2001 年度に学内三省堂書店で大学推奨機を含む数機種のノートパソコンの販売を開始

したが、ＯＳや機器の多様化に対応できず数年で中断していた。無線ＬＡＮ認証システ

ムを更新し、学内の無線ＬＡＮ環境が当時に比べて格段に向上したことと、人間環境学

科が学科専門科目「統計学」を再度必修化することから、人間環境学科では 2010 年度よ

り学生用ノートパソコンの紹介を行う。併せて学内で学生が利用できるノートパソコン

の整備も進めている。また学生がノートパソコンを購入するための短期奨学金（購入費

用の一部を無利子貸与）制度も整備されている。 

⑤ パソコン講習会 

2004 年度から学生対象パソコン講習会（Word 中級、Excel 中級、PowerPoint 入門）を

各セメスターに実施し、論文作成や課題発表に役立つと同時に社会に出てからも充分に

対応できるように情報教育支援を行っている。 

また 2005 年度カリキュラムより新設されたキャリアデザイン科目群の情報関連科目

(｢情報科学応用Ａ｣｢情報科学応用Ｂ｣他)の開講に伴い、2006 年度には、Microsoft Office 

Specialist（Excel/Word）の試験会場校となり、対策講座と合わせて、本学の学生が使

い慣れた環境でパソコンの検定試験が受験できる体制を整えている。 

年間の受験者数の推移は以下のとおりである。 

 2006 年度 2007 年度 2008 年度 

受験者数（延） 43 名 85 名 106 名 
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対策講座受講者の合格率は 95％を超え極めて高く、就職支援にも役立つので学生には

大変好評で、2009 年度の受験者数は春学期だけで 130 名となっており、年間の総受験者

数は 250 名を超える予定である。 

 

 

第 2 項 キャンパス・アメニティ等 

 

・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 

 

本学は 1988 年に緑豊かな東京郊外の多摩市に設立され、公園と雑木林に囲まれた環境に

ある。この環境を生かすために校舎の色彩、形状、植栽等を十分に検討した。その結果が

1988 年の「公共の色彩賞」の受賞につながっている。その後 20 年の間にＪ棟、Ｋ棟、Ｌ棟

と校舎を建築したが、いずれも既存の校舎に配慮し、全体のバランスが保持されている。

また、植栽については学園の事業部である恵泉園芸センターが全体計画を設計し、これが

維持されている。基本的なキャンパス・アメニティは既に形成されているが、学生の要望

や時間の経過に対応するために、絶えざる検討・改善は必要であろう。このための体制と

しては、学生委員会が信和会（学生自治会に相当）・事務局学生課を通してニーズを把握し

て全体を統括している。 

 

 

・「学生のための生活の場」の整備状況 

 

「学生のための生活の場」の主だった施設としては、以下のものがある。 

 

施設名 面 積 収容人数 用途等 

学生食堂（D棟） 495.0 ㎡ 480 名  

軽食堂（D棟） 150.0 ㎡ 75 名  

学生ラウンジ（L棟） 230.8 ㎡ 180 名  

学生ラウンジ（FG 棟） 201.0 ㎡ 150 名  

信和会室等 97.0 ㎡ － 3 室 信和会室・学園祭委員会室・留学生室 

クラブ部室 360.0 ㎡ － 20 室 他に多目的ホール 

チャペル 233.4 ㎡ 228 名  

 

学生食堂は外部業者によって軽食堂とともに運営されている。またＦＧ棟ラウンジでは、

弁当や軽食の販売が行われている。Ｌ棟ラウンジは学生食堂に隣接し、購入した食事を持

って移動することも容易である。これらの施設は学生の昼食時以外も開放されており、学
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生が自習に利用したり、談笑したりする姿が見られる。また、学生食堂を含めたこれら施

設や校舎内のエントランス等の空間には、学生が自由に利用できる学内ＬＡＮに接続され

たＰＣ70 台が配置されている。 

 学生自治会、学園祭実行委員会、留学生会には学生厚生施設であるＤ棟に個室が与えら

れており、学生活動の中心となっている。Ｄ棟には売店もあり、書籍、文房具等が購入で

きる。クラブ部室はグラウンドの周りに 20 室あり、公式クラブには 1室ずつ割り当てられ

ている。 

 チャペルでは聖歌隊・ハンドベルの活動が学生の課外活動として行われている。卒業式、

入学式、クリスマス礼拝などの奏楽を担当すると同時に、コンサートを開催したり、外部

に客演することもある。また、パイプオルガンの指導も行われており、上達した学生は毎

日の礼拝で賛美歌の伴奏の奉仕を行っている。 

キャンパスにはハーブガーデン、ロックガーデン、シェードガーデン、三日月ガーデン、

時計台下花壇等の花壇のほか、コンテナやハンギング・バスケットなどが飾られ、四季折々

の花が楽しめる。「園芸」を教育理念の一つとする本学ならではの美しいキャンパスとなっ

ている。このキャンパスのあちこちにガーデンチェアやベンチが散在し、学生は思い思い

に時を過ごすことができる。また、キャンパスに隣接する自然観察林は里山の風景を残す

貴重な自然であるので、 低限の整備を行い、自由に散策できるようにしている。 

 学生の生活の場として整備された諸施設や教室等のラウンジ的空間には小さなカウンタ

ーと椅子と自由に利用できるパソコンを 32台配置して学生が自由に利用できる環境を整え

ている。このほかに図書館に 30 台、キャリアセンターに 8台の学生用パソコンが配置され

ている。 

 女子大ということもあり、校舎は創立 20年がたった現在もきれいな状態が保たれている。

現在は全教室冷暖房が完備されている。トイレは 2007 年度より便座のウォッシュレット化

を進めている。また、本年度より就職活動中の学生がよく利用するキャリアセンター脇の

トイレからフィッティングルーム化（身だしなみを整えるための設備や広さを持った空間）

を進めている。 

 通学での乗用車利用は認めておらず、学生用の駐車場はないが、 寄りの多摩センター

駅からはスクールバスを運行して学生の通学の便を図っている。8 時から 20 時の間に、5

台の大型バスで約 90 便運行している。また、自転車用の駐輪場は 100 台駐輪が可能である。

ここに、学生貸出用の自転車も 5 台配備されており、コミュニティ・サービス・ラーニン

グやボランティア活動で近隣施設等を訪問する際に利用ができるようになっている。 

 学内は開学当初は全面的に禁煙であった。これは 20 歳以下の学生が中心の短期大学とキ

ャンパスを共用していたためである。短期大学廃止後もキャンパス内は原則禁煙が続けら

れているが、キャンパス周辺での喫煙問題や喫煙者の権利の尊重などの観点から、屋外に

一箇所喫煙スペースが設置されている。 

 

 

 215 



第 10 章 施設・設備 

・大学周辺の「環境」への配慮の状況 

 

大学周辺及び地球環境への配慮はエコキャンパスの推進という形で展開されている。エ

コキャンパスの推進に当たっては学生も含めたエコキャンパス委員会を置き、学生の声を

聞くとともに学生の環境教育の実践の場として活用している。以下にエコキャンパスの概

要を記述する。 

①雨水利用 

Ａ棟・Ｂ棟・Ｃ棟・Ｄ棟の屋根に雨水溝を設置し、地下に貯水している。その雨水を

トイレや植物用の灌水に活用することで上水の利用を節減している。 

②太陽光発電システム 

   環境対策の一環として、太陽光を変換して発電させる「太陽光発電システム」を導入

している。Ａ棟及びＢ棟、Ｄ棟の屋根に 90 キロワットの発電装置を設置し、総電気量

550 キロワットの契約をし、節電に寄与している。この発電状況はＡ棟事務所前にある

パネルで、現在の発電電力量と月間、日々の発電電力量を表示し、学生の環境意識を

高めている。 

   ③資源ごみの活用システム 

 大学内で発生する資源ごみ（紙、ダンボール、新聞等）を、リサイクル施設を持つ社

会福祉法人に毎週 1 回提供している。リサイクル後に学内用トイレットペーパーとし

再利用されている。 

④環境配慮型スクールバス 

   大学は開学以来地域住民の交通手段に影響を来たさないようにスクールバスを導入し

てきた。学生の通学、教職員の通勤に活用している。使用するバスは順次環境配慮型

の車両に更新し、現在は、ハイブリットバス 1 台、圧縮天然燃料使用バス 2 台、低床・

アイドリングストップバス 2 台、車椅子対応リフト付マイクロバス 1 台、植物油活用

のマイクロバス 1台の計 7台である。 

 ⑤その他の施設改善等 

   地球温暖化への対策として、屋上緑化や冷暖房効果（遮光フィルム、インバーター装

置、電力オンデマンド装置など）の改善等を実施している。 

 

 

第 3 項 利用上の配慮 

 

・施設・設備面における障がい者への配慮の状況 

 

本学は開学当初から障がいの有無を入学資格とすることなく、すべての受験希望者に門

戸を開いてきた。1990 年には視覚障がいを持つ学生が入学し、必要に応じ順次施設・設備

面でのバリアフリー化を進めている。現在の状況は以下のとおりである。 
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障がい者向け駐車スペースのキャンパス内確保 

スロープの設置（駐車スペースからエントランス、エントランスから図書館） 

車椅子対応リフト付マイクロバス（スクールバスとして運行） 

車椅子用トイレの設置（教室棟 2箇所、チャペル） 

自動ドアの設置（Ｃ棟入口、Ｊ棟入口、図書館入口および事務所入口） 

エレベーターの設置（Ａ棟、Ｆ棟、Ｊ棟、チャペル） 

点字室の設置（点字用ＰＣ、点字プリンター、点字図書等を配置） 

点字ブロックの設置（スクールバス乗降場から各校舎） 

点字テープの貼付（各教室・教員研究室等） 

弱視者のための蛍光スタンドの教室配備 

拡大読書器の図書館配備 

 

 

・キャンパス間の移動を円滑にするための交通動線・交通手段の整備状況 

 

大学キャンパスは多摩南野校地のみであり、キャンパス間の移動はない。キャンパスへ

のアクセスとしては 寄りの多摩センター駅からバス利用となる。1988 年大学開設当初は

民間の路線バスを利用していたが、隣接する都立高校の生徒と本学学生の利用が重なる時

間帯は路線途中の利用者が利用できなくなるなどの問題が生じ、本学は 1989 年より順次ス

クールバスを導入し、現在は上述のとおり、環境に配慮したスクールバス 6 台、1 日 90 便

を運行して、学生の交通手段としている。 

 スクールバスはリース形式で導入し、運行を小田急バスに委託している。 

 

 

第 4 項 組織・管理体制 

 

・施設・設備等を維持・管理するための責任体制の確立状況 

 

学園の施設・設備等の維持・管理については「恵泉女学園固定資産及び物品管理規程」

ならびに「恵泉女学園固定資産及び物品調達規程」により原則が定められている。 

学園全体の管理総括責任者は理事・法人事務局長である。そのもとに各部局の管理責任

者があり、大学の管理責任者は学長である。大学では学長の委任を受けて管理事務責任者

である大学事務局長が管理業務を行う。大学にあっては事務局長のもとで庶務課管財担当

（職員 1名、嘱託 1名）が維持管理業務を行っている。 

 

 

・施設・設備の衛生・安全の確保を図るためのシステムの整備状況 
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施設・設備の衛生・安全管理は庶務課が担当し、日常的な安全管理（警備を含む）・清掃

業務・軽微な修繕等は常駐する業者に委託している。 

 警備は朝 7：00 から夜 10：00 までは警備員 3名による有人警備で、正門守衛所における

入構管理と学内の巡回警備を行っている。裏門他には監視カメラを設置している。22 時以

降は機械警備に切り替わる。清掃及び営繕業務には 3 名が常駐し、学内全般の清掃・営繕

を行っているが、その監督の下で授業終了後、10 名強のアルバイトによる教室の清掃が行

われ、清潔なキャンパスを維持している。小規模な大学であるため、警備・清掃担当者、

スクールバス運転手と教職員・学生との信頼関係も高く、学園祭には彼らによる写真展な

ども出展されるほどである。 

防火・防災については、消防計画を策定し、防火管理者と防火管理委員会によって、定

期の防災訓練と災害用備蓄品の確保等の点検を行っている。また、各教室に避難場所（学

内グラウンド）への経路を示した地図を掲示しており、その経路を基に学生、専任・兼任

教職員全員による避難訓練を実施している。 

 

 

【点検・評価】 

 

 現状の施設・設備の整備状況は大学設置基準を上回り適切な状況にある。また、教育農

場や自然観察林の整備、エコキャンパス化など持続可能型社会の実現に向けてのさまざま

な試みを施設・設備においても実践していることは評価に値する。また、校舎のバリアフ

リー化も学生の受入状況や社会への開放状況にあわせて適切に整備されていることも評価

できる。 

 情報処理施設等ＩＣＴを活用した教育研究に対応する支援体制については、『平成 20 年

度版私立大学情報環境白書』（私立大学情報教育協会）の「女子大学グループ情報化ランキ

ング」において、以下のようにランキングされた（括弧内は平成 17 年度の順位である）。 

 

情報機器・施設ランキング  加盟女子大学 45 大学中  5 位（9位） 

教育へのＩＴ活用ランキング  加盟女子大学 45 大学中  8 位（16 位） 

トータルランキング   加盟女子大学 45 大学中  9 位（14 位） 

 

これを見ると本学の情報機器・施設設備の状況は、他大学に比べても優れていることが

わかる。また、大きな課題であった「情報技術を利用した授業の充実」についても、この 3

年で順調に推進されてきていることが確認できる。 

 

施設・設備に関する問題点としては、2点挙げられる。1点目は新規に取得した旧南野高

校施設の有効利用の遅れである。将来計画委員会が検討を行い、一部利用が始まっている
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ものの、全体的な利用計画はまだ策定されていない。また、中期的な施設・設備の整備計

画が策定されていないことも問題である。大学開設が 1988 年と新しいことから、これまで

は増築や施設の一部更新で対応できたが、今後施設・設備の老朽化への対応が大きな課題

となってくる。このためには中期的な施設・設備の整備・更新計画の策定とそれを執行す

るための財務的裏づけが必要である。 

 

 

【具体的な改善策】 

 

 エコキャンパス化については学生の教育との連携によって、キャンパスの教材化などを

行い、利用者の意識啓蒙を図ることが取組の伸長に効果的である。2010 年度にエコキャン

パス委員会と人間環境学科で具体的な方策を検討する。 

ＩＣＴの活用に関しては、現状の高水準の状況を確保しつつ、教育的な効果を検証する

ための調査が必要である。メディア課と図書・情報委員会、ＦＤ委員会において教員の利

用状況・事例等の調査を行うとともに、教育効果検証のための方策を 2010 年度に行う。 

 

中長期計画の策定が 重要の課題である。学長と将来構想委員会を中心に大学が教育の

中長期計画を策定して理事会に提案し、学園の中長期計画に組み込むことが求められる。

2009 年度内に将来構想委員会を強化し、2010 年度には理事会との協議を開始する。また、

2010 年度早期に専門家による施設・設備の耐久診断を行い、設備の保守・更新計画の策定

資料とする。 
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【到達目標】 

大学における重要な使命である教育研究を支える学術的施設として、図書・学術雑誌・電

子媒体等を、本学の教育理念に沿った選書システムの構築も視野に入れて、体系的に収集

する。学生・教員に対する図書館サービスの向上を図り、将来的には地域の生涯学習も支

援できるよう環境を整備して、図書館が学内および地域の学術情報提供機関として機能す

ることを目指す。 

 
目標を達成するための措置： 

・図書館の施設・設備を充実させる。 

・図書・学術雑誌・電子媒体資料を、本学の教育理念に沿った選書システムの構築も視野

に入れて、体系的に収集する。 

・広域な学術情報ネットワークと連携し、学生、および教員に対する学術情報の提供と利

用サービスの向上を図る。 

・地域の生涯教育を支援する図書館の在り方を検討する。 

 

 

【現状の説明】 

 

第 1 項 図書、図書館の整備 

 

・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系的整備とその量的整

備の適切性 

 

（１）図書館資料の収集 

図書館は、研究および教育を支援する基盤的施設であるために、研究図書館および教育

図書館の両機能を果たすことが求められている。本学図書館が収集する資料は、図書、学

術雑誌、新聞、電子媒体資料等であるが、専任教員が各学部や学科・大学院研究科の教育・

研究に必要な資料の選書を行っている。選書方針として教育・研究に必要なものを優先さ

せているが、この数年キリスト教学、平和学、マイノリティー論、ジェンダー論などの蔵

書の体系化も目指してきた。全学的に必要とされる基本資料、学生用資料は図書館員も選

書を行い、また学生の希望も取り入れている。 

資料①に 2006 年度から 2008 年度における図書館資料購入費を示した。 

 

資料① 図書館資料購入費 
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 2006 年度 2007 年度 2008 年度 

資料費総額 27,326,071 29,277,452 29,304,548

図書購入費 14,894,580 15,616,568 16,448,039

新聞・雑誌等 8,904,716 9,209,023 8,699,958

電子ジャーナル等 3,526,775 4,451,861 4,156,551

 

本学図書館が所蔵する資料総数は資料②の通りである。（表 41） 

 

資料② 図書館所蔵資料総数（2008 年度） 

蔵書冊数 142,761 冊

製本雑誌 7,122 冊

雑誌（2年以上保存） 1,054 タイトル

新聞 24 タイトル

ビデオ・ＤＶＤ 499 タイトル

マイクロフィルム 62 タイトル

マイクロフィッシュ 5 タイトル

ＣＤ－ＲＯＭ 47 タイトル

契約オンラインデータベース 8 タイトル

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 図書資料 

本学図書館では、新刊雑誌を一階雑誌コーナーに、新聞を一階カウンター近くに、参考

図書・哲学・宗教・歴史・芸術関係を一階メインフロアーに配架している。社会科学・自

然科学・文学・語学関係資料は地階に配架している。収蔵スペースの狭隘化に伴い、中国

語・韓国語は一階第二閲覧室に配架している。 

図書館が所蔵する図書の分類別比較表は資料③のとおりである。 

 

資料③ 図書館所蔵図書分類（ＮＤＣ）別集計 

内国書 外国書 合計 
分類ＮＤＣ 

冊数 比率% 冊数 比率% 冊数 比率% 

総記   000 5,039 5% 1,016 3% 6,055 4%

哲学   100 12,075 11% 3,390 11% 15,465 11%

歴史   200 15,464 14% 2,872 10% 18,336 13%

社会科学 300 28,296 25% 5,732 19% 34,028 24%
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自然科学 400 5,600 5% 440 2% 6,040 4%

工学   500 2,937 3% 413 1% 3,350 2%

産業   600 2,702 2% 268 1% 2,970 2%

芸術     700 6,235 5% 666 2% 6,901 5%

語学   800 8,056 7% 3,367 11% 11,423 8%

文学   900 26,134 23% 12,059 40% 38,193 27%

合  計 112,538 100% 30,223 100% 142,761 100%

 

図書総冊数のうち、外国書の占める割合は 21.2％である。外国書総冊数（30,223 冊）の

中で、文学関係が 40％を占めているが、これは本学図書館が世田谷キャンパスにあった恵

泉女学園短期大学英文学科図書館を 1986 年に多摩に移転して多摩図書館となったために、

蔵書構成比において、英米文学書の占める比率が極めて高かったことによる。他方、社会

科学および自然科学の分野の外国書の占める比率が極めて低い。1988 年大学が新設されて

以降、2 学部 5 学科となったが、社会科学・自然科学の分野の外国書の受け入れが少なか

ったことを示している。 

本学図書館では、より幅広い選書が行われることを目指す一方で、以下に示すようにこ

の数年にわたり、本学の教育理念に沿った分野の図書資料を重点的に収集してきた。 

  平和学関連： 

    国際検察局(IPS)尋問調書 全 52 巻        2,324,2727 円 

    朝鮮総督諭告  全 7 巻              126,000 円 

  マイノリティー、人権論、ジェンダー論関連： 

    性暴力問題資料集成   全 26 巻           630,000 円 

    知的・身体障害者問題資料集成 全 16 巻        420,000 円 

    愛護：日本精神薄弱児愛護協会機関誌 全 16 巻     63,000 円 

    廓清    全 33 巻                 504,000 円 

  ハンセン病関連： 

    近現代日本ハンセン病資料集成   全 18 巻      472,500 円 

    植民地下におけるハンセン病資料集成 全 5巻     106,575 円 

 

2) 学術雑誌 

新着雑誌を一階入口近くの雑誌コーナーに、一年以上前のバックナンバーは地階の集密

書架に収めている。2009 年 5 月 1 日現在、所蔵している雑誌タイトル総数 1,054 誌のうち

外国雑誌は 214 タイトルであり、雑誌全体に占める比率は 20.3％である。雑誌は図書館資

料費予算で購入しているが、特に外国雑誌は購読料が高額のものが多く、専門性が高く利

用の限られた雑誌に関しては、教員の個人研究費による購読を要請せざるを得ないのが現

状である。 
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 大学紀要に関しては、図書館で保存すべきか、学部研究室で保存すべきかを、学部教授

会で教員の希望をとり、図書館保存希望の紀要を、第二閲覧室に配架している。 

 

3) 視聴覚資料および電子媒体資料 

視聴覚資料（ＤＶＤ、ビデオ）499 タイトルを一階入口カウンター近くに配架している。

これらの視聴覚資料は、図書館地階のビデオルームで視聴できる。本学の主要な視聴覚資

料は、メディア課ＡＶライブラリーに 1万タイトル収蔵してあり、メディア課が管理して

いる。これらは教育利用目的の視聴覚資料であり、図書とは利用形態が異なるためメディ

ア課で管理してきたが、図書館の管理システムで集中管理する方向で作業を進めている。 

 マイクロ資料は、マイクロフィルム 62 タイトル、マイクロフィッシュ 5タイトル、ＣＤ

－ＲＯＭ47 タイトルがある。近年ＣＤ－ＲＯＭやオンラインデータベース等の電子媒体資

料が急増しており、多くの一次資料や参考図書が電子化され、膨大な量の資料を狭いスペ

ースで所蔵することが可能となった。 

 

（２）図書の受け入れ状況 

過去 3 年間の図書受入冊数（雑誌・視聴覚資料を除く）は、2006 年度 3,223 冊、2007

年度2,840冊、2008年度2,889冊である。2007年度末の蔵書冊数は139,937冊（和書109,895

冊、外国書 30,042 冊）となった。「文部科学省学術情報基盤実態調査平成 19 年度」（以後

「実態調査」とする）によると、私大平均は 303,321 冊（外国書平均 90,139 冊）となって

おり、この数字と比較してみると、全体で 163,384 冊、外国書で 60,097 冊本学図書館の蔵

書冊数は下回っている。2008 年 5 月 1 日現在の学生・院生・聴講生総数（1,901 名）で算

出した学生一人あたりの蔵書冊数は 73.6 冊である。実態調査での全国私大平均は      

76.7 冊となっており、これらの数値からも、本学図書館における蔵書冊数は量的には十分

とは言えない状況にあると言える。 

蔵書構成と同様に、外国書の年間の受入冊数が少なく、学生が外国書を避ける傾向も見

られるとはいえ、大学図書館としてはある程度の受け入れが必要であると思われる。 

 

 

・図書館の規模、開館時間、閲覧室の座席数、情報検索設備や視聴覚機器の配備等、利用

環境の整備状況とその適切性 

 

（１）図書館施設の規模 

図書館本館は大学本館Ｂ棟東側に位置し、隣接性の点では望ましい配置といえる。総床

面積 1,645 ㎡で一階および地階からなっている。一階閲覧室は入口カウンター近くに新着

雑誌コーナー、新聞コーナーと、参考図書・哲学・宗教・歴史・芸術関係を収容した開架

書架を設置している。一階西側には、図書館業務のための施設（事務室・職員休憩室）が

併設されている。 
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一階奥からゆるやかなスロープを通じて第二閲覧室が設置されている。この第二閲覧室

の南側には、利用指導室・教員閲覧室兼新聞史料室・点字室/対面朗読室が配置されている。 

地階閲覧室は、社会科学・自然科学・文学・語学関係を収容した開架書架と雑誌バック

ナンバーを収容した電動集密書架が配置されている。さらに地階にはグループ学習室とビ

デオルームを配置している。グループ学習室には 12 名程度の学生が利用できる共同学習用

の閲覧机を設置している。 

地階西側に、新聞資料を収蔵する倉庫があるが、図書館収蔵能力が限界に近く、応急的

な措置として、2009 年 8 月大学本館Ｆ棟の地階一画に閉架書架を増設した。古いバックナ

ンバーの雑誌類などをこの集密書架に収蔵している。 

 

（２）機器・設備の整備状況  

 本学図書館は、2004 年 1 月より、図書館管理システム「ＬＩＭＥＤＩＯ」によって管理

されている。利用者端末は、一階閲覧室に 4台､地階閲覧室に 2台設置されている。業務用

端末は 11 台、サーバーを 4台（ＯＰＡＣ用、業務用、アプリケーション用、文書管理用各

1台）を設置している。 

 一階カウンター近くに、インターネット専用ＰＣを 2台、データベース検索専用ＰＣ１

台を設置している。利用指導室にも、プロジェクター一式とＰＣ一台を設置し、図書館司

書が学生への利用指導に用いている。点字室には、視覚障害者用読み上げＰＣ2台のほか、

点字プリンター1台も設置している。 

 閲覧室キャレルに固定したノートＰＣ20 台のほか、館内貸出用ノートＰＣ20 台もある。

各閲覧室では、無線ＬＡＮが完備されており、メディア課で手続きを行えば、学生個人の

ノートＰＣを学内ＬＡＮ経由でインターネットに接続することも可能である。館内貸出Ｐ

Ｃは極めて高い頻度で貸し出されており、2008 年 7 月では 1 日に 71 台貸し出されている

（2008 年 7 月 6 日）。 

 視聴覚資料の所蔵状況はすでに述べたが、地階ビデオルームには、ＤＶＤ・ビデオ等の

視聴ブースとして、ビデオブース 10 台が設置されている。複写機は、カウンター近くに１

台設置している。利用者には、著作権の遵守を要請する案内掲示を行っている。 

 

（３）学生閲覧座席数、開館時間、貸出等  

閲覧総座数は、188 席でうちキャレルが 34 台である。学生収容定員数（2008 年度 1,744

名）に対する座席数の割合は 10.8％である。（表 43） 

本学図書館利用者は、専任教職員、非常勤教職員、大学院生、学部学生（交換留学生を

含む）、研究生、科目等履修生である。資料④は開館時間を示している。 

 

資料④ 開館時間 

開館時間（月～金） 8：45―19：00 
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    （土） 9：00―13：30 

夏期・冬期・春期休暇中（月～金） 

 ただし 8月中は火・水・木開館 

 9：00―17：00 

 9：00―15：30 

 

学期期間中は土曜日を開館しサービスの提供を行っているが、長期休暇期間中は、土曜

日は閉館としている。春学期、秋学期試験期間と卒業論文提出前には、開館時間を 19 時

45 分まで延長している。（表 42） 

 公開講座受講生やキャンパス見学者など来学者は、入館および閲覧は可能であるが、地

域への一般開放・貸出は行っていない。資料⑤は貸出冊数および貸出期間である。 

 

資料⑤ 貸出冊数・貸出期間 

学期期間中 長期休暇期間中  

冊数 期間 冊数 期間 

専任教員 99 返却日 年 2回（7月末・1月末） 

非常勤教員 99 1 ヶ月 99 休暇期間中 

職員 99 1 ヶ月 99 休暇期間中 

学生(1～3 年生) 

   (4 年生) 

10 

15 

2 週間 

1 ヶ月 

15 

15 

休暇期間中 

休暇期間中 

大学院生 40 2 ヶ月 40 休暇期間中 

 

図書館利用者は、夏期・冬期・春期の長期休暇中は、通常の学期期間中より優遇された

貸出ができる。専任教員に関しては、返却日を年 2 回（7 月末と 1 月末）とし、返却シス

テムを単純化した。 

 本学図書館の利用状況は資料⑥の通りである。 

 

資料⑥  図書館利用状況 

 2006 年度 2007 年度 2008 年度 

入館者数 71,930 75,038 81,918 

館外貸出冊数 18,472 20,587 26,155 

開館日 237 251 246 

 

2008 年度の開館日数は 246 日で、入館者数は 81,918 名である。 

 図書館ネットワークに関しては、従来から日本図書館協会、私立大学図書館協会等に加

盟し、図書館司書が各種研究会や研修会に参加している。 

 

（４）図書館利用者に対する利用上の配慮等について 
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 本学図書館におけるレファレンス業務は、情報提供業務および利用指導業務がある。情

報提供業務は、基本的にはカウンターにおいて、電子媒体資料も含むさまざまなレファレ

ンス資料を用いて必要な情報や情報源を提供する業務であり、レファレンスサービスの根

幹とも言える。 

利用指導業務として、利用案内や OPAC、データベースの利用指導、および文献検索指導

を行っている。新入生対象のライブラリーツアーは 4月入学式直後に行っている。この他

に、図書館の基本的な利用法を習得させるために、1 年生の教養基礎演習を対象とした図

書館利用指導を行っている。1 年生全員に図書の利用方法を習得させることを目指してい

る。2年生には、新聞・雑誌記事の探し方を中心とした利用指導を、3年生 4年生にはゼミ

を対象に、卒論執筆のための文献の検索法などの指導を、担当教員の要望に応じて随時行

っている。資料⑦は 2006 年度から 2008 年度までの利用指導実績を示している。 

 

資料⑦  利用指導実績 

教養基礎演習 2～4年授業 合計 
利用指導 

回数（回） 人数（名） 回数（回） 人数（名） 回数（回） 人数（名）

2006 年度 26 267 16 247 42 514

2007 年度 16 233 16 259 32 492

2008 年度 14 315 23 207 37 522

合   計 56 815 55 713 111 1,528

 

本学図書館には、独自に作成した二種のレファレンスツールがあり、有効な利用サービ

ス機能を果たしている。コンテンツ・シート・サービスとパスファインダーである。コン

テンツ・シート・サービスは、利用頻度の高い雑誌に関して、目次をコピーし合冊ファイ

ルとして最新号の後ろに置いている。パスファインダーは、特定のテーマに関して、本・

雑誌やその他の資料などから情報を探す方法を記載した小冊子である。 

ウェブサイトには、指定図書リストや図書館報、新着図書の紹介などをしている。さら

に、国立情報学研究所の学術コンテンツ・ポータルを利用して、本学の紀要論文の全文を

提供している。また、図書館員の作成したコラムを掲載している。 

 

 

第 2 項 情報インフラ 

 

・学術情報の処理・提供システムの整備状況、国内外の他大学との協力の状況 

 

（１）学術情報の処理・提供システムの整備状況 
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本学図書館では、1996 年 4 月、国立情報学研究所のネットワークに加入し、同年 8 月

NACSIS-CAT（国立情報学研究所目録所在情報サービス）を利用して、新規受入資料および

遡及のデータベース化に着手した。これにより、他大学図書館等と書誌情報資源を共有す

ることにより目録作業の省力化および効率化を図ってきた。2001 年 4 月には NACSIS-ILL

（国立情報学研究所相互協力システム）に加入したため、より円滑な資料の複写依頼、現

物貸借ができるようになっただけでなく、他図書館へのサービス提供も積極的に行えるよ

うになった。 

図書館システムは、機器のところですでに述べたが、2004 年 1 月より、図書館管理シス

テム「ＬＩＭＥＤＩＯ」によって管理されている。現在、14 万冊以上の蔵書データベース

を利用者に提供しており、資料の書誌データ・所蔵情報・貸出状況などがＯＰＡＣから検

索することが可能である。ウェブ版ＯＰＡＣはウェブサイトで公開しており、学外から本

学図書館蔵書の検索が可能となっている。 

オンラインデータベースは、朝日新聞の聞蔵 II ビジュアル、読売新聞のヨミダス歴史館、

MAGAZINEPLUS、 ProQuest Academic Research Library、 MLA International Bibliography、 

Source OECD、 JapanKnowledge、 JSTOR を導入している。 

 

（２）他大学等との協力状況 

 国立情報学研究所の NACSIS-CAT および NACSIS-ILL に接続し、相互文献複写や現物貸借

を行っている。利用者は図書館ウェブサイトから NACSIS Web Cat 総合目録データベースを

検索して、全国の大学の所蔵する目録所在情報を入手することができる。2006 年度から

2008 年度までの文献複写・現物貸借の数は資料⑧の通りである。2007 年度より NACSIS-ILL

料金相殺サービスに加入したため、他図書館からの文献複写受付と現物貸出が増加してい

る。 

 図書館ネットワークに関しては、全国規模の図書館団体が主催する研修会に図書館司書

が参加しており（2008 年度 4回参加）、職員の自己啓発に役立っている。 

 

資料⑧  相互協力サービス 

 2006 年度 2007 年度 2008 年度 

受付 98 190 239 文献複写 

依頼 233 211 186 

貸出 14 59 36 現物貸借 

借受 6 4 3 

 

 

・学術資料の記録・保管のための配慮の適切性 
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 図書については図書館、視聴覚資料についてはメディア課メディアライブラリーで保管

されている。教員の論文等の学術資料については紀要論文と園芸文化研究所報告のみデジ

タル化され、インターネット上で公開されている。シンポジウム等は収録システム（2 教

室・チャペルで利用可能）を利用して学術資料としてサーバー上に保管している。授業に

ついては実験的に収録を行っているに過ぎない。 

 

 

【点検・評価】 

 

 到達目標に対して、教員・学生への質的サービスは十分目的を達していると言える。

施設・設備で述べたとおり、本学の情報インフラは十分に整備されている。この状態を維

持するために計画的に整備を続けることが必要である。 

大学の規模の制約があるため､物理的なサービスの充実度については計画的な整備を続

ける必要がある。また､地域の生涯学習への貢献、学術資料のデジタル化について言えば、

これからの課題といえる。具体的に点検･評価を行うと以下のとおりである。 

 

 1986 年に世田谷キャンパスより短期大学英文学科図書館が多摩キャンパスに移転し、

1988 年に大学が新設され、図書館は短期大学英文学科と大学との共同図書館となった。新

設当時は 1学部 2学科であった大学は、1998 年に短期大学英文学科の定員を引き継ぎ、国

際社会文化学科を設置し、これ以降も学部・学科・大学院の増設などにより、2 学部 5 学

科 2研究科へと拡大した。これに伴い、図書館の所蔵資料も急増し、現在、収蔵能力（14

万冊）を超える所蔵となっている。一階および地階の開架式書架が増えたため、閲覧座席

の多くを第二閲覧室に移動した。また、階段付近や通路なども図書収蔵スペースに変え、

さらに 2009 年 8 月、Ｆ棟校舎の一画に集密書架を設置して、雑誌のバックナンバーなどを

収蔵している。このように、図書館規模の点では、極めて深刻な狭隘化に直面している。

2000 年頃より、新図書館の建設は必須とみられていたが、中長期的な財政悪化に伴い、新

図書館建設は難しい課題と言える。 

2005 年 3 月には伊勢原にあった恵泉女学園園芸短期大学が終結したが、短期大学で所蔵

していた環境・園芸・農学関係の図書を今後どのように活用していくのか、大きな課題で

あるといえる。現在の大学図書館は、収蔵スペースの限界をすでに超えており、大学図書

館に移すことは不可能である。 

 

 図書館の運営にあたって、2004 年度までは、図書委員会と図書館運営委員会がそれぞれ

毎月一回開催されていた。図書館長、各学科より選出された教員、図書館主任司書、メデ

ィアセンター長より構成されており、特に図書館運営委員会では、学術資料の購入および、

蔵書構成、および選書が時間をかけて行われていた。現在は、図書館機能と情報関連機能

をあわせて一つの委員会とし、毎月一回図書情報委員会が開かれている。 
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学生向きの一般図書は、図書館員が選書をするシステムになっているが、専門生の高い

図書資料に関しては、学内に選書をするシステムが構築されていない。各教員からの希望

に沿って、購入しているが、各学科より選出された教員による専門図書資料の効率的な選

書方法を検討すべき時期と言えよう。 

 

 機器・設備の点では、使いやすい図書館を目指して、所蔵資料とインターネット上に

ある学術情報が効率的に収集できるように整備されている。2004 年度に導入された図書館

システムは、サーバー、パソコン類が老朽化しているために、2009 年 9 月システム更新を

予定している。閲覧室キャレルに固定したＰＣ20 台と館内貸出用ノートＰＣ20 台は、いず

れも利用頻度は極めて高い。ＰＣは、語学の e-learning の導入などにより、その必要性は

今後高まると予想される。図書館内で図書資料を収集し、学習する上でも、キャレル据え

付けＰＣの増設を検討している。視覚障害者用読み上げＰＣおよび点字プリンターも頻繁

に利用されている。 

閲覧座席数は 188 席であり、全学生収容定員（2008 年度 1,744 名）に対する座席数の割

合は 10.8％である。学習用のキャレルをさらに増加させて学生が図書館を利用できるよう

に対応したいところであるが、図書館規模の極度の狭隘化から、キャレルも含め座席数を

増やすことは極めて難しいのが現状である。 

 開館時間は、夏期・冬期・春期の長期休暇中は開館時間を短縮しているが、定期試験期

間中や卒業論文提出前には、延長するなど、学生の利用状況に応じた開館時間を設定して

いる。しかしながら、学生からは夜間の開館時間のさらなる延長を望む声が出ている。こ

の問題は図書館職員の数が適正とは言えない現状では、対処に困難な面があり、スクール

バスとの連携も必要であろう。私立大学の中には、夜 10 時まで開館している大学もあり、

大学院生の研究を支えるためにも、開館時間や長期休暇中の開館サービスの改善を検討す

る時期と言えよう。 

 図書館の地域への開放であるが、本学公開講座受講生には閲覧のみであるが図書館の利

用を認めている。近い将来、貸出ができるように対応を検討している。 

 

 図書館資料の年間貸出状況は資料⑥で示したが、特に学生への年間貸出冊数は、2004 年

度 16,212 冊、2005 年度 16,937 冊、2006 年度 16,039 冊、2007 年度 17,785 冊、2008 年度

23,283 冊である。ここ近年のインターネットの普及により、参考資料・情報が書物によら

ずに入手できるようになり、学生貸出数の減少傾向を示す大学も見られているが、本学図

書館では、2007 年度から 2008 年度にかけて学生への年間貸出冊数は増えており、学生が

図書資料を利用している傾向に著しい変化は見られない。 

図書館利用者への利用指導は、1 年生の教養基礎演習では 1 年生在籍者 450 名のうち、

利用指導を受けた学生数が 315 名である（2008 年度）。利用指導を受けた 1 年生のうち、

アンケート回答者は 292 名で、利用指導が「面白かった」と答えている学生は 209 名で、

全体の 72％を占めている。一方、2 年次から 4 年次までの個別授業対応型利用指導では、
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担当教員から依頼を受けて授業内容に即した特定のデータベースの利用指導や、特定分野

の資料検索のほかに、問題意識を明確にすることと論文作成のプロセスを学ぶことを教え

るよう配慮されている。利用指導後、学生の感想を集計すると極めて高い評価を得ている。

2008 年度では、個別授業対応型の利用指導を受けた学生数は 207 名である。このうちアン

ケート回答者 166 名で、「役立った」と回答した学生は 161 名で、実に全体の 97％を占め

ている。 

レファレンス業務は、担当する図書館職員の専門的知識および経験により、サービスの

中味が大きく左右される分野でもある。本学図書館職員数は、専任職員 5 名、兼任職員 1

名で、専任職員のうち 4 名は図書館司書の資格を有しており、米国における図書館情報学

修士号取得者 1名、フランスにおける図書館員養成所卒業者 1名、日本における他分野の

修士号取得者 1名を含んでいる。長年の経験から、極めて高い水準が保たれ、かつきめ細

かいサービスが行われている。これらの基幹的業務に加え、優秀学士論文の管理などの付

随的業務も行っている。 

 

 他大学との文献複写に関しては、他大学から受け付ける数（239 件）の方が、他大学に

依頼する件数（186 件）を上回っている。相互貸借も貸出数（36 件）の方が、借受数（3

件）より多い（2008 年度）。NACSIS-ILL の全国的な普及により、日本国内での必要文献の

調達はほぼ 100％可能な時代に入ったと言える。外国文献の入手に関しては、海外の所蔵

館を調べた上で、個別に依頼することは経費処理の問題などから現在は行っていないが、

教員から問い合わせを受けることもあり、実施を検討する時期であろう。 

 

国内の大学からの学術情報を発信する重要性が高まり、大学で保有している学術資料を

インターネット上に公開し、情報を共有する動きは今後さらに強まると予想される。本学

でも、すでに紀要論文を公開しているが、教員の著作や大学内にある学術資料についての

情報を、積極的にインターネット上に提供していくことを目指すべきであろう。 

電子媒体資料の急増やインターネットに代表される情報ネットワークの普及、さらにコ

ンピュータシステムの急速な変化に伴い、本学図書館も多様な学術情報を提供する機能を

備えた図書館として拡充する必要に迫られている。図書館の情報関連業務とコンテンツの

両面に明るい図書館司書の養成も急務であると言える。 

 

 

【具体的な改善策】 

 

 2009 年度中に図書情報委員会で選書のあり方について検討し、新たな選書システムを早

急に立ち上げる。図書館棟の新設を含めた収納スペースの問題は、旧南野高校跡地の利用

計画の進捗を待つことになる。将来構想委員会に早期の計画策定を要請する。 
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 開館時間の延長、公開講座受講生への貸し出しについては、学生の利用状況、条件整備

などに配慮しながら、図書・情報委員会で議論し、2010 年度内に具体案を教授会に諮る。 

外国文献の入手サービスについては実施にかかる費用、必要性等を図書･情報委員会で調

査し、短期的な実施の可否と中長期の可能性を検討する。 

 

学内の学術情報については学術情報の洗い出しがまず必要になる。教育研究支援センタ

ーで 2010 年度より作業を開始する。 
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第12章 管理運営 

 

【到達目標】 

本学の教育・研究・社会貢献機能を円滑かつ十分に発揮し、「神と人とに仕え、自然を慈

しみ、世界に心を開き、平和の実現のために貢献できる女性を育成する」ために、明文

化された規定により、適切な管理運営を行う。 

 

・2 学部 5 学科・2 研究科 2 専攻体制に合致した規定の見直し及び整備を行う。 

・学長等役職者の選任手続や権限、意思決定手続き等、管理運営に関わる基本的な考え

方を明示する。 

・評議会、教授会等、管理運営に関わる組織の役割分担と連携に関する基本的な考え方

を明示する。 

・関連法令及び学内規定の遵守、個人情報保護・不正行為の防止等に全学的に取組む。

 

 

【現状の説明】 

 

第1項 教授会、研究科委員会 

 

・ 学部教授会の役割とその活動の適切性 

 

 教授会は「恵泉女学園大学学則」第41条第2項及び「恵泉女学園大学組織運営規程」第20

条に基づき設置され、「恵泉女学園大学人文学部教授会規程」「恵泉女学園大学人間社会学

部教授会規程」に従って運営されている。役割は以下のとおりである（「教授会規程」第3

条）。構成員は専任の教授、准教授、講師及び助教であり、特任教員は陪席が認められてい

る（「教授会規程」第2条及び「恵泉女学園大学助教・助手についての申し合わせ」）。 

(1)教育、研究及び運営に関する事項 

  (2)学生の指導に関する事項 

  (3)各種委員会に関する事項 

  (4)教員の任用、昇任に関する事項 

  (5)学長及び学部長候補者選出に関する事項 

  (6)学生の入学、退学、転部、転科、休学、復学、除籍及び卒業に関する事項 

  (7)大学評議会委員選出に関する事項 

  (8)学生の賞罰に関する事項 

  (9)その他学部長が必要と認めた事項 

 

 教授会は学部長が召集し、議長となり（「教授会規程」第4条）、構成員の3分の2以上の出
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席で成立する（「教授会規程」第5条）。定例教授会は原則として月1回開催され、その他に

入試判定教授会が入試種別ごとに、また必要時応じて臨時教授会が開催され、2008年度は

2008年4月2日の第1回から2009年3月19日の第25回まで開催された。民主的かつ公正に運営

されている。 

 

 

・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 

 

 「組織運営規程」第7条により、学部長は学長を補佐し、当該学部の学事に関する運営を

掌ること、当該学部教授会を招集し、その議長となること、学部長は当該学部教授会が選

考し、学長が任命することが定められている。 

 学部教授会が学部長を選考する形であり、基本的な連携協力関係は選考段階から形成さ

れている。また、学部長を支え、学部及び大学運営を円滑に進めるために、各学科に学科

主任を置き、更に以下の委員会が設置されている。 

 

 学部ごとに設置されているもの 

  学部運営委員会  

  学部教務委員会 

 両学部共通の委員会として設置されているもの 

  合同教務委員会 

  学生・進路委員会 

  入試委員会 

  図書・情報委員会 

  宗教委員会 

  紀要委員会 

  国際交流委員会 

 

 このうち、学部運営委員会は学部長、学科主任、合同教務委員長（または副委員長）、学

生部長（または副部長）、入試部長（または副部長）、図書情報委員長（または副委員長）

宗教委員長（または副委員長）、担当事務職員1名で構成され、学部教授会の審議事項の整

理を行い、学部教務委員会は学部長、学科主任、学科ごとに選出された専任教員1名、担当

事務職員1名で構成され、学部の教育課程及び授業に関する事項と学生の身分に関する事柄

を審議し、学部長と学部教授会の連携協力を図るシステムとして機能している。 

 

 

・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

適切性 
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本学においては評議会が全学的審議機関として全学的かつ重要な案件を調整・決定して

いる。学部長、学部教授会選出メンバー、役職者である学生・進路部長、入試部長、宗教

委員長、合同教務委員長、国際交流委員長が委員に含まれていることで各学部教授会の意

向は評議会に的確に伝えられると同時に、評議会決定事項も教授会に適切に伝えられてい

る。評議会の役割、構成員については後述する。 

 

 

・大学院研究科委員会等の役割とその活動の適切性 

  

大学院研究科委員会は恵泉女学園大学大学院学則第46条によって置かれ、その審議事項

は同第47条に次のとおり定められている。 

   (1)研究科担当教員の審査に関する事項 

   (2)教育課程に関する事項 

   (3)試験及び学位審査に関する事項 

   (4)学生の入学、留学、休学、転学、退学及び賞罰に関する事項 

   (5)科目等履修生に関する事項 

   (6)その他の研究科に関する事項 

   (7)その他本大学院に関する重要事項 

 

研究科長が研究科委員会委員長を務め、研究科長が必要と認めた場合や委員の3分の2以

上の請求によって開催される。 

 2008年度は2008年4月3日から2009年3月3日に、人文学研究科委員会5回、人間社会学研究

科委員会7回、大学院研究科委員会(合同）7回開催された。 

 

 

・大学院研究科委員会等と学部教授会との間の相互関係の適切性 

 

研究科委員会と学部教授会は原則として独立した関係にあるが、人文学研究科は人文学

部を、平和学研究科は人間社会学部を基礎とする学部としており、大学院担当教員は学部

教員が兼務していることから、それぞれ対応する研究科委員会と学部教授会の関係は深い。 

大学院研究科委員会での決定事項は学部教授会に研究科長を通して報告され、学部のみ

の担当教員にも共有され、適切に協力連携がとられている。 

 

 

第2項 学長、学部長、研究科長の権限と選任手続 
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・学長、学部長、研究科長の選任手続の適切性、妥当性 

 

学長は「恵泉女学園大学学長選考規程」及び「恵泉女学園大学学長候補者学内選考実施

に関する内規」により理事会によって選任される。理事長を議長とする学長候補者選考委

員会は理事長委嘱による、学園長を含む理事4人と大学教員4人で構成される。教授会選出

委員はあらかじめ学内の意見を聴取するため、教授会が必要と認めるときには候補者選考

予備調査を専任教職員に対して行い、この結果を候補者選定の参考資料とする。選考委員

会は3名以内の学長候補者を選考し、教授会に意見を求め、教授会はこれに対して、候補者

の経歴と業績について教授会構成員に一定期間公開した上で、投票により学長候補者を確

定する。教授会は審議結果を理事長に答申し、理事長はこの答申後に学長候補者を理事会

に推薦し、理事会は評議会の意見を聞いた後、投票により理事総数の3分の2以上の同意に

よって学長を決定する。 

 学部長は「恵泉女学園大学学部長選考規程」により教授、准教授、講師からなる学部教

授会が学部所属の教授から投票によって候補者を選考し、この結果を受けて学長がこれを

任命する。 

 研究科長は「大学院研究科長に関する内規」により、各研究科委員会委員の互選により

候補者を推薦し、学長が任命する。 

 

 学長の選考に当たっては大学教授会の意向を十分に尊重する体制がとられており、また

選考過程も公正であり、適切かつ妥当である。学部長、研究科長の選任手続きも教授会、

研究科委員会の意向を尊重した民主的かつ公正なものとなっている。 

 

 

・学長権限の内容とその行使の適切性 

 

学長の役割は「恵泉女学園大学組織運営規程」第1条に「校務を掌り、所属教職員を統督

する、大学評議会を招集し、その議長となる、必要に応じて合同教授会を招集し、その議

長となる」と定められている。大学評議会の議事は、評議員の出席者の過半数をもって決

するが、可否同数の場合は、議長の議決権がある。 

 学長は、その在職中は法人の役員理事となり（恵泉女学園寄付行為第8条）、理事会メン

バーとして学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する（同第13条）。 

 本学では、組織運営規程第2条により副学長を置くことができる。副学長の職務は「副学

長の職務内容(申し合わせ)」により、学長を補佐し、大学の将来計画に関すること、学長

の特命事項を担当し、学長が長期にわたり職務を遂行できないときは、大学評議会の承認

を得て職務を代行することと定められている。また在職中は法人の評議員となる。現在副

学長は置いていない。 
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・学部長や研究科長の権限の内容とその行使の適切性 

 

学部長の権限は「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」

において述べたとおり、「組織運営規程」によって定められ、学部の学事に関する運営を掌

り、学部教授会を招集し、議長となる。また、教授会において審議する諸事項を整理し、

学部の適正な運営を行うための学部運営委員会を招集し、議長を務めることができる。 

 研究科長は「組織運営規程」によって、当該研究科の校務を掌り、研究科委員会の委員

長として、委員会を招集し、その議長となることが定められている。 

 

 

・学長補佐体制の構成と活動の適切性 

 

恵泉女学園大学組織運営規程により、学長を補佐する職務として、副学長、学部長、学

生・進路部長、入試部長、宗教委員長、図書・情報委員長、事務局長を置いている。他に

役職者として合同教務委員長、大学院研究科長を置いている。また教職課程の運営に当た

る教職課程主任を置いている。 

 これら役職者のうち、学部長、事務局長（あれば副学長）により連絡協議会を、これに

学生・進路部長、入試部長、大学事務局次長を加えて拡大連絡協議会を置き、各委員会に

おいて協議した結果や事務局からの提案などを協議し、方向性を定めている。 

 

 

第3項 意思決定 

 

・大学の意思決定プロセスの確立状況とその運用の適切性 

 

大学の意思決定は、学部固有の事項は各委員会で協議した結果を学部運営委員会で整理

し、教授会で審議・決定して評議会に報告される。また、全学に関わる問題や重要事項に

ついては連絡協議会で協議した上で、大学評議会において決定して、各教授会、大学院研

究科委員会に報告される。 

 

 

第4項 評議会、大学協議会などの全学的審議機関 

 

・評議会、大学協議会などの全学的審議機関の権限の内容とその行使の適切性 

 

大学評議会は学則第41条によって置かれ、「恵泉女学園大学評議会規程」により運営され
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ている。学長、学部長、研究科長、学生・進路部長、入試部長、宗教委員長、図書・情報

委員長、合同教務委員長、国際交流委員長、各学部選出教員2名、大学事務局長、大学事務

局選出職員1名で構成（第2条）され、学長が召集し、議長となる（第6条）。 

評議会の審議事項は「評議会規程」第 5 条により、以下の事項と定められている。 

(1)大学の教育・研究に関する事項 

(2)学則その他重要な規則の制定及び改廃に関する事項 

(3)予算の方針に関する事項 

(4)人事に関する基本的な事項 

(5)教育課程の編成方針に関する事項 

(6)学生の定員に関する事項 

(7)学生の身分及び学生生活に関する基本的事項 

(8)国内外の機関との連絡調整に関する事項 

(9)学園及び大学の運営に関する事項 

(10)その他の重要な事項 

 

2008年度は2008年4月17日から2009年3月12日に都合11回開催され、学部教授会の決定事

項の確認、学部間で意見が異なった場合の調整、全学に関わる事項に関する方針決定、調

整などを行った。 

 

 

第5項 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連携協力関係および機能分担、権限委譲の適切        

性 

 

学校法人の設立と設置する学校を定めた「学校法人恵泉女学園寄付行為」及びその細目

を定めた「学校法人恵泉女学園寄付行為施行細則」では、理事会および評議員会の構成に

ついて、次のように定めている。 

 

 理事の定数は17名である。学園長、学長、学校長に兼務がある場合はその兼務した数を

減じた数をもって定数とする。内訳は職務上の理事5名（学園長、大学長、高等学校長、中

学校長、学校法人事務局長）、評議員理事7名（教職員評議員理事2名、卒業生評議員理事3

名、学識経験者評議員理事2名）及び学識経験者理事5名となっている。ただし現員は中学

校長、高等学校長が同一人であるので16名である。 

 評議員の定数は38名である。大学に副学長を置いたときは39名となり、学園長、学長、

学校長に兼務がある場合はその兼務した数を減じた数をもって定数とする。内訳は職務上

の理事6名ないし7名（学園長、大学長、副学長をおいたときは副学長、高等学校長及び中
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学校長、法人事務局長、恵泉園芸センター所長）、教職員から選出の評議員15名、同窓会か

ら選出の評議員6名、学識経験者から選出の評議員11名となっている。 

 

更に、理事会・評議員会を補完するものとして学園経営会議、学園学校会議がおかれて

いる。学園経営会議は教学上の問題と経営上の問題とを中長期的視野から綜合的に検討し，

事業計画並びに財政計画を立案することを目的としており、理事長、学園長、学長、校長、

常務理事、法人事務局長をもって構成している。6月、7月、9月に定例会議を開くほか、必

要に応じて臨時会議を開く。 

 学園学校会議は学園の教育総括の責任を有する学園長を補佐し、学園内の連絡調整に関

する事項、学園長の諮問した事項、学園教育上の重要事項について、学園内各部門より提

議された事項について協議する。構成員は、学園長を議長として大学長、高等学校長、中

学校長及び学園事務局長である。原則月 1 回開催されている。なお、現在は両学部長、中

高副校長も出席した拡大学園学校会議として開催されている。 

 教学組織と学校法人理事会の連携協力関係を支えるために、理事会及び評議員会には複

数の教職員（学長＝職責上の理事･評議員の他に評議員選出理事1名。大学所属評議員は教

員6名、職員2名）が選任され、教学が尊重されている。中長期的視野から学園の経営を考

える学園経営会議も理事長・常務理事・法人事務局長と各学校の責任者が意見交換する場

である。理事会にあって学校の教育理念を統括する学園長を中心に、学園の教学の問題は

各学校の代表者からなる学園学校会議で協議される。理事会・評議員会・学園経営会議・

学園学校会議での協議内容・決定事項は学園報を通して大学教職員に伝達されるが、学長

は直近の大学評議会、大学教授会に報告事項として伝達している。これらはすべて、理事

会と教学組織の連携協力関係を維持するものとして有効に機能している。 

 

 機能分担、権限委譲については「寄付行為施行細則」第 3 条により理事会から理事長に

委任された業務の一部を学園長、学長、校長、法人事務局長、常務理事に委任すると定め

られており、これに基づき「理事長、学園長、学長、校長、法人事務局長、常務理事の職

務分掌」が要綱化されており、ここで学長に大学に関する管理運営業務が委譲されている。 

 

 

第 6 項 法令遵守等 

 

・関連法令等および学内規定の遵守 

 

 本学及び本学園の教育研究活動は日本国憲法、教育基本法をはじめとする諸法令に従い、

学内規定を設け、それを遵守して執行されている。学内諸規程の整備は法人事務局総務部

が中心となっているが、各学校単位で定められる規定については各学校で素案を作成し、

総務部が関連法規、学内諸規定との齟齬の有無を確認している。整備された諸規定は規程
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集としてＣＤ－ＲＯＭによって職員に配布されている。 

 なお、2007年11月に本法人の管理運営の仕組みが有効に機能しているかを確認し、業務

の改善を図るために、恵泉女学園内部監査規程を定め、理事長直属の組織として内部監査

室を設置し、学校法人の業務全般の管理・運営の状況を、合法性、合理性の観点から客観

的に検証している。 

 

 

・個人情報の保護や不正行為の防止等に関する取り組みや制度、審査体制の整備状況 

 

個人情報の保護については2005年度より「恵泉女学園大学個人情報の保護に関する規程」

に基づき、個人情報の保護に努めている。 

 また、不正行為の防止等に関する取組としては公的研究費の取扱いに関して2008年度よ

り「恵泉女学園大学公的研究費取扱規程」「恵泉女学園大学研究活動上の不正行為の防止に

関する規程」「恵泉女学園大学公的研究費経理事務取扱細則」「研究機関における公的研究

費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」「恵泉女学園大学における研究活動に係る行

動規範」を定め、これを学内に周知するとともに、公式サイト上にアップし、研究活動に

係る不正行為の防止に努めている。教育研究支援センター教育研究支援室が公的研究費の

取扱及び不正防止推進部署として学内で機能している。また教育研究支援室とともに内部

監査室が不正通報窓口と定められている。公的研究費の適正使用に関する監査は大学事務

局庶務課が、監事、会計監査人及び、内部監査室と連携して実施している。 

 ハラスメントの防止については学生生活で述べたところであるが、学生だけを対象とす

るものではなく、本学において就学就労するすべての学生及び教職員が能力と個性を自由

に発揮できることを目的とし、大学における、性・ジェンダー、社会的身分・地位、人種

又は国籍等に基づく不当な差別的取扱いその他のハラスメントの発生を防止するための教

育及び啓発活動の展開並びにハラスメントに関する相談又は苦情の適切な処理についての

必要な事項を「恵泉女学園大学ハラスメント防止規程」によって定め、ハラスメントの防

止及び啓発、苦情処理に対応している。 

 

 

【点検・評価】 

 

 教授会・研究科委員会・大学評議会等はいずれも規程に基づき、適切に運営されている。

また学長、学部長、研究科長、その他役職者も適切に選任され、その権限を行使して、学

長を支え、大学を適切に運営している。 

 問題点は、一部規程の不備があることである。「学長は必要に応じて合同教授会を招集し、

その議長となる」（組織運営規程第１条）とあるが、合同教授会規程が整備されていない。

また、各学科をとりまとめ学部長を補佐するために学科主任が置かれているが、この根拠
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となる規程が整備されていない。2004年度まで人文学部1学部であったため、学部長を学長

が兼務し、学科主任がそれを補佐する形式であったものを、2005年度に2学部化し、学部長

を置いた際に学科主任の規程を落としてしまったためである。 

 また、年2回開催され、全学の教育改革について話し合う一日ＦＤ研修会では、2005年度

の2学部化以降の問題として、「委員会業務など大学行政業務の負担が大きく、学生にかけ

る時間のゆとりがなくなっている、2学部体制になって以降、学部間の日常的な情報交換や

共通理解が希薄化しており、大学全体での合意形成が難しい状況を招いている。従って、

委員会業務や大学運営機構の効率化・スリム化が必要である」（2008年度ＦＤ委員会活動

報告）と指摘されている。 

 

 

【具体的な改善策】 

 

一部規程の不備については、大学事務局庶務課で規程の確認を行い、2009年度中に規程

の改正案を準備し、2010年度前半に規程の改訂、整備を行う。 

大学運営機構のスリム化については自己点検評価委員会で2009年度中に原案作成を開始

し、大学教授会の議を経て、大学評議会で改善策を決定する。 
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【到達目標】 

大学の教育研究活動の維持のために、十分な財政的基盤を確立するとともに、適切な財政

運営を行う。 

 

・中・長期財政計画を策定し、本学の教育研究目的・目標を具体的に実現するための財政

基盤を確立する。 

・予算編成過程の責任を明確にし、また執行プロセスの明確性・透明性を確保し、適切に

運用する。 

・授業料への過度の依存を避け、授業料以外の財源の確保を図る。このため、外部資金を

受け入れる組織・体制を整備する。 

・内部監査機能を確立し、監事監査、会計監査との連携を強め、適切な財務運営を確保す

る。 

 

 

【現状の説明】 

 

第 1 項 中長期的な財務計画 

 

・中・長期的な財務計画の策定およびその内容 

 

学園は 1999 年の創立 70 周年にあたり、理事会が「中長期計画策定委員会」を設置し、

同委員会から中・長期の財政計画が答申された。これを受け教学プログラム並びに施設拡

充が具体的に実施されてきた。この間の各キャンパスの教育環境整備は、中高校舎の建替

事業 45 億円、大学・短大の施設整備事業 15 億円、総額 60 億円の事業を実施し、30 億円

の借入を行った。大学は改組転換により 2学部 5学科、2研究科の教育研究体制となった。 

少子化高齢化に追い討ちをかけた経済不況により、教育環境の整備、拡充にもかかわら

ず恵泉女学園園芸短期大学が入学定員割れに陥り、以後の維持・存続が難しいとの判断の

下、2003 年度に募集を停止することが決定され、2004 年度末の 2005 年 3 月末で廃止とな

り、大学と統合した。 

また、2007 年 10 月に理事会は、先の中長期計画を修正して大学の隣接地にある都立高

校跡地 4万㎡を取得した。 

この取得資金（29 億円）は 終的には遊休不動産の売却資金で賄う予定であったが、不

動産売却が予定通り進まず一部の売却に止まっているため、減価償却引当特定資産、3 号

基本金等の自己資金 24 億円を取り崩して取得資金に充当した。 

なお、2009 年度は学園創立 80 周年を迎える年度であり、2008 年度から多摩キャンパス
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の総合計画の推進、園芸図書を含む「花と平和ミュージアム」の設置、生涯教育の展開を

対象とした創立 80 周年記念事業募金を開始した。 

 

 

第 2 項 教育研究と財政 

 

・教育研究目的・目標を具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

立状況 

 

教育研究目的・目標を具体的に実現する上で必要な財政基盤を確立するためには、①入

学者の安定確保、②寄付金、補助金等の安定的な獲得、③人件費の抑制、④管理経費の削

減を中・長期的展望にたって、具体的な施策として策定・展開する必要がある。 

1988 年に人文学部のみの単科大学として発足した本学は、1998 年に短期大学英文学科を

吸収し国際社会文化学科、2001 年には人間環境学科を設置し、1学部 4学科として教育研

究活動を展開してきた。更に 2005 年には園芸短期大学を吸収し、ほとんどすべての教職員

を大学に移籍したが、学生定員枠を利用した定員増を伴う改組は行わず、1 学部 4 学科の

体制を、人文学部（日本語日本文化学科、英語コミュニケーション学科、文化学科）と人

間社会学部（国際社会学科、人間環境学科）の 2学部 5学科に改組転換した。入学者数は

学生定員を上回り、帰属収入における学生生徒納付金比率は 80％程度である。 

寄付金収入は 1.0％を下回っている。補助金は私立大学教育研究高度化推進特別補助等

の交付、2006 年度、2007 年度と採択された特色ＧＰによる大学改革等補助金の交付などに

より、11％程度となっている。 

消費収入の構成としては、学生生徒納付金に大きく依存しているのが現状であるが、以

上を財源として、教育研究に要する経費に充当させている。 

大学開学からの方針である少人数教育と教育の質を維持するために教員数を多く配置し

ていることに加え、短大の廃止・大学との統合により教職員数が増加したことにより人件

費は高水準となっており、人件費依存率は2003年度66.7％だったものが、2005年度79.6％

に一気に高くなり、2008 年度は 77.8％に下がったものの他大学平均に比べ、極めて高い水

準となっている。大学では任期付教員採用と、定年後の再雇用の取りやめ等様々な人件費

抑制のための対応策をとってきた。職員については、給与体系、昇任等制度の見直しに向

けて、専門家の助言を受けつつ検討している。 

また教育研究経費は、教育研究条件の維持向上のための努力をおこなっており良好な比

率にあるが、教育研究内容に支障のない方法での経費の節減が必要である。 

管理経費は、他大学より管理経費比率が高い水準にある。スクールバス委託費の影響も

あるが、広報関係費が多いことが主要な要因となっているので効率的な広報により経費節

減を図っていくことが必要である。 

なお、図書情報センターの建築を目的とした第 2号基本金の積立を 2003 年度より毎年 6
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千万円（目標額 6億円）行っており、2009 年 3 月末で 4.8 億円の残高となっている。 

また、学生の経済的支援の為に学園奨学金の貸与・給付事業を推進しているが、2009 年度

に日本私立学校等振興・共済事業団より 1億円の借り入れを行い、昨今の経済不況により、

経済的に厳しい学生に対する「緊急入学支援制度」を 2010 年度より開始する。 

 

 

第 3 項 外部資金等 

 

・文部科学省科学研究費、外部資金（寄附金、受託研究費、共同研究費など）、資産運用

益等の受け入れ状況 

 

文部科学省科学研究費補助金の採択件数は、2006 年 2 件（採択率 20％）、2007 年 1 件（採

択率 25％）、2008 年 1 件（採択率 33％）であり、人文系学部ということを配慮しても少な

いと言わざるを得ない（表 33）。しかし、科学研究費補助金の額は 3,415 千円、4,530 千円、

7,421 千円と増加し、本学の研究費総額の 13.8％を占めている。これは研究分担者への分

担金の配分によるものであり、本学の場合、研究代表者としての科学研究費の受け入れは

少ないものの、研究分担者としての分担金の受け入れは順当に伸びていることを示してい

る。 

また、外部資金として学外からの研究費については、教員個人が外部研究費を獲得して

いる事例はあるものの、大学が受け入れて管理している研究費はない。園芸短期大学は農

学系であり、伊勢原キャンパスには実験設備・実験農場も整備されていたことから、受託

研究を受け入れていたが、多摩キャンパスには実験設備・実験農場とも不十分であり、現

在受託研究の受け入れもない。 

 

資産運用については 2004 年度 31,223 千円、2005 年度 31,159 千円、2006 年度 33,848

千円、2007 年度 36,224 千円、2008 年度 38,186 千円となっている。 

 寄付金は経済情勢の低迷を反映して低水準に止まっている。 

 

 

第 4 項 予算編成と執行 

 

・予算編成の適切性と執行ルールの明確性 

・予算執行に伴う効果を分析・検証する仕組みの導入状況 

 

学校法人を永続的に維持するためには、学校法人という特性を有する財政と教育研究を

均衡させる必要があり、学校法人の教育・研究その他の活動の具体的な計画を予算として

示し、適正な管理運営をしなければならない。 
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本学園の予算編成も、大学、高校、中学の各部門の特色を充分発揮するための事業計画

の積極的な推進と、法人としての総合的観点からの調整を行い、財政との均衡を目指して

いる。とくに本学の場合には短大を廃止したことにより学園全体の財政均衡と財務体質の

改善が重要課題であり、各部門の目標は法人部門の経費を負担した上で収支均衡を図るこ

とを基本方針としている。 

なお、本学の予算編成は、各部門の事業計画を推進する者の意欲を尊重し、各部門の予

算単位責任者からの請求に基づく積上げ方式を採用している。このため支出予算が大きく

なる傾向があり、収支均衡が崩れた悪い形の予算となっているが、本学は予算を使い切り

型としていないので実際の決算では予算執行率が 95％程度となること、さらに予算を抑え

ることによる稟議負担等の事務負担を回避したいこともあり、積上げ方式による予算編成

を行っている。また、各部門の予算単位は目的別としており、「教育」「研究」「学生支援」

などの大目的を捉え、さらにそれらの目的達成の手段としての「中目的」「小目的」などを

構造的に把握できるものとなっている。これによりどのような分野へ投資を行うべきかな

どの判断ができる仕組みとなっている。 

 

（１）学園の予算編成について 

予算編成は、経理規程、同施行細則に基づき、 終決定までの日程などは概ね次のとお

りである。 

 学園常任委員会における予算編成方針案作成・・・9月中旬 

各部門から予算編成の基礎的資料（大型事業計画、学生生徒数、人件費、教

育計画等）をもとに法人本部において基礎資料作成し協議、予算編成の大綱案

を作成する。 

 予算編成方針案決定・・・理事長は予算編成方針案を理事会で協議して、予算編成

の大綱案を学園評議員会に諮問し意見を徴して 終的に理事会が決定する。毎年 10

月末 

 各部門は予算積算資料を作成し、部門内の協議（大学は予算委員会）を受け提出。

予算原案作成は法人経理課が行う。これを受けて各部門長が予算単位毎に調整する。 

 その後全体予算の調整については、理事長、学園長、法人事務局長との予算折衝が

行われ、予算の原案が確定する。 

 各部門はこれに先立ち、学内の会議（大学は予算委員会、教授会、大学評議会）の

調整を行う。2月上旬 

 理事長は、予算案を理事会に提案する。理事長は予算原案について学園評議員会に

諮問し意見を徴して、理事会で毎年 3月末に 終決定する。 

 予算書の配布・・・3月末 

 

以上が予算編成手順の概要であるが、予算積算は従来から個別積算方式を採用しているた

めに、支出が実態より大きくなる傾向があり、一律削減して見直す体制が課題とも言える。 
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（２）予算の執行 

 予算の執行状況については、月次決算を本部経理課から事務部長会、理事会に提出し、

これに基づいて各部門は執行管理を行っている。また、予算として認められた内容であっ

ても、一定額以上のものは「経理規程」予算執行基準に基づき事前に決裁を受けることに

なっている。 

 予測し得ない新規支出や予算額を超過する支出がある場合には、予備費の範囲内で理事

長の決裁を受けた上で執行することになっている。各部署の予算管理責任者に「経理規程」、

「固定資産及び物品調達規程」等の定めに基づき適正な執行判断と管理を求めている。 

 

（３）大学の予算編成と執行 

 大学における予算編成及び執行の 終的な責任者は大学長になる。また、予算作成作業

は学園全体の予算策定スケジュール等に従い、大学の予算委員会で事業計画を策定し、事

業計画に基づいて予算単位責任者は予算請求書を作成する。予算請求書を整理・集計した

結果について検討を経た後、学内の協議機関の審議を経て、 終的には大学評議会におい

て協議した結果を理事会に提出する。 

大学については、短大との統合という特殊事情があること、予算は積上げ方式で行って

いることにより収支均衡が難しい状況にあるが、法人経費を補った上で部門収支を均衡さ

せることが課題である。 

 

 

第 5 項 財務監査 

 

・監事監査、会計監査、内部監査機能の確立と連携 

 

 監事は、寄付行為の定めにより、公正、公平、独立性を確保する観点から理事、教員、

職員、評議員以外の者から、理事会が選任した候補について、評議員会の同意で理事会が

決定する。 

 監事の職務は、私立学校法（第 37 条第 3 項）並びに寄付行為に定めている。 

会計監査人は、理事会が決定し、私立学校振興助成法第 14 条第 3 項により、会計監査を

行い、監査報告書を理事長、理事会に提出する。 

 また、内部監査機能としての内部監査室を設置し、学校法人の業務、会計業務の実態と

改善等学校法人の健全な発展へ供するため内部統制を図る目的で監事並びに監査人監査に

協力して理事長に提案するものである。 

 理事の業務に対する監事の監査範囲は、比較的小規模の本法人では、監事 2 名は、弁護

士、公認会計士であり非常勤である。なお、監事は理事会並びに評議員会は必ず出席し業

務執行にあたっている。 
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 三様監査（監事、会計監査人、内部監査）と理事長、学園長、事務局長との懇談会を毎

年 2 回実施して、意見交換を通して学園の状況と内部統制の改善を図っている。 

 課題としては、本法人を永続的に維持するためには、財政と教育研究を均衡させる必要

があり、本法人の事業計画と適正な管理運営（収支の改善）を図らなければならない。 

 

 

第 6 項 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、各項目毎の比率の適切性 

 

学園財政 

大学部門の財務比率 

 

分析比較に当たっては日本私立大学振興・共済事業団発行の「平成 19 年度版私学 今日

の私学財政」（以下「資料」という）による人文系大学の平均値を参考にする。 

１．消費収支計算書関連比率について 

本学の財務比率との比較をすれば、 

①人件費関係比率のうち、人件費比率は、平均値は 52.9％であり、本学は過去 5年間

（57.3％ 63.6％ 62.7％ 57.6％ 57.9％）これを 5ポイント以上上回っている。 

②人件費依存率は、資料によれば平均値 68.1％に対して過去 5 年間（70.7％ 79.6％ 

80.8％ 72.1％ 77.8％）といずれも人件費の総額が平均より高いことが指摘され

る。 

この要因は、短期大学の廃止に伴う教職員の大学への配置転換による人件費の増加が上

げられる。採用・補充人事を抑制しつつ経営収支改善を検討している。 

このため、理事会に特別委員会として人件費検討委員会を設置し、法人全体として人件

費抑制（人件費比率・人件費依存率は平均値を目標とする）の施策を順次とりかかってい

る。 

③教育研究経費比は 28％台後半であり、ほぼ平均値（27.8%）にあるのでこれを今後

も維持したい。 

④管理経費は、他大学より管理経費比率が高い水準にある。スクールバス委託費の影

響もあるが、広報関係費が多いことが主要な要因となっているので効率的な広報

により経費節減を図っていくことが必要である。 

⑤借入金利息比率は、2008 年度の大学隣接地購入のため、市中金融機関からの借入金

15 億円に相当するもので、年度末に特定資産の取崩し等で返済を行った。これに

伴う利息負担で借入金利息比率は平均値（0.7%）以下である。 

⑥消費支出比率は、過去 5 年間（99.0％ 106.5％ 103.8％ 98.5％ 100.4％）で平均

93.8％を約 7ポイント以上上回っている。構造的な赤字体質である。 
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⑦消費収支比率は、過去 5年間（103.3％ 109.3％ 106.8％ 242.6％ 242.8％）で平均

101.1％を約 2倍以上上回っている。これは、不動産の取得に伴う基本金の組入額

による変動要因があるが、これを除いても、大学の収支状況は、短大との統合を

主因として構造的な財政赤字体質である。 

⑧学生生徒等納付金比率は、過去 5 年間（81.1％ 79.9％ 77.6％ 80.0％ 74.5％）で

平均 77.6％を約 3ポイント程度下回っている。 

⑨補助金比率は、過去 5年間（10.6％ 11.9％ 12.6％ 11.2％ 10.7％）で平均 10.1％

にほぼ平均に位置している。 

⑩基本金組入比率は、過去 5年間（4.2％ 2.6％ 2.8％ 59.4％ 58.6％）で平均 7.3％

に対し 近 2 年間は、大きく上回っているが、これは校地の取得に係る基本金の

組入れによるものである。 

⑪減価償却費比率は、過去 5年間（9.0％ 10.9％ 10.3％ 10.2％ 8.9％）で平均 11.2％

を約 2ポイント程度下回っている。 

学園の財政の現状は、2008 年度末における、消費収支差額が 54.2 億円の大幅な支出超

過となっているが、巨額の消費支出超過の要因は大規模な施設設備と短大廃止に伴う収支

の悪化による。 

今後、早急に校地の売却（短大キャンパス）と遊休資産の売却を行い、金融資産の充実

を図り、一時的に取り崩し支払資金に流用した特定資産を早急に充当し教育研究活動への

財源を確保するとともに、構造的な収支改善により、財務内容の改善をはかっていくこと

が喫緊の課題となっている。 

 

２．貸借対照表関係比率について 

前掲資料による人文系大学の平均値を基に本学の財務比率の比較をすれば、 

①固定資産構成比率は、過去 5年間（93.7％ 93.5％ 92.7％ 94.4％ 95.1％）で平均

81.3％を約 14 ポイント程度上回っている。これは、大学隣接地取得をはじめ、土

地、建物への投資が過大となっていることを示している。 

②流動資産構成比率は、過去 5年間（6.3％ 6.5％ 7.3％ 5.6％ 4.9％）で平均 18.7％

を約 14 ポイント程度下回っている。固定資産への投資が大きいため流動性が低い。 

③固定負債構成比率は、過去 5年間（16.7％ 16.0％ 15.2％ 13.3％ 13.6％）で平均

8.8％を約 5ポイント程度上回っている。 

④流動負債構成比率は、過去 5年間（4.3％ 4.5％ 5.3％ 11.9％ 4.7％）で平均 6.3％

を約 2ポイント程度下回っている。 

⑤自己資金構成比率は、過去 5年間（78.9％ 79.5％ 79.5％ 74.8％ 81.7％）で平均

85.0％を約 5ポイント程度下回っている。 

⑥消費収支差額構成比率は、過去 5年間（-16.1％ -11.4％ -14.0％ -22.7％ -30.6％）

で平均-6.4％を約 24 ポイント程度大幅に下回っている。不動産取得による基本金

組入れが大きかったことによる収支悪化のためである。 
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⑦固定比率は、過去5年間（118.7％ 117.6％ 116.6％ 126.2％ 116.4％）で平均95.7％

を約 20 ポイント程度上回っている。大学隣接地取得をはじめ、土地、建物への投

資が過大であったことによる。 

⑧固定長期適合率は、過去 5年間（98.0％ 97.9％ 98.0％ 107.2％ 110.1％）で平均

86.7％を約 23 ポイント程度大幅に上回っている。 

⑨流動比率は、過去5年間（144.4％ 145.7％ 136.5％ 46.7％ 105.6％）で平均298.8％

を約 200 ポイント程度下回っている。これは、資産取得のための資金を短期資金

から一時的に調達した結果である。 

⑩総負債比率は、過去 5年間（21.1％ 20.5％ 20.5％ 25.2％ 18.3％）で平均 15.0％

を約 3ポイント程度上回っている。 

⑪負債比率は、過去 5年間（26.7％ 25.8％ 25.7％ 33.7％ 22.4％）で平均 17.7％を

約 4.7 ポイント程度上回っている。 

⑫前受金保有率は、過去 5年間（185.5％ 192.5％ 156.1％ 168.8％ 134.2％）で平均

293.6％を約 105 ポイント程度下回っている。流動性資金が不足している。 

⑬退職給与引当預金率は、過去 5年間（21.0％ 22.2％ 26.5％ 28.1％ 28.5％）で平

均 53.0％を約 25 ポイント程度下回っている。 

⑭基本金比率は、過去 5年間（85.5％ 91.1％ 92.1％ 85.8％ 83.9％）で平均 95.5％

を約 11 ポイント程度下回っている。 

⑮減価償却費率は、過去 5年間（35.0％ 38.1％ 38.7％ 44.1％ 46.4％）で平均 41.5％

を約 5ポイント程度上回っている。 

 

学園は 1999 年の創立 70 周年にあたって各キャンパスの整備を計画し、中高校舎の建替

事業 45 億円、大学・短大の施設整備事業 15 億円、総額 60 億円の事業を実施し、30 億円

の借入を行った。 

ところが、施設整備にもかかわらず恵泉女学園園芸短期大学が入学定員割れに陥り、以

後の維持・存続が難しいとの判断の下、2003 年度に募集を停止することが決定され、2004

年度末の 2005 年 3 月末で廃止となり、大学と統合した。 

また、2007 年 10 月には、大学の隣接地にある都立高校跡地を 29 億円で取得した。この

取得資金は 終的には遊休不動産の売却資金で賄う予定であったが、不動産売却が予定通

り進まず一部の売却に止まっているため、減価償却引当特定資産、3 号基本金等の自己資

金 24 億円を取り崩して取得資金に充当した。 

2008 年度末における学園の財政状態は、資産総額 177.0 億円、負債総額 32.4 億円、差

引正味財産は 144.6 億円となっているが、消費収支差額が 54.2 億円の大幅な支出超過とな

っている。巨額の消費支出超過は、上記の大規模な施設設備と短大廃止に伴う収支の悪化

が主な要因となっている。 

資産面では売却予定の短大キャンパスが一部の売却に止まっていることに加え、大学の

隣接地購入を行ったため、土地・建物が 138.1 億円と高水準となっている。 
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また、この購入資金として自己資金を 24 億円取り崩したため、減価償却引当特定資産が

ゼロとなり、特定資産は総額 13.2 億円と極めて少ない状況となり、現金預金、有価証券を

含めた金融資産は極めて乏しい水準にある。負債は、創立 70 周年事業のために借入れた借

入金 30 億円が 21.4 億円まで減少したが、今後もまだ借入負担は続く。 

流動比率は、資料によれば平均値 18.7％に対して過去 5年間（6.3％ 6.5％ 7.3％ 5.6％  

4.9％）といずれも極めて低い状態にある。これは、固定資産への投資が多額となった結果

であり、長期的資金で調達すべきところを内部資金で賄ったため資金調達に無理がでた結

果である。以上を主な要因として学園の財政は収支の悪化、借入金の多さ、金融資産の少

なさ等脆弱で、安定性の低いものとなっている。 

 

 

【点検・評価】 

 

1999 年度の中長期計画に従い、中高キャンパス、短期大学キャンパス、大学キャンパス

の建築等を実施してきたが、新たな中長期計画が必要な時期・時代となっている。早急に

総合的な財政計画を策定して、財政基盤を確立する必要がある。 

予算編成、執行については適切に執行されているが、予算と決算のずれを極力小さくす

る努力が必要である。 

外部資金を受け入れる組織・体制については法人内に寄付金募集担当者を置き、大学に

は科学研究費等外部研究費獲得のための教育研究支援室を設け、組織・体制を整えつつあ

るが、まだ十分な成果を上げるには至っていない。 

内部監査機能については、非常勤職員で対応してきたため、いささか実効性に乏しいも

のであったが、2009 年 12 月に専任職員 2 名が配置された。今後は、監事、会計監査人、

内部監査による更に適切な監査及び内部統制が期待できる。 

 

 

【具体的な改善策】 

 

私立学校法の改正に伴う、理事会、評議員会並びに監事の役割を明確にするために寄付

行為の改正と役員の改選を実施した。2009 年 7 月に理事の改選を行い、理事長には、企業

経営の経験者を向かえ、理事の大幅な入れ替えを行い、トップマネージメントの一層の強

化を図り、抜本的な学園運営の見直しに着手しているところである。 

2009 年 11 月の学園創立 80 周年記念を機に理事会は、総務・財務担当理事を選任して、

学園ヴィジョンの再定義、教育研究計画、施設設備計画、人事計画等を踏まえて経営改善

計画を策定し、実行していく予定である。また、理事長直轄の事務組織（特命担当部門）

を設置して財政健全化を中心とした経営改善策の諸策定を図る体制を整えた。 

今後は、予算編成は、中・長期的な財政計画を修正し、財政の基盤の健全性を確保する
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ための事業計画の見直しを一層進める必要がある。 

収入面では、引き続き学生確保に努力すると共に、受託研究費、寄付金、共同研究費、

補助金など外部資金の導入に積極的に学部全体で取り組む体制を図ることが急務である。

また、資産運用益が低迷している中で、出来るだけ有利な安全な運用に努めることである。

収支改善も遊休資産の売却とともに喫緊の重要な課題である。 

校地（短大キャンパス）と遊休資産の早期売却により、金融資産の充実を図り財務内容

の改善を図ると共に、短大廃止に伴う負担を早期に吸収して、経費の削減や人件費の抑制

等が重要な課題である。 

 

経営改善計画策定等は、以下のとおりである。 

○ 学園資産のうち遊休資産となっているものは、可及的速やかに売却し、金融資

産の充実を図るとともに財務内容の改善が重要課題である。 

○ 収支改善の具体策を策定する。 

特に大学は、短大との統合負担があるが、どのような方法で負担を解消し収支バ

ランスを取るかについて中長期的な計画を早急に立てることが重要である。 

このためには短大の人的資源を、学園の将来の園芸の名を冠した学部・学科の新

設等教育研究計画に活かす方法を検討する必要がある。 

○ 収入面では以下が課題となる。 

・少子化が進むなかで、学園の教育内容について父母等の理解を得る努力をし、入

学者を確保することが大前提となる。 

 ・寄付金獲得の体制を強化し、寄付金の一層の取り込みを図る。 

・補助金等の外部資金獲得のための体制を強化する。 

・資産運用収入は安全かつ効率的な運用を図る。 

○ 支出面では以下の改善策が必要である。 

・予算は重点配分を行い、効率的な教育研究を行う。 

・経費はムダを省き、効率的な執行を行うこと。 

・人件費については、中長期的な人事計画を策定し、教育研究体制を作り上げる。

また、職員については給与人事システムの見直しを行いモラールアップを目指す。

大学は任期付教員採用等人件費の抑制に努める。 

○ 施設･設備については、各部門の教育計画の確定とともに中期的展望で実施する。 

特に、大学隣接地についてはグランドデザインの策定と財政とのバランスを勘案

しながら進める必要がある。 

なお、大学キャンパス整備のための 2号基本金は、2008 年度末で 4.8 億円となっ

ているが、今後も計画的な積立を行っていく。 

○ 予算の精度を高め、決算との差異を小さくする必要がある。 

また、予算責任者は予算実績を常時把握し、予算の実行と結果の検討を行い、適

切に運用すること。 
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第14章 点検・評価 

 

【到達目標】 

組織・活動について定期的に自己点検・評価を行い、その結果を基礎に教育研究水準の

維持・向上にむけた改善・改革を行うためのシステムを確立する。 

 

・定期的な自己点検評価を実施するシステムを確立する。 

・自己点検評価結果の客観性・妥当性を確保するために外部評価機関による認証評価を

受ける。 

・自己点検評価結果、外部評価結果を改善・向上に役立てるシステムを確立する。 

 

 

【現状の説明】 

 

第1項 自己点検・評価 

 

・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 

 

「恵泉女学園大学学則」第1条の2「本学は、その教育研究水準の向上を図り、大学設置

の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価

を行い、その結果に基づいて教育研究活動の改善及び充実に努める」及び「恵泉女学園大

学大学院学則」第2条「本大学院の目的および社会的使命を達成するため、教育研究活動の

状況について、自ら点検及び評価を行い、その結果に基づいて教育研究活動の改善、充実

に努める」に基づき、「自己点検・評価委員会規程」を定め、これに従い本学は自己点検・

評価を実施している。 

 自己点検・評価委員会は学長が委員長を務め、学内役職者と学長から委嘱された専任教

職員で構成される常設の委員会であるが（規程第3条）、自己点検・評価を実施しない年度

は活動を休止している。 

自己点検・評価の実施に当たり、「委員会は、自己点検・評価の基本方針及び実施方法を

定め、これに基づき実施された結果報告を作成し、教授会、理事会に提出し、更に原則と

して公開する」（規程第6条）。また、個別の「評価項目についての自己点検・評価は学内既

存の各委員会等に委任される」（規程第7条）。 

1993年度に第1回目を実施し、以後1996年度、2000年度、2006年度、2007年度と実施し、

今回が第6回目となる。このうち、第3回目となる2000年度の自己点検評価をもとに2001年

度に大学基準協会に相互評価を申請し、2002年3月8日付けで相互評価の認定を受けている。

2006年度の自己点検評価は事務部門が中心となったものであり、2007年度は全学的なもの

であるが、いずれも学内的な点検評価にとどまっている。今回の自己点検評価は大学基準
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協会による大学評価を申請することを前提に、その求める点検評価項目に従って全学的に

点検評価を行っている。 

 

 

・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

テムの内容とその活動上の有効性 

 

点検・評価結果については、「これに基づいて教育研究活動の改善及び充実に努める」こ

とが学則に規定されており、また自己点検評価委員会規程第8条にも「学長及び関係部門の

責任者は、これに基づき、必要なる改善と長期計画への反映に努めなければならない」と

定められている。 

 1993年度の第1回目の自己点検評価は1991年の設置基準の大綱化に伴う、自己点検・評価

の努力義務化を受けて実施したものであり、学生による授業評価の試行結果などを含むも

のであった。これは、1995年4月1日付けの大学基準協会維持会員としての承認につながっ

ている。1996年度の自己点検評価は短期大学英文学科の閉鎖が決定され、その組織を大学

に受け入れることを前提に短期大学とともに実施した自己点検評価であった。この点検評

価は大学改革準備室の一作業部会としての機能も果たし、点検評価結果は大学改革の基礎

資料とされ、1998年度の人間社会文化学科、2001年度の人間環境学科、大学院人文学研究

科修士課程の新設とそれに伴うカリキュラム改革等につながった。また、2000年度の点検

評価は、一連の改組転換が一段落し、相互評価を受けるために実施されたものである。こ

の結果は2001年度以降の新たな学科再編の基礎資料として利用され、2005年度の2学部化に

つながった。 

 このようにして、本学では自己点検評価の結果を大学改革のための委員会に引継ぎ、改

組転換、学部設置、大学院設置などの基礎資料として利用し、教育研究組織、教育研究内

容の改善・改革につなげてきた。 

 

 

第2項 自己点検・評価に対する学外者による検証 

 

・自己点検・評価結果の客観性・妥当性を確保するための措置の適切性 

 

自己点検・評価結果の客観性・妥当性確保のためには第三者による外部評価が不可欠で

ある。この手法としては認証評価が最重要のものであるし、学生や保証人などによる検証、

外部有識者（企業・行政・地域住民などを含む）による検証も求めるべきであろう。また、

公式サイト等で一般公開し、これに対する反響にも誠意を持って対応する必要があろう。 

 本学の自己点検評価のうち2000年度（第3回）は大学基準協会の相互評価の提出書類とな

り、これをもとに評価が行われ、相互評価の認定を受け、客観性・妥当性が確認されてい
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る。この結果については印刷物として作成し、学内図書館に配架するとともに、他大学等

関係諸機関に配布され、第三者に公開された。2006年度、2007年度については大学の独自

の観点からの点検評価となり、大学基準協会による大学評価申請には不十分であったため、

認証機関による評価は受けていない。しかし、社会的責任として点検評価を公開するため

に、本学の公式サイトにアップした。また、小部数であるが印刷物として教職員に配布す

るとともに、図書館に配架して学生の閲覧に供した。 

 本自己点検評価は、大学基準協会による大学評価の俎上にのぼり、その客観性・妥当性

が審査される。審査後、審査結果とともに公式サイト上で広く公開する予定である。ただ、

単なるサイト上の公開では学外者による検証としては不十分であるため、保証人や地域住

民、行政担当者などから意見を求め、大学の改革に資する体制を整える必要がある。 

 

 

第3項 大学に対する指摘事項および勧告などに対する対応 

 

・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どに対する対応 

 

文部科学省からの指摘事項はない。また、2002年3月8日付の相互評価認定において大学

基準協会からの勧告はなかったが、以下の助言を受けた。 

 

① 長所の指摘に関わるもの 

 １ 園芸教育を核とするユニークな教育プログラムを有している点は評価できる。 

 ２ 学部教育においてフィールドスタディを重視し、その関係科目や「生活園芸」等

の屋外演習科目を設けている点は評価できる。 

  ３ 大学院研究科においては、国際的な多文化共生を実現するような高度職業人の養

成という目的に沿って、カリキュラムもよく体系立てられており、フィールドス

タディが重視され、外国語の実践能力の向上が図られている点は評価できる。 

  ４ 教員の年齢構成・性別構成のバランスが取れている。特に性別構成が他大学に比

べて極めてよい点は評価できる。 

  ５ 量的にも質的にも施設・設備の充実が図られ、学術情報の処理・提供システムや

情報環境の整備が組織的・積極的に進められており、学生のパソコンや視聴覚機

器・教材の利用が促進されている点は評価できる。 

  ６ 留学･海外研修プログラムの充実を図り、タイや韓国などのアジアにも目を向けて

いる点は評価できる。 

 ② 問題点の指摘に関わるもの 

  １ 学生定員の確保については、人間環境学科を除き定員が充足されていない。編入

学定員の確保を含めて、なおいっそうの定員充足に向けた努力が望まれる。 

  ２ 授業終了後の図書館の閉館時間が短いので、会館時間の延長が望まれる。 
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  ３ 図書館の学生用閲覧質の座席数が若干少ないので、その増加に努力されたい。 

  ４ 学園長の組織的位置づけが不明確であるので、その位置づけや職責について明文

化すること、また、学長の権限等を明文化することが望まれる。 

 

 これを受けて本学は、指摘された問題点の改善の努力を行い、2005年7月29日に以下の内

容の改善報告書を大学基準協会に提出し、受理された。 

 

  1 学生定員の確保については、人間環境学科を除き定員が充足されていない。編入

学定員の確保を含めて、なお一層の定員充足に向けた努力が望まれる。 

    

    相互評価を受けた 2001 年度の数値は以下のとおりである。 

収 容 
在籍 

学生 

定 員 総数 
学  部 学  科 

入 学

定 員

編入学

定  員

（Ａ） （Ｂ） 

Ｂ／Ａ

日本文化学科 90 20 400 395 0.99 

英米文化学科 147 20 798 739 0.93 

国際社会文化学科 150 20 790 770 0.97 
人文学部 

人間環境学科 75 20 75 94 1.25 

計 462 80 2,063 1,998 0.97 

 

    対応策 

    この指摘を受けた2001 年度に臨時的定員の一括返上を行い、2002 年度から入学

定員を変更するとともに、学生募集体制を強化した。その結果は以下のとおりで

ある。 

 

    2002 年度 

収 容 
在籍 

学生 

定 員 総数 
学  部 学  科 

入 学

定 員

編入学

定  員

（Ａ） （Ｂ） 

Ｂ／Ａ

日本文化学科 90 20 400 365 0.91 

英米文化学科 120 20 708 625 0.88 

国際社会文化学科 120 20 710 675 0.95 
人文学部 

人間環境学科 75 20 150 186 1.24 

計 405 80 1968 1851 0.94 
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入学者ベースでの定員確保は実現したが、学生定員ベースでは短期大学及び卒業

者の減少の影響を受けて編入学定員の充足がかなわず、定員充足率の低下をみた。 

         

2003 年度 

収 容 
在籍 

学生 

定 員 総数 
学  部 学  科 

入 学

定 員

編入学

定  員

（Ａ） （Ｂ） 

Ｂ／Ａ

日本文化学科 90 20 400 372 0.93 

英米文化学科 120 20 618 561 0.91 

国際社会文化学科 120 20 630 626 1.00 
人文学部 

人間環境学科 75 20 245 264 1.08 

計 405 80 1893 1823 0.96 

    2003 年度も引き続き入学定員確保は実現したものの、編入学定員を充足すること

が難しく、引き続き定員充足率は 1 を切っているが、前年に比べて改善が見られ

る。 

 

    2004 年度からは実体にあわせて、編入学定員を削減した。 

収 容 
在籍 

学生 

定 員 総数 
学  部 学  科 

入 学

定 員

編入学

定  員

（Ａ） （Ｂ） 

Ｂ／Ａ

日本文化学科 90 10 390 366 0.94 

英米文化学科 120 10 537 503 0.94 

国際社会文化学科 120 10 540 534 0.99 
人文学部 

人間環境学科 75 20 340 332 0.97 

計 405 80 1807 1735 0.96 

 

    また、2005 年度には学部を改組し、2 学部 5 学科とした。 

収 容 
在籍 

学生 

定 員 総数 
学  部 学  科 

入 学

定 員

編入学

定  員

（Ａ） （Ｂ） 

Ｂ／Ａ

日本文化学科 90 10 290 275 0.95 
人文学部 

英米文化学科 120 10 380 383 1.01 
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2004 年度をもって臨時的定員が全て解消され、2005 年度より収容定員は恒常定

員のみとなり、収容定員を満たすこととなった。 

 

入学者数は 2002 年度以降入学定員を充足してきたが、編入学者数は引き続き定

員を下回っている。短期大学進学者の減少による構造的な問題であり、編入学定

員の削減をもって対応してきたが、編入学生確保のなお一層の努力と編入学制度

のあり方の検討が今後の課題と考えている。 

 

    2  授業終了後の図書館の開館時間が短いので、開館時間の延長が望まれる。 

    相互評価当時（2001 年度）の開館時間は以下のとおりであった。 

     平日 8：45～19：00  土曜 9：00～13：30 

    

    現状と対応策 

    図書館の開館時間は、平日 8：45～19：00 土曜 9：00～13：30 

    で、2001 年度と変わらないが、学期末の 2 週間に関しては平日の開館時間を 20:00

まで延長している。2002 年度に平常時の 20:00 までの延長を実験的に行ったが、

19 時以降の利用者は甚だ少なく、延長の効果はあまり期待できないことが確認さ

れた。このため、学期末の延長のみを実施している。また、2003 年度よりインタ

ーネットを介して学外からも蔵書検索ができるようにして、サービスの向上を図

国際社会文化学科 120 10 380 408 1.07  

人間環境学科 75 20 265 253 0.95 

計 405 50 1315 1319 1.00 

  

収 容 
在籍 

学生 

定 員 総数 
学  部 学  科 

入 学

定 員

編入学

定  員

（Ａ） （Ｂ） 

Ｂ／Ａ

日本語日本文化学科 70 10 70 85 1.21

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 70 10 70 83 1.19

文化学科 65 10 65 68 1.05
人文学部 

小  計 205 30 205 236 1.15

国際社会学科 110 10 110 113 1.03

人間環境学科 95 10 95 114 1.20
人間社会

学部 
小  計 205 20 205 227 1.10

計 410 50 410 463 1.13
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っている。 

    学生の授業終了後の図書館利用が少ない点は、多摩市郊外という本学の立地条件

と東京・神奈川からの自宅通学者が多いこと、また女子大であり、比較的早い時

間に家に帰ることが期待されていることなどによるものと推測される。大学とし

ては学生の安全を確保するために、図書館閉館後の 20:00 までスクールバスを運

行している。なお、大学施設全体も原則 21 時で閉鎖し、22 時には完全施錠して

いる。 

 

3 図書館の学生用閲覧室の座席数が若干少ないので、その増加に努力されたい。 

相互評価時の学生用閲覧室の座席数は 186 席、学生収容定員は 2,075 名であった。 

 

現状と対応策 

 学生用閲覧室の座席数は 186 席で増加はないが、学生収容定員は 1,725 名と減少

しており、実質的な増加が図られている。2005 年度からの改組完成時の最終的な

学生定員も 1,740 名である。 

なお、2004 年度より蔵書の増加への対応とサービスの向上を目指して新図書館棟

の建設を視野に入れた将来計画の検討を始め、2 号基本金に年間 6,000 千万円の

組み入れを開始した。 

 

4 学園長の組織的位置づけが不明確であるので、その位置づけや職責について明文

化すること、また、学長の権限等を明文化することが望まれる。 

 

現状と対応策 

①学園長の学園長の組織的位置付け及びその職責 

学園長の組織的位置付け及びその職責を明確にするため、学校法人恵泉女学園寄

附行為の学園長に関する条文（第 5 条）を以下のとおり変更、その位置付け及び

職責を実態に則し、より明確に表記した。 

学園長は本学の教育理念の統括者である。（2003 年 10 月理事会決定） 

 

（学園長） 

旧：第 5 条 前条に掲げる学校の教学を統括するため、この法人に学園長を置く｡ 

新：第 5 条 この法人に学園長を置く。 

       2 学園長は、第 3 条に掲げる目的を達成するため、前条に掲げる学校

の教育理念を統括する。 

 

なお、この寄附行為変更は「15 校文科高第 268 号（平成 16 年 2 月 16 日）」にて

認可済である。 
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②学長の権限 

上記変更に伴い、学校法人恵泉女学園経理規程の別表「予算執行権限委任基準」

を改定、学園長を執行権限者から外し、学長の執行権限（1 件当たり金額）を引

上げた。（2005 年 4 月理事会決定） 

 

（予算執行権限委任基準） 

     1 件当たり金額       執行権限者 

旧：100 万円以上 300 万円未満   学長 

  300 万円以上 500 万円未満  学園長 

新：100 万円以上 300 万円未満   学部長 

  300 万円以上 500 万円未満  学長 

 

 

【点検・評価】 

 

 自己点検評価を学部学科の改組や設置に展開する方式は、改組転換という大きな改革が

前提にされているときには有効であるが、恒常的な改善・改革にはつながりにくい。恒常

的な改善・改革のためには目標設定とそれに対する到達度評価という手法を抜きにはでき

ない。また、目標設定のためには大学・学園の中長期の計画が必要であり、この点で本学

は大学としての中長期計画を策定し、これを理事会と協議し、学園の中長期計画に反映す

る必要がある。 

 自己点検評価委員会規程が概要のみを定めているため、恒常的な点検評価を実施するこ

とができないことがあった。点検評価結果を改善に生かす具体的な手順・システムも定め

られていない。細則などによって補足する必要がある。 

また、第三者の意見を点検・評価及びその後の大学の充実に生かすためには何らかの機

関・システムが必要である。 

 

 

【具体的な改善策】 

 

 2010年度に自己点検評価委員会を自己点検評価の実施のためではなく、自己点検評価を

生かすためのシステムを構築するための会として開催し、実施細則を定める。 

 第三者の意見を生かすためのシステム作り、大学の中長期計画の策定は学長を中心に学

部長・研究科長・学生部長等役職者により原案を作成し、理事会と協議する。2010年度内

には確定し、2011年度より実施する。 
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【到達目標】 

組織・運営と諸活動の状況、及び点検・評価結果について情報公開し、社会に対する説

明責任を果たす。 

 

・私立学校法第 47 条に基づき、資金収支計算書、消費収支計算書、貸借対照表及び事業

報告書、監査報告書を公開し、説明責任を果たす。 

・情報公開に係る規定を整備し、適切に運用する。 

・学校教育法第 113 条及び大学設置基準第 2 条の 2 に基づき、教育研究活動の状況を積

極的に公表する。 

・学校教育法第 109 条に基づき、自己点検評価結果を公表する。 

 

 

【現状の説明】 

 

第 1 項 財政公開 

 

・財政公開の状況とその内容・方法の適切性 

 

学校法人恵泉女学園は学校法人会計基準に基づいて会計処理を行い、公認会計士の監査

を受けた後、理事会・評議員で承認された決算報告書と翌年度の予算書を私立学校法第 47

条に基づき公開している。公開の媒体は学園の公式サイトであり、学内関係者にとどまら

ず、広く一般に公開している。(http://www3.keisen.ac.jp/gakuen/zaimu/zaimu.pdf)  

その内容としては、資金収支計算書、消費収支計算書、貸借対照表、財務状況に関する

解説、事業報告書、財産目録、監事監査報告書である。（表 48） 

 

 

第 2 項 情報公開請求への対応 

 

・情報公開請求への対応状況とその適切性 

 

財政状況については上記のとおり広く公開していること、大学の自己点検自己評価報告

書も公式サイトで全面的に公開していること、教育研究状況についても公式サイトのシラ

バス、教員業績で全面的に公開している。また、大学主催で教育理念・内容等を広く、学

生・保証人・地域住民に公開するスプリングフェスティバルや学生主催の学園祭（多摩フ

ェスティバル 11 月）においては、保証人懇談会を開催し、大学及び学園の活動状況につ

 260 

http://www3.keisen.ac.jp/gakuen/zaimu/zaimu.pdf


第 15 章 情報公開・説明責任.doc 

いて全体説明を行うとともに、学科ごと更には希望に応じて個人面談も行い、各種の情報

の開示説明を行っている。以上のことから、これまでに個別の情報公開請求を受けたこと

はない。 

関係法令を遵守して情報公開を行っているが、情報公開にあたっての学内的な規程は未

だ整備されていない。 

 

 

第 3 項 点検・評価結果の発信 

 

・自己点検・評価結果の学内外への発信状況とその適切性 

 

2000 年度に実施した第 3 回の自己点検評価までは報告書を冊子形式で作成し、全国の大

学等に配布するとともに、学内図書館・事務室等に配置して学生が自由に閲覧できるもの

としていた。 

その後 2006 年度・2007 年度と学内的な自己点検・評価を行ったが、これは冊子にはせず、

本学の公式サイトに公開して（http://www.keisen.ac.jp/about/activity/evaluation/）、

学内外への発信とした。 

 本報告も 2010 年初めにはサイト上にアップして公開を予定しているが、大学基準協会に

よる大学評価後にその結果を改めてサイトにアップするとともに、冊子またはＣＤ－Ｒを

作成し、関係機関ならびに各大学等へ配布する予定である。 

 本学は公式サイトの閲覧件数のページ別確認手段を持っていなかったが、2009 年 10 月よ

り公式サイトを更新し、ページごとの閲覧件数を確認できるようにした。これによると、

この 10 月から 12 月半ばの 2 ヶ月半で、サイト全体の閲覧件数 470,555 件に対して自己点

検評価ページの閲覧件数は 202 件であった。 

 

 

・外部評価結果の学内外への発信状況とその適切性 

 

本学が受けた外部評価は直近のものが 2001 年度の大学基準協会による相互評価である。

この結果については公式サイトにアップしていたが、2005 年度に大幅な改組を行ったため

現在は公開していない。 

外部評価の重要性は本学も十分認識しており、2006 年度に採択された特色ＧＰ「専門性

を持った教養教育としての体験学習」、2007 年度採択の特色ＧＰ「教養教育としての生活園

芸」においては外部評価を実施している。補助期間が終了した体験学習ＧＰについては外

部評価報告書を冊子として作成し、関係機関及び全国の大学、海外体験学習研究会参加者

等に配布した。今後公式サイトにアップする予定である。 
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【点検・評価】 

 

公式サイトに財務諸表を含む活動報告及び予算書を説明も含めて公開している点、教育

研究活動を積極的に公開している点は評価できる。またさまざまな機会を通して保証人等

に大学の教育目的・内容等を説明している点も評価できる。自己点検評価・外部評価が遅

れている中で、個別の取り組みではあっても外部評価を独自に実施して公開している点は

評価できる。 

しかし、財務状況の公開について言えば、大学のサイトから学園の財務状況ページまで

辿ることは容易ではなく、この点は改善が必要である。自己点検評価を公開しているもの

の大学基礎データ部分は公開されておらず、公開としては不十分の感がある。公開の効果

の検証も十分とは言えない。更に、情報公開の規程整備が遅れていることは問題点として

指摘せざるを得ない。 

 

 

【具体的な改善策】 

 

大学公式サイトから学園の財務状況へのリンクは大学ウェブマスターに指示して直ちに

実施する。大学基礎データは 2010 年度始めに本自己点検評価とともにアップする。 

公式サイトを通した情報公開の効果については、2010 年度内に google analytics を使用

して年間閲覧数等の検証を行う。 

 2010 年度内に大学庶務課、学園総務部において規程の見直しを行い、情報公開等に関わ

る諸規定を整備する。 
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終 章  自己点検評価を終えて 

 
学校教育法が改正され、認証評価機関による評価を受けることが定められて、もはや 6

年が過ぎようとしている。7 年に 1 度は認証評価を受けねばならない定めの 7 年目を迎え

ることになった。 

本学は 2005 年度に、それまでの 1 学部 4 学科体制を 2 学部 5 学科体制に改編した。こ

の新体制になった後の 2006 年、2007 年と認証評価を受けることを目指し、自己点検評価

を行ったが、新カリキュラムで動く新組織と旧カリキュラムに基づく古い組織が併存され

ている体制でその両面にわたって自己点検評価を行うことは甚だ難しく、大学基準協会が

要請する自己点検・評価として認証評価を受ける段階に達することはできなかった。今回、

この 2 学部 5 学科体制の 4 年間が一巡し、新しいサイクルに入ったところで、ようやく自

己点検・評価を実質化させ、報告書として完成させることができた。これは、自己点検評

価委員会メンバーの努力もあるが、全学の教職員の自己点検・評価作業とそれを各部局の

自己点検・評価へまとめる作業があっての成果であったことを明記しておきたい。 

しかし、本来、教育研究活動を自ら検証・評価し、本学の目的・目標に向けて改善の努

力を続けることは、日常的・継続的に行われるべきことである。今後は日常的な業務の中

に、教育研究活動の検証を行う仕組みを取り入れていかなければならない。その意味でこ

の報告書の提出はひとつの区切りではあるが、新しい取組に向けた始まりでもある。 

 

今回の自己点検・評価をまとめると以下のとおりである。 

① 大項目ごとの目標はほぼ達成できている。特に「理念・目的」「教育研究組織」「教

育内容・方法」「学生の受け入れ」「学生生活」「研究環境」「社会貢献」「教員組織」

「事務組織」「施設・設備」「図書・電子媒体等」については、しっかりした教育研

究体制を整え、充実した内容を提供していることが確認できた。これを今後も継続

していくために、中長期的視野から再度目標設定を行い、次の点検評価に向けて活

動を続けることが必要である。 

② 他方、教育研究・社会貢献活動の成果について、これを検証し評価するシステムが

確立されていない。データの蓄積、評価手法の開発などによる日常的な検証作業が

自己点検評価の基礎となるので改善を目指したい。 

③ 教育研究上の努力、入試制度改革や積極的な広報活動により、これまで定員確保が

できていることは評価に値する。しかし、今後の動向は予断を許さない。さまざま

な可能性を検討しておくことが必要である。また、最近の学生の多様化、学力格差

などについて、現状を客観的に把握し、対応することが求められる。2010 年度のカ

リキュラム改革にとどまらず、教育方法の改善、学生生活支援の強化等、大学が一

体となって地道な努力を続けなければならない。 

④ 「管理運営」に関しては、2 学部体制への移行に伴う学部レベルと全学レベルの委
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員会の二重構造化などにより、教職員の負担感が大きいという問題点がある。また、

規程等一部に整備が十分でない部分がある。全学での十分な議論と早急な改善が必

要である。特に規程については事務局で再度点検作業を行い、改定案の策定を急が

なければならない。 

⑤ 財務状況の改善は喫緊の課題である。財界出身の新理事長を迎え、新しい体制とな

った理事会が改善案の策定を進めているところであるが、大学と十分な協議を行い、

両者が協力して改善に向けた努力を行わなければならない。 

 

 今回の自己点検・評価と報告書の作成は、全教職員に大学の理念・目的に照らして自ら

の活動を点検・評価し、その成果を客観的に説明するためには何が必要なのか、どのよう

に語ればよいのかを考える機会となった。この後、本報告書や大学基礎データ、実地視察

などに基づき大学基準協会による認証評価が実施される。第三者による評価によって、自

己点検評価とはまた別の視点からのアドバイスが与えられることであろう。大学を取り巻

く環境は、我々の思いを超えて大きく変動している。この変化に押し流されことなく主体

的に対応し、我々の目指す教育研究を続け、世界の平和の実現に貢献できる女性を育成し

ていくために、この自己点検・評価と認証評価結果を本学の教育研究活動改善への導きと

していきたい。 
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