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【序章】

序章
【学長】
今般、東洋英和女学院大学「自己点検・自己評価」Ⅷを公開するにあたり、以下に所感
を述べる。前回の「自己点検・自己評価」Ⅶ（2013年度公開）以降、本学を取り巻く環境
はさらに厳しさを増すこととなった。何よりも、2020年初頭より突如として全世界を襲
い、現在もなお完全な収束の見通しが立たないいわゆる新型コロナ（COVID-19）禍の教育
研究領域への波及とこれへの対応について言及せねばならない。行政側からは、2020年4月
に初回の緊急事態宣言が発出され、これに伴って本学でも「非対面」「非接触」を基軸と
した授業形態への転換に踏み切った。すなわち、2020年度前期においてはすべての授業を
一律全面オンライン開講とし、後期には実験・実習・実技指導等を主体とする一部の科目
のみ例外的に対面開講を認めるとの措置をとった。2021年度前期には履修登録者の人数で
対面かオンラインかの切り分けを行い、概ね八割の授業を対面に戻すことを得たが、夏に
再び感染爆発状況が到来したために後期にはまた前年度後期と同様の方針を掲げるに至っ
た。その後、感染状況が小康状態となり、緊急事態宣言が解除されたタイミングで対面制
限を部分的に緩和することとなっている。
この間、特筆すべきは対面・接触を避けつつも基本的な学事暦を貫徹し得たという単純
な事実であろう。もとより、学園祭やゼミ合宿、課外活動等は中止や厳しい制約の下に置
かれたが、それでも授業や試験といった大学の根本的な学事を特段の遺漏なく遂行するこ
とが可能となったのは、本学教職員の強い決意と一致した行動とに因るところが大きい。
理系部局を持たず、情報科学に精通した人員を多く抱えているわけでもない小規模女子大
である本学が、対面授業に代わる事実上唯一の代替策であったオンライン開講へと相対的
にスムーズに移行できたのは、これら教職員の決意と行動の賜物にほかならない。
本学の事例を見ても明らかなように、この新型コロナ禍は大学のいわゆるデジタル・ト
ランスフォーメーション（DX）のプロセスを著しく加速させつつある。教育研究の領域に
おけるこうしたDXの導入や定着は、大学のありようをどこまで、どのように変容し変貌さ
せることになるのだろうか。もとより大学は収益を追求する企業ではないし、管理や監視
を生業とする官僚組織でもない。企業や官庁の経営や運営という観点から考えれば、DXに
よる合理性のメリットは明らかだろう。それらの領域においては、成長とか効率といった
数値化できる指標によって評価され、それに基づいた経済合理性の向上が合目的的と看做
されているからである。これに対して教育の領域は、成果の評価において基本的にそうし
た数値化の世界に馴染まない。学生たちが受けた教育の成果が、いつ、どのような形で発
現するのかは、必ずしも自明でないからである。むしろ大学において、より本質的な機能
は、学生や教職員といったその構成員相互間の人格的関係の構築にあると言ってよい。知
的好奇心を媒介とした人格の形成と陶冶、そして学生同士や教職員との間の人格的関係を
創出し、維持し、拡幅する場こそが大学の本質の欠くべからざる部分であろう。われわれ
は常にそのような原点を見据えつつ、自己を点検し適切に評価する努力を積み重ねなけれ
ばならない。
もう一つ留意すべき必要があるのは、DXがどこまで進もうが、それは飽くまで手段に過
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ぎず、それ自体が自己目的化する危険性であろう。教育も研究も、畢竟人間の営みであ
る。DXなどの新たなシステムが導入されることによって、旧来の障害や制約が急速に減殺
され、劇的に合理化や効率化が進む面がある一方で、これに依存することで従来蓄積され
て生きた経験値が早晩忘却の彼方へ追いやられかねないという面もまた存在する。対面・
接触型の伝統的な教育手法で培われてきた経験を、新たなシステムにおいてどのように活
用できるのかという問いへの答えもまた、必ずしも自明ではない。システムが優れていれ
ばいるほど、情報や判断がそこに集中的に依存してしまうようになる。集中依存していた
システムがいったん破断すれば、それがもたらす災厄は計り知れないのである。新たなシ
ステムの導入に際しては、そのバックアップとなるべきシステムの多重化・多ルート化は
避けて通れないと思われる。
今回開示する「自己点検・自己評価」Ⅷを、以上のような問題意識に立って有効に活用
していきたいと切望するものである。

【全学自己点検・評価委員会】
本学は、2016年度に第2期の認証評価を受審し、大学基準協会より「適合」の認定を受け
た。大学評価の結果、「東洋英和女学院大学に対する大学評価(認証評価)結果」におい
て、3つの基準（「教育内容・方法・成果」「学生の受け入れ」「内部質保証」）に、努力
課題5項目が付され、2017年度より、「東洋英和女学院大学自己点検実施要領」を策定し、
各学部・研究科・委員会において、学内各組織に対し、「年次行動計画（到達目標）」及
び「自己点検報告書」の提出を義務付けた。（資料を毎年度作成し、「東洋英和女学院大
学全学自己点検委員会」において進捗状況を確認することで、提言を受けた事項に対する
改善の具体的な取組みを開始した。
2020年度には、さらなる内部質保証を推進するため、「東洋英和女学院大学全学自己点
検委員会」を「東洋英和女学院大学全学自己点検・評価委員会」に、「東洋英和女学院大
学評価委員会」を「東洋英和女学院大学内部質保証推進委員会」に組織変更するととも
に、改善活動の取り組みを「改善報告書」として提出し、「今後の改善経過について再度
報告を求める事項」については「なし」との結果を受けた。外部からの評価を取り入れる
ために「東洋英和女学院大学外部評価委員会」の設置を計画し、第3期認証評価に備えた。
また、大学学士課程においては、2019年度から、リベラルアーツ教育の見直しを進め
「英和スピリッツ」と呼称されるカリキュラムが3つの方針に沿ってスタートするととも
に、学生の自主的な学習活動や様々な共同活動などをスムーズに行える新しいタイプのコ
モンズである「ラーニング・コモンズ」を設置し、学生たちの学修環境の改善と整備につ
いても進めてきた。
さらには、キャンパス全体にWi-Fi環境を整備し、各教室にICTに対応できる機器を整備
した。
大学院課程においては、社会人・大学新卒者に学びの場を提供し､問題解決型の職業人を
育成することにより満足度を向上させてきた。
しかしながら、本学では様々な取組みを行ってきたが、これらの取組みが十分であった
とは決して考えていない。

2

【序章】

第3期認証評価に向けて、本報告書を作成するプロセスにおいて様々な課題に対して真摯
に向き合い、この認証評価の受審を、今一度、本学の在り方を見つめ直し、本学の教育改
善への取組みをさらに推進していくための契機としたい。
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第１章 理念・目的
（１）現状説明
点検・評価項目①：大学の理念・目的を適切に設定しているか。またそれを踏まえ、学部・
研究科の目的を適切に設定しているか。
評価の視点1：学部においては、学部、学科又は課程ごとに、研究科においては、研究科又
は専攻ごとに設定する人材育成その他の教育研究上の目的の設定とその内容
評価の視点2：大学の理念・目的と学部・研究科の目的の連関性

＜大学の理念・目的の適切な設定＞
＜大学の理念・目的を踏まえた学部・研究科の目的の適切な設定＞
【大学全体】
東洋英和女学院大学は、1989年に従来の短期大学とは別個に開設され、2019年に開学30周年
を迎えた。母胎である東洋英和女学院が1884年に創設されて以来の建学の精神である「敬神奉
仕」をそのまま受け継ぎ、その礎の上に「専門性に根ざしたリベラルアーツ教育」を実践す
るべく出発した。この間、一学部二学科が二学部四学科へと拡大し、それぞれの専門教育課
程の充実に努めてきたが、専門技能・知識の根幹を支える基盤部分に幅の広い教養教育を据
える方針は一貫して変わらない。
本学は、キリスト教精神による人間形成を重んじ、敬神奉仕と国際性に富む女性を育成す
ることを目的とする（東洋英和女学院大学学則第1章総則第1条）。とりわけ女子大として「女
性の精神的自立」と「女性としての主体的な生き方」を称揚し、そのような目標を見据えた
学生を卒業生として社会に輩出することを目指している。もとよりそれは、男女の別を問わ
ず個々の学生の内面に成熟した市民としての確固たる自意識を創出するべき高等教育の目的
に適うものである。
さらに本学には、すでに社会人として成熟した市民生活を送っている者に対していっそう
高いレベルの専門的知見や技能の獲得を可能とする、両性に開かれた社会人大学院が併設さ
れており、わが国における知識基盤社会の構築に貢献している。
こうした理念・目的を全うするために、本学では各学部・学科・研究科がそれぞれのアド
ミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシーをホームページで
明示し、その適切な運用を期している。
【人間科学部】
人間科学部の目的は、個人としての人間を深く見つめ、その意識や行動を総合的にかつ多
角的に理解し、さらに社会へと視野を広げて多様な人間同士の関わりを探究することであ
る。心理・教育・歴史・文化・哲学などの分野を学ぶと同時に教育(保育)支援や心理支援の実
際を学び、他者を援助できる思慮ある女性の育成を目指している。
本学部の理念は教養教育を基礎として専門的知識や技能を積重することである。本学部で
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は、心理学、社会学、教育学、宗教学の基礎を学部共通の教養として学び、人間理解の入口
に立つ。2010年度より、本学部は人間科学科と保育子ども学科の2学科で編成されている。人
間科学科は、人間のこころや行動について総合的に理解し、自己と他者への深い理解と洞察
を身につけることで、社会的寛容性や共感性を高めることを目指す（東洋英和女学院大学学
則第1章総則第5条）。
2015年度より、人間科学科では「臨床心理・社会心理」と「総合人間学」の2コースから
「心理科学」と「教育・人間学」の2専攻とした。前者は、こころとからだを探求し、心理学
的・健康科学的視点による理解と援助の方法を学び、後者は、教育学的視点、社会的な視
点、及び文化的な視点から人間を探求することを目指している。
保育子ども学科では、子どものためのケアと教育についての専門性を身につけ、東洋英和
の保育者養成の伝統を継承し、総合的な人間力を備えた保育者養成を目指している（東洋英
和女学院大学学則第1章総則第5条）。
【国際社会学部】
本学のスクール・モットーである「敬神奉仕」の精神に基づき、国際社会学部は「他者と
の共生」（「異文化との共生」）という理念を実現するため、多様な視点を備えたグローバ
ル人材の育成を目的とした教育を進めている。東洋英和女学院大学学則第1章総則第5条のとお
り、本学部は、国際社会学科と国際コミュニケーション学科の2学科からなる。
国際社会学科は、不透明で変転極まりない現代の国際社会が抱える諸問題の本質と構造を
理解し、その問題解決に向けた内外の課題や理念に主体的に取り組み、社会貢献を志す女性
の育成を目的としている（東洋英和女学院大学学則第1章総則第5条）。
国際コミュニケーション学科は、現代の国際社会の中で具体的な問題を深く認識し、その
問題解決のために自ら実践的かつ積極的に行動し、社会貢献に携わる女性の育成を目的とし
ている（東洋英和女学院大学学則第1章総則第5条）。現在、本学部は、主に社会科学のアプロ
ーチからグローバル教育を推進している。
【人間科学研究科】
人間科学研究科の修士課程は、我が国の多様化・高齢化・国際化の急速な進展を踏まえ、
人間に関する幅広い高度な研究と教育を通して、教育・医療・臨床心理・社会教育・社会福
祉・宗教の学問領域において、今日の諸問題に対応できる高度の知識を有する専門職業人の
育成を目的としている。
また博士後期課程は、修士課程で培った人間科学諸領域の研究をさらに高度化し、社会に
寄与する人材の育成を目的としている（東洋英和女学院大学院学則第1章総則第1条2項）。
【国際協力研究科】
国際協力研究科は、国際社会と日本が直面する様々な課題や諸問題を常に視野に入れなが
ら、国際協力を実践していける有能な人材の育成を目的としている（東洋英和女学院大学院
学則第１章総則第1条3項）。
首都圏の社会人、NGO関係者、国際機関への就職希望者などを主たる対象として、キャリア
アップ、国際社会への貢献に資する企業・NGOへの転職、国際機関への就職などを目指す人々
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に対して、21世紀の複雑な国際社会に対応できる人材育成を目指す。
点検・評価項目②：大学の理念・目的及び学部・研究科の目的を学則又はこれに準ずる規則
等に適切に明示し、教職員及び学生に周知し、社会に対して公表し
ているか。
評価の視点1：学部においては、学部、学科又は課程ごとに、研究科においては、研究科
又は専攻ごとに設定する人材育成その他の教育研究上の目的の適切な明示
評価の視点2：教職員、学生、社会に対する刊行物、ウェブサイト等による大学の理念・
目的、学部・研究科の目的等の周知及び公表
＜大学の理念・目的及び学部・研究科の目的の規程による明示、周知、公表＞
【大学全体】
本学の建学精神「敬神奉仕」に象徴される理念・目的は、ホームページの大学概要におい
て「学長挨拶」・「東洋英和女学院 建学精神」・「教育目標」・「大学の方針」等の各項
目を掲げ、詳細に説明して教職員及び学生への周知と社会への公表をはかり、また大学案内
その他の印刷物を通じても同様の努力を続けている。
学院創設135周年・大学開学30周年の節目を迎えた2019年度においては、それぞれを記念す
るシンポジウムを開催し、全教職員及び学生代表に対して理念・目的の再確認を求め、また
その記録を冊子にまとめて関係各方面に送達し、ホームページやSNSでの公開と併せて広汎な
社会的公表に努めた。
【人間科学部】
人間科学部の理念・目的は大学構成員に周知されており、教員はそれらを十分理解し、教
養、専門教育を担当し、職員は熟知のうえ勉学を含めた学生生活の支援、また広報活動に務
めている。本学部は大学ホームページ等で理念・目的を公表しており、学生はそれらを認識
して入学し、学びを積み重ねる過程で自己の目標と相対することが期待される。
学部、各学科の理念・目標をはじめとした全般的な周知は毎年4月に実施されるオリエンテ
ーションでも徹底している。また、1年生は毎年5月中旬に実施される伝統的なオリエンテーシ
ョン合宿に参加することになっており、本学で学ぶことの意義、目的、理念を明確にする機
会を提供している。
しかしながら、2020年度は、COVID-19の影響により、感染予防の観点から宿泊は伴わず、オ
ンラインによるオリエンテーションを実施した。
本学部の理念や目的は大学のホームページや大学案内のみならず、東洋英和女学院総合案
内にも記載されており、東洋英和女学院関係者をはじめ関心を持つ人々に向けて公表されて
いる。
【国際社会学部】
国際社会学部の理念は「他者との共生」にあり、目的はグローバル人材の育成であり、こ
れが大学構成員に周知されている。教職員及び学生向けには、前述の大学学則第5条を始め、
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インターネット上の大学ホームページ、学院総合案内等を通じて、大学・学部の理念・目的
を周知するよう努めている。
とくに学生には、入学時4月のオリエンテーション・ガイダンスにおいて、大学の理念から
両学部の理念・目的を説明し、周知徹底を進めている。続いて、翌5月に実施されるオリエン
テーション合宿においても、本学で学ぶ意義・理念・目的を考える機会を提供している。
しかしながら、2020年度は、COVID-19の影響により、感染予防の観点から宿泊は伴わず、オ
ンラインによるオリエンテーションを実施した。
社会に対しては、大学ホームページに詳細に記載されており、さらに、本学を紹介する入
試広報資料である大学案内において、広く周知を図っている。
【人間科学研究科】
本研究科の理念・目的は、ホームページ及び大学院案内にて公表しており、なおかつ、大
学院説明会・相談会を年3回（5・7・10月）、2015年度からは年4回（5・7・10・12月）に増や
し、受験生に対して本研究科の理念・目的を伝えている。
同時に、在学生に対しては、入学後のオリエンテーションで、研究科の理念・目的・教育
目標・研究倫理を周知させている。また「教員と院生との懇談会」を開催し、学生の要望を
くみ上げると同時に、教員・職員側から学生に対して、研究科の理念・目的・教育目標を再
認識する機会としている。
なお、2020年度においてはCOVD-19感染症予防の観点から、入試説明会はウェビナー説明会
開催、専門分野の教員によるオンライン個別相談の随時開催することで理念と目的の周知を
行い、さらに大学院HP上に領域ごとの説明動画配信をすることでより一層の説明をしている。
【国際協力研究科】
本研究科の理念・目的は、大学院のホームページ、大学院案内、大学院便覧により広く周
知され、研究科構成員（教職員）の間での相互認識は当然のことながら、在学生、受験希望
者に対しても明確に示している。年4回の大学院入試説明会を開催し、本研究科の目指す人材
育成について詳しく説明し、その場で個別に教員及び現役の大学院生が相談に乗るなど、受
験希望者に対してきめ細かい説明をしている。
さらに、社会人向けの受験雑誌での本研究科の紹介、国際協力キャリアフェアなどの学外
説明会、大学院予備校への訪問など幅広く広報活動を行っている。
在学生に対しては、入学後のオリエンテーションで、研究科の理念・目的・教育目標を周
知させている。また「教員と院生との懇談会」を開催し、学生の要望をくみ上げると同時
に、教員・職員側から学生に対して、研究科の理念・目的・教育目標を再認識する機会とし
ている。
なお、2020年度においてはCOVD-19感染症予防の観点から、入試説明会はウェビナー説明会
開催、専門分野の教員によるオンライン個別相談の随時開催することで理念と目的の周知を
行い、さらに大学院HP上に領域ごとの説明動画配信をすることでより一層の説明をしている。
＜学内外、社会に対する大学の理念・目的等の周知及び公表＞
本学が目標とするキリスト教的な価値観・倫理観に基づきながら、自分自身の価値規範や
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行動基準を確立し、社会において他者と人格的関係を取り結ぶことのできる主体的な人間像
を再確認し、学生および教職員間での理念の共有を一層促進するために、2014年度にアドホッ
ク委員会として英和式リベラルアーツ検討会が発足した。この検討会において本学の目指す
教育を表す呼称として新たに「英和スピリッツ」が提示された。
「英和スピリッツ」とは、本学学生が在学中に身につけるべき精神を表し、幅広い教養と
専門的な知識、社会に対する柔軟性と適応力、他者への理解といった要素で構成されてい
る。英和スピリッツの名称決定に伴い、英和式リベラルアーツ検討会は、英和スピリッツ運
用センター検討委員会と名称変更された。「英和スピリッツ」は広報用パンフレットなどで
学内外に広く周知されている。
理念・目的の周知・公表にさらなる工夫を重ねるべく、「村岡花子記念講座」の具体的内
容として、自校史である「英和学」と、期待される女性像の創出につながる「女性学」とを
融合させた新たな講義科目を開講した。本講座は、各学部学科及び研究科が分担してそれぞ
れの専門領域と「英和」「女性」とをつなげるオムニバス形式の連続講義の形式を採り、本
学及び各学部・研究科の理念・目的の一層の周知に効果があるものと期待されるとともに、
その一部を本学生涯学習センター・学院資料室との共催で広く社会に公表することによっ
て、対外的な認知の拡大に資するものとなろう。
2019年度においては開学30周年、学院創立135周年事業の一環として全四回の講座を実施し
た。この「村岡花子記念講座」は学院と港区との連携事業として2016年秋にスタートし、村岡
花子の翻訳者、児童文学者、歌人、教育者、編集者、放送作家、社会活動家としての多岐に
わたる人物像に迫りつつ、広く地域にもその知見を一般公開していく試みとなった。
2019年度は東洋英和女学院の135周年記念・大学開学30周年記念の年にあたり、村岡花子と
東洋英和女学院にゆかりのある事柄や人物について、講演を依頼した。2020年度においては
COVID-19の影響により中止となってしまった。
点検・評価項目③：大学の理念・目的、各学部・研究科における目的等を実現していく
ため、大学として将来を見据えた中・長期の計画その他の諸施策を
設定しているか。
評価の視点1：将来を見据えた中・長期計画及びその他の諸施策の設定
・認証評価の結果等を踏まえた中・長期の計画等の策定
評価の視点2：施策等の実現に向けて、組織、財政等はどのように担保されているか。

＜将来を見据えた中・長期計画の設定＞
<認証評価の結果等を踏まえた中・長期の計画等の策定>
本学院は、宣教師ミス・カートメルにより1884年に設立されて以来、一貫してキリスト教に
基づく教育の実践に努め、幾多の困難も克服しつつ、今や卒業生は4万人を超えるなど、着実
な発展を遂げてきた。2019年度には、学院創立135周年、東洋英和女学院大学開学30周年の節
目を迎え、それぞれを記念するシンポジウムを開催し、理念・目的の再確認を行った。これ
までの本学院の歩みを振り返りつつ、将来の学院教育のあり方を展望する機会を学院関係
者・教職員の間で共有した。
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しかしながら、今後の本学院を取り巻く状況に目を転じると、少子化の急激な進行による
学齢人口の減少や男女共学志向の高まり等がさらに見込まれるなど、経営環境は厳しさを増
しつつあり、これは既に大学をはじめとして学院各部の学生・生徒募集に影響を及ぼしつつ
ある。また、小学部、東洋英和幼稚園の敷地を含む地域を対象とする六本木五丁目西地区市
街地再開発事業への対応も重要課題となっている。
創立136年目の年度を迎えるにあたり、こうした課題、環境変化に対応しつつ、本学院が目
指す教育の一層の充実を図り、その使命である「敬神奉仕」に根差した学院教育をより充実
させていくことを目的として、本中期計画を策定する。計画の期間は5年間（2020年度から
2024年度）とし、期中に大きな環境変化が生じ計画の見直しが必要となった場合は、改訂する
ことも念頭に置く。また、計画期間における毎年の事業計画および予算の策定にあたって
は、本計画との連携を常に確保し、中長期的視野に立ちつつ事業運営を実現していく。
大学は2019年度に開学30周年を迎えたが、現所在地（横浜校地）に残留のうえ、所要の投資
を行い、ソフト・ハード両面で今後の発展を期するとの学院基本方針（2019年11月理事会決
定）に従って、2020年度から始まる30年を期間とする長期的行動指針（Next30）を構想するこ
ととした。そして、その初動となる「第1次5カ年計画（2020年～2024年）」は、本中期計画の
対象期間と符合する。
本中期計画は、既に実施された認証評価結果（本学では2016年度に実施された大学基準協会
の第2期認証評価）において指摘された諸課題に対する対応を踏まえて策定するものとされて
いる。本学の場合、とりわけ重視されるのは、大学の教育研究活動の「質」を確認・保証
し、「学生の学修成果」の水準等を恒常的・継続的に保証するという、いわゆる「内部質保
証」を明示するところにある。
このため第1次5カ年計画においては、この内部質保証における取り組み状況や学修成果を定
期的に分析・評価し、改革・改善・向上に資する実効的なシステムの構築に注力する。同時
に、耐用年数面で限界を迎えつつある学内諸施設の補修に努めつつ、その抜本的な刷新に備
えて現状の客観的把握を進める。
また、東京都港区と東洋英和女学院との包括連携協定の下、「村岡花子記念講座」等で実
績を上げている生涯学習センター・大学院との共催事業の前例に鑑み、大学と横浜市緑区と
の同様の包括連携協定の締結に向けて調整を進める。近年、大学院では入学者が引続き減少
傾向にあるため、組織改革、他大学との連携強化などの施策を実施しつつ、その効果も踏ま
え、今後のあり方を検討していく。
＜施策等の実現に向けた組織、財政等の担保＞
学院執行部、常務理事でもある学長と大学執行部の密な連携により、月1回の定例会のみな
らず随時、財政計画等について協議している。財政面では、大学の各種施策の実現に向け
て、経常収支差額や、毎年度の教育活動収支の均衡を維持することを方針としているが、
COVID-19の影響や入学者の減少により、教育活動収支の均衡が悪化している。
現状分析を行ったのち、2021年度からは、収支改善のため、大学改革推進会議及び大学改革
推進本部により、大学経営改革を進めていく予定である。
あわせて、これらを着実に実施するため、各施策の指標及び最終目標の検討を行い、中期
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計画に基づき事業計画を策定している。

（２）長所・特色
本学が目標とするキリスト教的な価値観・倫理観に基づきながら、自分自身の価値規範や
行動基準を確立し、社会において他者と人格的関係を取り結ぶことのできる主体的な人間像
を再確認し、学生および教職員間での理念の共有、継承している点に大きな特徴がある。

（３）問題点
教職員に対して学内ポータルサイト等により、学長の講話・基本方針の説明、理念・目的
を周知する取組複数回実施されているが、将来を見据えた中期計画の理解度について、教職
員間に差がみられるため、改善に向けた方策を検討する必要がある。

（４）全体のまとめ
本学は、キリスト教精神による人間形成を重んじ、敬神奉仕と国際性に富む女性を育成する
ことを目的とする。とりわけ女子大として「女性の精神的自立」と「女性としての主体的な
生き方」を称揚し、そのような目標を見据えた学生を卒業生として社会に輩出することを目
指している。
大学の理念・目的及び学部・研究科の目的は、大学ホームページ等を通じて広く内外に公
表しているほか、全学的な基本方針は、学長による専任教職員を対象とした説明会を随時行
い、学内者への周知と理解促進を図った。
これらの理念・目的を達成するため、学院理事会とともに中期計画を策定し、具体的な施
策を定めて推進している。特に、現在進行中の中期計画は、大学経営改革という新たなミッ
ションが追加された。
以上のことから、本学では、理念・目的を適切に設定し、それらを実現するための施策を
中期計画に定め、適切に大学運営を行っている。
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第２章 内部質保証
（１）現状説明
点検・評価項目①：内部質保証のための全学的な方針及び手続きを明示しているか。
評価の視点：下記の要件を備えた内部質保証のための全学的な方針及び手続の設定とその
明示
・内部質保証に関する大学の基本的な考え方
・内部質保証の推進に責任を負う全学的な組織
（全学内部質保証推進組織の権限と役割、当該組織と内部質保証に関わる学
部・研究科その他の組織との役割分担）
・教育の企画・設計、運用、検証及び改善・向上の指針（PDCAサイクルの運用

プロセスなど）

＜内部質保証のための全学的な方針及び手続の明示、共有＞
本学では、2017年4月に、従来の東洋英和女学院大学自己点検評価委員会を廃止し、新たに
東洋英和女学院大学全学自己点検委員会（以下、点検委員会という。）と東洋英和女学院大
学評価委員会（以下、評価委員会という。）を設置した。点検委員会は、2017年5月に「東洋
英和女学院大学自己点検実施要領」を策定し、学内各組織に対し、「年次行動計画（到達目
標）」及び「自己点検報告書」の提出を義務付けた。
学内各組織は、自己点検報告書により到達できた目標及び未達であった目標を振り返り、
次年度の年次行動計画作成に生かすとともに、提出された行動計画及び報告書は、点検委員
会で取りまとめ、蓄積された年次行動計画及び自己点検報告書をもとに、「全学自己点検・
評価報告書」を作成し、評価委員会に報告する。
一方、評価委員会は、内部質保証を推進する組織として、大学の自己点検・評価の実施方
針、点検・評価項目及び評価指標の設定を行なうとともに、点検委員会が作成した全学自己
点検・評価報告書等をもとに、本学の基本方針、中期目標及び毎年度の達成目標の進捗状況
及び達成状況並びに本学の自己点検・評価を検証し、「評価結果報告書」を作成する役割を
担う。
以上の通り、これまで明確ではなかった本学のPDCAサイクルが確立され、内部質保証への体
制は、整いつつあるが、さらに内部質保証を推進するため、2020年10月新規程を制定した。点
検委員会を「東洋英和女学院大学全学自己点検・評価委員会」に、評価委員会を「東洋英和
女学院大学内部質保証推進委員会」に組織変更した。
各年度の自己点検・評価の方針及び手続については、内部質保証推進委員会が「自己点
検・評価の基本方針」を策定し、各部局に明示している。 内部質保証の推進に責任を負う全
学的な組織と学部・研究科そのほかの組織の役割分担は、次に示す「内部質保証システム体
系図」のとおりである。
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点検・評価項目②：内部質保証の推進に責任を負う全学的な体制を整備しているか。

評価の視点1：全学内部質保証推進組織・学内体制の整備
評価の視点2：全学内部質保証推進組織のメンバー構成

＜内部質保証の推進に責任を負う全学的な体制の整備＞
内部質保証に関わる組織体制については前述の内部質保証体制図及び「内部質保証推進委
員会規程」「全学自己点検・評価委員会規程」等により定めている。また、自己点検・自己
評価Ⅷ及び内部質保証推進に関する基本方針により、内部質保証の推進を行う体制整備を行
った。
・自己点検・自己評価による内部質保証の検証
各部門委員会は、行動計画等が確実に実施されているかを点検報告書により評価・検証
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し、改善課題等を抽出する。全学自己点検・評価委員会は、各部門委員会の自己点検報告書
を大学全体の観点から評価・検証し、学長及び内部質保証推進委員会に報告する。
・内部質保証の検証結果を踏まえた改善取組計画等の策定及び実施
学長及び内部質保証推進委員会は、上記報告に基づき、大学全体の教学運営の観点から評
価・検証し、重点方針等に関する改善取組計画等を新たに策定する。各教育研究組織・各事
務組織は、個別の改善取組計画等を策定し、教学諸活動の事業計画等に反映させ、計画的に
実施する。
＜内部質保証の推進に責任を負う全学的な組織のメンバー構成＞
内部質保証委員会の構成員は、「内部質保証推進委員会規則」第3条に定めている。全学自
己点検・評価委員会の構成員については、「全学自己点検・評価委員会規則」第3条に定めて
いる。
また「自己点検・評価部門委員会実施細則」にて部門委員会は、学科・研究科より選出さ
れ全学的な視点からの検証を可能にしている。
以上のとおり、本学では内部質保証の推進に責任を負う組織として内部質保証推進委員会
を設け、全学的な体制を整備している。

点検・評価項目③：方針及び手続きに基づき、内部質保証システムは有効に機能しているか。

評価の視点1：学位授与方針、教育課程の編成・実施方針及び学生の受け入れ方針の策定の
ための全学としての基本的な考え方の設定
評価の視点2：方針及び手続に従った内部質保証活動の実施
評価の視点3：全学内部質保証推進組織による学部・研究科その他の組織における教育のPDCA
サイクルを機能させる取り組み
評価の視点4：学部・研究科その他の組織における点検・評価の定期的な実施
評価の視点5：学部・研究科その他の組織における点検・評価結果に基づく改善・向上の計
画的な実施
評価の視点6：行政機関、認証評価機関等からの指摘事項（設置計画履行状況等調査等）に
対する適切な対応
評価の視点7：点検・評価における客観性、妥当性の確保

＜3つのポリシー策定のための全学としての基本的な考え方の設定＞
内部質保証の方針と手続きの明確化の問題に関しては、大学執行部及び内部質保証推進委員会か
ら各学部・学科に、「敬神奉仕」という本学の建学の精神に基づき、3つのポリシー（アドミッシ
ョン・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシー）を明確にし、それに基づく教
育目標・計画の立案と実践の推進を行っており、3つのポリシーを定期的検証し、最終的には、執
行部により大学運営委員会、大学評議会にて承認され公表される。
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＜学部・研究科等における PDCA サイクルを機能させるための全学的な取組＞
各年度の活動は、自己点検・評価実施要領に基づき、大学の理念・目的を達成し、教育研究活動
の活性化を図るため、教育研究活動および大学管理運営ならびに施設・設備の状況について、自ら
の責任において適切な水準にあることを説明・証明するために自己点検・評価の活動を機能させ、
恒常的・継続的に質の向上を図ることを目的として実施する。

実施手順としては、（1）「年次行動計画（到達目標）書」の作成、（2）「年次行動計画
（到達目標）書」の報告（3）「自己点検・評価報告書」の提出、（4）「自己点検・評価報告
書」の改善という、PDCAサイクルにより推進する。
＜認証評価機関、行政機関等からの指摘事項に対する適切な対応＞
大学評価の指摘事項に関しては、学長の指示により各担当部局から毎年度の改善状況及び
次年度に向けての取組を提出させ、大学運営委員会、大学評議会等を経て、大学基準協会へ
改善状況を報告している。2016年度に受審した大学基準協会による大学評価結果に対する改善
報告書は2020年8月に大学基準協会へ提出した。その後、大学基準協会による「改善報告書検
討結果」（2021年3月24日）の中で、国際協力研究科は特定の課題についての研究の成果を審
査する基準の明文化がなされていないと指摘された。これを受けて、研究科委員会で協議を
行い、「特定の課題についての研究成果の修了基準等について」を作成し、固有の基準の明
文化を行った。
＜点検・評価における客観性、妥当性の確保＞
全学の内部質保証の推進に責任を負う内部質保証推進委員会と、全学的な観点から点検・
評価を実施する全学自己点検・評価委員会を設置することで役割を明確にしている。
また、内部質保証推進委員会の担当部局の大学改革推進課内に、IR機能を包括し、中期計画
で定めたPDCA指標に基づく分析や学生の成績情報、各種アンケート結果等のデータを用いた評
価を執行部及び内部質保証推進委員会で定期的に行い、客観性・妥当性を担保している。
以上のとおり、本学では「内部質保証推進体制図」により、PDCAサイクルの運用プロセスを
明示している。具体的には、内部質保証推進委員会が定める各年度の自己点検・評価の基本
方針に基づき、各部局等は活動実績や事業遂行にあたっての課題と改善案等について自己点
検・評価し、それを受けて全学自己点検・評価委員会が全学的な観点から評価を行い、その
報告をもとに内部質保証委員会が改善方策を策定し、学長から部局等に改善を指示するとい
う一連の流れにより、PDCAサイクルを機能させ、内部質保証システムを有効に機能させてい
る。
点検・評価項目④：教育研究活動、自己点検・評価結果、財務、その他の諸活動の状況等
を適切に公表し、社会に対する説明責任を果たしているか。

評価の視点1：教育研究活動、自己点検・評価結果、財務、その他の諸活動の状況等の公表
評価の視点2：公表する情報の正確性、信頼性
評価の視点3：公表する情報の適切な更新
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＜教育研究活動、自己点検・評価結果、財務、その他の諸活動の状況等の適切な公表＞
公表すべき情報は、「情報公開」というカテゴリーを大学ホームページに設け、公表して
おり、大学学部・研究科等の設置に関する情報、大学 学部・研究科等の設置に係る設置計
画履行状況報告書、東洋英和女学院大学に対する大学評価(認証評価)結果、大学自己点検・評
価報告書、大学改善報告書という項目を設け、自己点検・評価報告書、設置認可申請に関す
る申請書類や設置計画履行状況報告書についても公表している。
また、研究活動、FD活動への取組、学生調査結果等も大学ホームページに公表している。財
務関連については、私立学校法等の規定に基づき、予算・決算に係る計算書類や監査報告書
を学校法人のホームページに公表している。
公表が義務付けられている情報に関しては原則として毎年5月1日を基準日として更新してい
る。そのほかの諸活動については、随時、必要に応じて担当部局が更新している。

点検・評価項目⑤：内部質保証システムの適切性について定期的に点検・評価を行っているか。
また、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。

評価の視点1：全学的なPDCAサイクル等の適切性、有効性の定期的な点検・評価
評価の視点2：点検・評価における適切な根拠（資料、情報）の使用
評価の視点3：点検・評価結果に基づく改善・向上
＜内部質保証システムの適切性・有効性に関する点検・評価＞
前述の通り、内部質保証推進委員会の定める方針及び手続に基づく各部局等の「自己点
検・評価報告書」を全学的な観点から評価した「自己点検・自己評価」を通じて、内部質保
証委員会は自己点検・評価の方針及び手続自体が有効に機能しているかを点検・評価してい
る。また、内部質保証推進委員会は、必要に応じて方針の見直しや全学的な立場から部局間
の調整等を行い、大学全体の内部質保証システムの改善を図っていく。
＜点検・評価結果に基づく改善・向上のための取組＞
2016年度の受審結果を受け、明確では無かったPDCAサイクルを確立するため、学内各組織
は、自己点検報告書により到達できた目標及び未達であった目標を振り返り、次年度の年次
行動計画作成に生かすとともに、提出された行動計画及び報告書は、点検委員会で取りまと
め、蓄積された年次行動計画及び自己点検報告書をもとに、「全学自己点検・評価報告書」
を作成し、評価委員会に報告する。
一方、評価委員会は、内部質保証を推進する組織として、大学の自己点検・評価の実施方
針、点検・評価項目及び評価指標の設定を行なうとともに、点検委員会が作成した全学自己
点検・評価報告書等をもとに、本学の基本方針、中期目標及び毎年度の達成目標の進捗状況
及び達成状況並びに本学の自己点検・評価を検証し、「評価結果報告書」を作成する役割を
担う。
以上の通り、これまで明確ではなかった本学のPDCAサイクルが確立され、内部質保証への体
制は、整いつつあるが、さらに内部質保証を推進するため、点検委員会を「東洋英和女学院
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大学全学自己点検・評価委員会」に、評価委員会を「東洋英和女学院大学内部質保証推進委
員会」に組織変更し、2020年10月新規程を制定した。
各年度の自己点検・評価の方針及び手続については、内部質保証推進委員会が「自己点
検・評価の基本方針」を策定し、各部局に明示している。 内部質保証の推進に責任を負う全
学的な組織と学部・研究科そのほかの組織の役割分担は、「内部質保証システム体系図」の
とおり確立し、役割をより明確にした。

（２）長所・特色
特になし。

（３）問題点
内部質保証推進委員会、全学自己点検・評価委員会の役割、内部質保証のためのPDCAサイク
ルが明確になったが、第3者による外部評価を実施するに至っていない。
また、各種アンケートや評価結果に基づく中長期計画に基づき改善・改革の指針策定に至
っておらず、改善の余地がある。

（４）全体のまとめ
2020年度は、学長のリーダーシップ及び内部質保証推進の機運が高まった年度であった。そ
のため、これまで明確ではなかった本学のPDCAサイクルが確立され、内部質保証を推進するた
め、「東洋英和女学院大学内部質保証推進委員会」「東洋英和女学院大学全学自己点検・評
価委員会」が2020年度に設置されたのは大きな転換期であったと言える。
今後は、建学の精神に基づいた中長期計画の更なる推進・大学改革、内部質保証推進をし
ていく必要がある。
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第３章

教育研究組織

（１）現状説明
点検・評価項目①：大学の理念・目的に照らして、学部・研究科、附置研究所、センター
その他の組織の設置状況は適切であるか。

評価の視点1：大学の理念・目的と学部（学科又は課程）構成及び研究科（研究科又は専攻）
構成との適合性
評価の視点2：大学の理念・目的と附置研究所、センター等の組織の適合性
評価の視点3：教育研究組織と学問の動向、社会的要請、大学を取り巻く国際的環境等への
配慮
＜適切な組織の設置及び編成＞
本学は、「敬神奉仕の礎の上に、専門性に根ざしたリベラルアーツ教育を実践する」とい
う教育目標を達成するために、2020年4月現在、2学部4学科、大学院2研究科、附置研究所とし
て、死生学研究所、国際関係研究所、保育子ども研究所、メディア・コミュニケーション研
究所、社会技術研究所を設置している（組織図参照）。大学の学部は人間科学部と国際社会
学部の2学部であり、人間科学部は、人間科学科と保育子ども学科の2学科に、国際社会学部
は、国際社会学科と国際コミュニケーション学科の2学科に別れている。大学院は、人間科学
研究科と国際協力研究科の2研究科である。
人間科学部は、心理・教育・歴史・文化・哲学などの分野を学ぶと同時に教育（保育）支
援や心理支援の実際を学び、他者を援助できる思慮ある女性を育成するため人間科学科と保
育子ども学科の2学科で編成されている。2015年度より、人間科学科では、「臨床心理・社会
心理」と「総合人間学」の2コースから「心理科学」と「教育・人間学」の2専攻と再編した。
人間科学部の研究領域に関わる研究所として、死生学研究所、社会技術研究所、保育子ど
も研究所があり、本学部の理念・目的に合致した教育研究の場となっており、紀要や叢書の
刊行や講演会の開催によって社会貢献を行なっている。
国際社会学部は、「他者との共生」（異文化との共生）という理念を実現し、多様な視点
を備えたグローバルな人材を育成するため国際社会学科と国際コミュニケーション学科の2学
科からなる。
附置研究所である国際関係研究所、メディア・コミュニケーション研究所も、本学部の理
念・目的に合致した教育研究の場となっており、同時に、紀要や叢書といった研究成果の刊
行を通じた社会貢献を行っている。
人間科学研究科の修士課程は、我が国の多様化・高齢化・国際化の急速な進展を踏まえ、
人間に関する幅広い高度な研究と教育を通して、教育・医療・臨床心理、社会教育・社会福
祉・宗教の学問領域において、今日の諸問題に対応できる高度の知識を有する専門職業人の
育成を目的としている。また博士後期課程は、修士課程で培った人間科学諸領域の研究をさ
らに高度化し、社会に寄与する人材の養成を目的としている。これらの目的のため、人間科
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学研究科は人間科学専攻修士課程（人間科学領域、臨床心理学領域、幼児教育コース）と人
間科学専攻博士課程（人間科学領域、臨床心理学領域）を設置している。
2019年に人間科学専攻修士課程の領域再編を行い、2020年度より人間科学領域（教育学関連
分野・死生学関連分野）、臨床心理学領域、幼児教育・発達臨床学領域の新体制を敷き、よ
り具体的な高度専門職業人の養成指導の充実を図った。さらに、2020年度以降の新体制に伴
い、人間科学領域の死生学関連分野と上智大学大学院実践宗教学研究科死生学専攻との単位
互換制度や研究交流の協定を締結した。
また、臨床心理学領域は、臨床心理士養成第1種指定大学院として、臨床心理士養成教育の
ための実際的な研究と教育に力を入れ、2018年度より公認心理師国家資格科目の設置を行い、
公認心理師養成プログラムを追加し、高度職業人の育成という本研究科の目的をさらに一層
充実させ具体化している。
国際協力研究科は、2003年に社会科学研究科から国際協力研究科と名称変更し、国際協力領
域、国際社会領域の2つの領域を設置するとともに、地域研究科目を充実させ、社会人大学院
として、基礎力をアップさせるための基礎科目も揃えている。
続けて、2020年度より、社会人学生の学びの要請に沿った形でカリキュラムの再編を行い、
サステイナブル国際協力コースと国際政治経済・地域研究コースを新たに設置した。
同じく2020年度より、早稲田大学大学院社会科学研究科と学生交流に関する協定を締結し、
単位互換制度を開始した。
＜学問の動向や社会的要請、大学を取り巻く国際的環境等への配慮＞

附置研究所の概要については以下のとおりである。
死生学研究所は、現代人が生死の問題について自分の考えを持つために、多彩な公開講座
や公開シンポジウムの開催、総合的な研究成果の出版をしている。
国際関係研究所は、2003年に創設された現代史研究所を発展させる形で、2018年に設置され
た。国際関係に関わる様々な研究分野を対象とし、国内外での学術発展への貢献を目指すと
共に、本学の教育・研究・地域貢献に資するため、研究成果の公開や公開講演会などを行
う。
保育子ども研究所（通称「子どもセンター」）は、春秋の「子ども広場」と「親子プレイ
グループ」をキャンパス内で開催している。2020年度は COVID-19 の感染拡大により、中止と
なってしまった。
メディア・コミュニケーション研究所は、ジャーナリズム、メディア、広告、マーケティ
ング、情報行動などの研究と教育の促進・発展を目指している。
社会技術研究所は、企業事故、不祥事予防、安全安心のための人間科学と社会科学を総合
的・学際的に研究する機関である。研究と、各種報告資料の維持を使命としている。
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点検・評価項目②：教育研究組織の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。
また、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。

評価の視点1：適切な根拠(資料、情報）に基づく教育研究組織の構成の定期的な点検・評価
評価の視点2：点検・評価結果に基づく改善・向上

＜教育研究組織の構成の適切性に関する点検・評価＞
本学では、毎月1～2回、教授会（専任教授で構成、必要に応じて准教授・講師その他職員が
出席）を開催している。大学院も、同様に研究科委員会を開き、これらを通じて、教育研究
組織の適切性について、定期的に検証している。2019年度から新しいカリキュラムがスタート
しており、その策定に当たり、各学部が教育理念・内容及び教育研究組織の適切性を中心に
議論して、原案を作成した。各研究所に関しては、毎年、学長・学部長・研究所長による会
合がもたれ、研究組織としての妥当性が見直される機会となっている。
また、本学の教育研究組織は、学部・学科・研究科から各研究所にいたるまで、理念・目
的を共有したものであり、適切であるといえる。
＜点検・評価結果に基づく改善・向上のための取組＞
内部質保証推進委員会及び全学自己点検・評価委員会が中心となり、各学部学科の取組を
「自己点検・評価報告書」により毎年度実施している。これらの報告を基に各学部学科の毎
年度、教育研究組織の構成 の適切性に関する点検・評価を実施している。

（２）長所・特色
附置研究所は多彩な公開講座や公開シンポジウムの開催、総合的な研究成果の出版等を行
い、広く社会への発信を行っている。

（３）問題点
特になし。

（４）全体のまとめ
本学の教育研究組織が理念・目的に照らして適切であるかどうか、学部教授会や研究科委
員会では定期的に検証してきた。その結果として、2015年から人間科学部人間科学科は、「臨
床心理・社会心理」と「総合人間学」の2コースから「心理科学」と「教育・人間学」の2専攻
に変更された。さらに2019年度から新しいカリキュラム改編を実施し、このように、状況に応
じて組織の改編が行われることは、本学の教育研究組織の検証過程が有効に機能しているこ
とを示している。
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第４章

教育課程・学習成果

（１）現状説明
点検・評価項目①：授与する学位ごとに、学位授与方針を定め、公表しているか。

評価の視点：課程修了にあたって、学生が修得することが求められる知識、技能、態度等、
当該学位にふさわしい学習成果を明示した学位授与方針の適切な設定（授与す
る学位ごと）及び公表

＜学修成果を明示した学位授与方針の設定及び公表＞
【大学全体】
本学では、大学の理念・目的を踏まえ、両学部の学科ごとに学則で教育目標を明示すると
ともに、広く社会に対して、学部ごとにディプロマ・ポリシー（学位授与方針）をホームペ
ージで明示している。
東洋英和女学院大学は、建学の精神「敬神奉仕」によるキリスト教的な価値観・倫理観
に基づき、以下のような力をもち、学科の卒業要件を満たしたものに、「英和スピリッ
ツ」を身に付けた人材として学士の学位を授与する。
①自分自身の価値規範や行動基準を身につけている。
②今後ますますグローバル化していく社会において、他者と人格的関係を取り結ぶこ
とができる。
③幅広い教養と専門的な知識、社会に対する柔軟性と適応力、他者と自己を理解する
力を身につけている。
大学院も同様に、研究科ごとに学則で教育目標を定め、大学院として学則で修了要件も明
示している。あわせて大学院案内と大学院ホームページでディプロマ・ポリシーを広く公開
している。
【人間科学部】
人間科学部としてディプロマ・ポリシー「学位授与の方針」を定め、大学ホームページに
明示している。
人間科学部は、東洋英和女学院大学の掲げる「英和スピリッツ」を身につけ、人間の心
理・教育・社会・宗教・保育に対する科学的な理解と豊かな感性をもった人材の育成を目
指す。他者と継続的にかかわるための専門的な知識・技能・方法論・思考力・判断力をも
ち、自己理解を深めるとともに、自らが参加する社会に貢献する志を備え、他者のために
自らが率先して行動する力をもつ人材に学位を授与する。
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東洋英和女学院大学学則第5条に規定された人間科学部人間科学科の教育目標は次の通りで
ある。
人間科学科は、心理学・社会学・教育学・宗教学を基礎にして、複雑でさまざまな側面
を持つ人間のこころや行動について、総合的に理解することを目指す。人間についてのさ
まざまな学びにより、自己と他者への深い理解と洞察を身につけることで、社会的寛容性
や共感性を高め、家庭・学校・地域・社会において積極的に貢献できる主体的な女性の育
成をめざす。
上記の目的を達成するために、本学科は、こころとからだを探求し心理学的・健康科学
的視点による理解と援助の方法を学ぶ心理科学専攻、教育学的視点、社会的な視点、及び
文化的な視点から人間を探求する教育・人間学専攻の2専攻を置く。
同様に人間科学部保育子ども学科の教育目標は次の通りである。
保育子ども学科は、子どものためのケアと教育についての専門性を身につけた保育者養
成を目指す。キリスト教学校の伝統と理念、幅広い教養教育による総合的な人間力を身に
つけ、保育の理念と実践に関する理論を学び、幼稚園教諭1種免許、保育士の資格にふさわ
しい基礎技能や教育・保育方法と援助技術を 確実に修得する。さらに、児童福祉に関する
学びを通じて、子どもと家族を支援する家庭・地域・コミュニティ再形成の視点を培って
いくことで、21世紀にふさわしい、幅広い視野と教養、豊かな専門性をもった幼児教育
者・保育者の養成を目指す。
【国際社会学部】
国際社会学部としてディプロマ・ポリシー「学位授与の方針」を定め、大学ホームページ
に明示している。
国際社会学部は、東洋英和女学院大学の掲げる「英和スピリッツ」を身につけ、グロー
バル化が進む現代社会において、主体性と柔軟性を持って国際社会の諸問題に対応できる
人材を育成する。国際社会を理解するための専門的知識を身に付けた教養人として、自己
の社会的役割を理解し、日本および世界のさまざまな場所で活躍できる人材に学位を授与
する。
東洋英和女学院大学学則第5条に規定された国際社会学部国際社会学科の教育目標は次の通
りである。
国際社会学科は、不透明で変転極まりない現代の国際社会が抱える諸問題の本質と構造
を理解し、その問題解決に向けた内外の課題や理念に主体的に取り組み、社会貢献を志す
女性の育成を目的としている。
このような広い視野と国際的な教養を備えた女性を育成するために、学問体系としては
主として社会科学に依拠し、国際政治学・国際経済学・国際社会学といった学問領域を中
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心に学ぶカリキュラムを置いている。同時に、グローバル化が進む中でメディア媒体によ
る報道や情報網の重要性が認識されていることを踏まえ、メディアの現状と問題点を理解
して実践的に取り組むための関連科目を新設している。
同様に国際社会学部国際コミュニケーション学科の教育目標は次の通りである。
国際コミュニケーション学科は、現代の国際社会の中で具体的な問題を深く認識し、そ
の問題解決のために自ら実践的かつ積極的に行動し、社会貢献に携わる女性の育成を目的
としている。
このような広い視野と国際的な教養を備えつつ国際領域で活躍できる人材を育成するた
め、学問体系としては主に社会科学に依拠しつつ、特定の国際地域研究の学問領域と海外
に日本を紹介できるための日本文化研究の学問領域を中心にカリキュラムを置いている。
特に国際語としての英語を専門知識に基づいてコミュニケーションできる実践力を養い、
また留学体験を通じて国際社会を理解できるための学科科目を配置している。
【人間科学研究科】
東洋英和女学院大学大学院3大ポリシーの中のディプロマ・ポリシーにおいて、修士・博士
認定・学位授与に関する方針を明示し、大学院ホームページ及び大学院案内で次のとおり公
開されている。
人間科学の領域における幅広い学識を有し、人間理解や支援・援助をめぐる人と社会の
さまざまな事象や課題について、これを分析し、考察し、実際に対応していくことのでき
る高度な専門的実践力と研究能力を獲得しているとみなされる場合に修士号（人間科学）
が授与されます。
本学大学院の博士後期課程を修了した者は、修士課程で備えた理論的知識や専門技術を
より発展させることを通して、独創的な研究を行うことのできる自立した研究者・指導者
としての能力を有した人材です。
修了認定については、人間科学研究科では、修士論文又は特定の課題についての研究の
成果を審査委員が審査し、審査委員による最終試験を行い、研究科委員会で学位を授与す
ることの可否を決議します。博士論文の審査は、研究科委員会で選出された審査委員会に
よる学位論文の審査及び最終試験を行います。研究科委員会で学位を授与することの可否
を議決します。修士号を授与された論文は製本されて本学大学院図書室に保管され一般の
閲覧に供します。博士号を授与された論文は、東洋英和女学院大学リポジトリに掲載し、
インターネットにより公表します。
東洋英和女学院大学院学則第1条に規定された人間科学研究科の教育目標は次の通りであ
る。
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人間科学研究科の修士課程は、人間に関する幅広い高度な研究と教育を通して、教育、
医療、臨床心理、社会教育、社会福祉及び宗教の職業領域において、今日の諸問題に対応
できる高度の知識を有する専門職業人の育成を、博士後期課程は、修士課程において展開
してきた人間科学諸領域をさらに高度化し、修士課程との継続性と専門性を考慮しつつ、
各専門分野における教育研究の方向性や社会的要請、進学需要などを十分考慮して社会に
寄与する人材の養成を目的とする。
【国際協力研究科】
東洋英和女学院大学大学院3つのポリシーの中のディプロマ・ポリシーにおいて、修士・博
士認定・学位授与に関する方針を明示し、大学院ホームページ及び大学院案内で次のとおり
公開されている。
国際関係と国際協力の分野における幅広い学識を有し、さらに地球規模の諸課題の分析
と考察、それらの解決に向けた研究能力と実践的能力を持って国際社会で活躍できる能力
を有しているとみなされる場合に修士号(社会科学)が授与されます。
修了認定については、国際協力研究科では、修士論文又は特定の課題についての研究の
成果を審査委員が審査し、審査委員による最終試験を行い、研究科委員会で学位を授与す
ることの可否を決議します。修士号を授与された論文は製本されて本学大学院図書室に保
管され一般の閲覧に供します。
東洋英和女学院大学院学則第1条に規定された国際協力研究科の教育目標は次の通りであ
る。
国際協力研究科は、国際社会と日本が直面する様々な課題や諸問題を常に視野に入れな
がら、国際協力を実践していける有能な人材の育成を目的とする。
両研究科では、この教育目標に則り、大学院学則第15条第1項で修士課程、同条第4項で博士
課程の修了要件を定めている。
また大学院学位規程第9条で修士論文等の審査基準につき、修士論文又は特定の課題につい
ての研究の成果は、広い視野に立って精深な学識を修め、修士課程の修了要件は、修士課程
に2年以上在籍し、所定の30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえ、当該修
士課程の目的に応じ、当該大学院の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審
査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた
者については、別に定めるところにより、特例として大学院に1年以上在学すれば足りるもの
とすることができる。
博士後期課程の修了要件は、博士後期課程に3年以上在学し、20単位以上修得し、かつ、必
要な研究指導を受けた上、博士の学位論文の審査及び最終試験に合格することとする。
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を示すもの
でなければならないと定め、教育目標との整合性を図っている。
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なお、両研究科ともに、上記学則に沿っているが、国際協力研究科では、2019年度以前に入
学した学生は、特定の課題についての研究の成果を審査対象として提出する場合は、所定の38
単位以上を修得する必要がある。2020年度以降に入学した学生は、所定の30単位以上を修得す
る必要がある。

点検・評価項目②：授与する学位ごとに、教育課程の編成•実施方針を定め、公表しているか。

評価の視点1：下記内容を備えた教育課程の編成・実施方針の設定（授与する学位ごと）
及び公表
・教育課程の体系、教育内容
・教育課程を構成する授業科目区分、授業形態等
評価の視点2：教育課程の編成・実施方針と学位授与方針との適切な連関性

＜教育課程の編成・実施方針の設定及び公表＞
【大学全体】
本学では、教育課程の編成・実施方針(以下「カリキュラム・ポリシー」という。)として、
「東洋英和女学院大学のカリキュラム・ポリシー」を全学的なポリシーとして策定してい
る。
東洋英和女学院大学のカリキュラムは、建学の精神「敬神奉仕」の理念のもとに「英和
スピリッツ」を身につけることができるよう、以下のように編成されている。
①現代社会のしくみと現代を生きる人間とその支え合いの実態を総合的に学ぶことで、自
ら考え、行動できる、自立した女性の育成を目指している。
②本学のカリキュラムは、全学共通科目、学部共通科目、学科専門科目、自由選択科目よ
り構成され、さらにライフデザイン科目を含め、社会人基礎力の涵養をはかるものとなっ
ている。
③全学共通科目としては、学科の専門科目を探究するための基盤と知性、論理的な思考力
を養えるよう、幅広い分野の科目を提供している。
④各学部学科における専門科目のカリキュラムは、段階的、体系的に編成し、専門的知見
を習得しつつも広く隣接領域を見通して行くことのできる人材を育成している。
また、これに基づき、各学部・研究科ごとに定められており、ホームページ上に明示され
ている。
【人間科学部】
人間科学部のカリキュラムは、幅広い視点を取り入れた科目群を設定し、特色ある科目に
よって総合的かつ多角的な知識・技能・方法論・思考力・判断力を身につけられるように編
成されている。少人数体制の授業、フィールドワーク、アクティブ・ラーニングを取り入
れ、自己理解とともに自らが参加する社会への理解を深めることを通して、実践的な教養と
専門性の育成を到達目標とするカリキュラムを編成している。
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人間科学科の教育課程の編成方針は、カリキュラム・ポリシーとして以下のように大学ホ
ームページに明示されている。
人間科学科は、「人間」に対する科学的で実践的な教養の力を身につける科目、異文化
理解と自己理解に基づく協働的コミュニケーション能力を身につける科目、社会の多様な
分野に先駆的に活躍・貢献する意欲・能力を併せ持つ人間性を涵養する科目を設置する。
また、基礎教育の充実、少人数制教育やグループワークの積極的活用、フィールド調査や
データ分析の実践的経験の重視を通して、多様で複雑な現実のなかで実際に活用・参加で
きる力を養うことを目指したカリキュラムを編成する。
人間科学科は、以下のカリキュラム構成をとる。
①人間科学科のカリキュラムは、初年次教育、基礎的科目群、専門的科目群、総合的科
目群から構成され、心理学・ 教育学・社会学・宗教学などのさまざまな領域にまたがる特
徴ある科目を設置する。
②人間科学科のカリキュラムは、１年次から４年次までの連続性を重視し、大学での学
びの基礎となる力を養う初年次教育を実施する。大学４年間を通して少人数のゼミ形式の
授業を設置し、知識、意欲、能力等を包括した人間性の滋養を目指す。
③人間科学科の基礎的科目は、社会の多様な分野における科学的な教養の力を身につけ
ることを目的とし、心理学・ 教育学・社会学・宗教学4つの領域を中心とする。専門的科
目は、諸領域の専門性に基づく実践的な教養の力を身につけることを目的とし、心理学・
教育学・社会学・宗教学などの多様な領域における、現状分析・フレーミング・行動およ
び実践を伴う教養の力を養う。
④人間科学科の総合的科目は、自己理解と異文化理解に基づく協働的コミュニケーショ
ン能力を身につけることを目的とし、心理学・教育学・社会学・宗教学などの多様な領域
における、現状分析・フレーミング・行動および実践を伴う教養の力を養う。
人間科学科の各専攻における具体的な目標は以下の通りである。
〇心理科学専攻
心理学・教育学・社会学・宗教学などを通して「人間」の総合的理解の基礎を形成す
る。そのうえで、基礎から専門まで系統的に心理学の専門的な知識と方法論を学ぶための
科目を設置する。また、公認心理師の資格科目を整備し、「人間」や「社会」の多様性・
重層性の体験的理解を通じて、心理に関する支援者としての資質基盤を涵養する。
〇教育・人間学専攻
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心理学・教育学・社会学・宗教学などを通して「人間」の総合的理解の基礎を形成す
る。そのうえで、1つの領域に留まらない分野横断的な視点から「人間」や「社会」の現実
を総合的に理解する力を身につけるため。また、「いのち（生命）」や「かかわり（関
係）」をもつ存在としての「人間」の多様な価値観の理解を促す科目を設定する。
保育子ども学科の教育課程の編成方針は、カリキュラム・ポリシーとして以下のように大学
ホームページに明示されている。
保育子ども学科のカリキュラムは、幅広い知識と豊かな感性の習得による総合的人間力
を基礎として、キリスト教の 人間観と子ども理解に立った保育者養成（幼稚園教諭一種免
許課程および保育士資格）課程を修めるものである。 また、子どもの未来を共に築く意識
を持った人材を養成することを目的として、単なる資格・免許の指定科目にとど まらず、
子どものウエルビーイングを保障する教育とケアについて総合的に学び、より広く・深い視
野と実践力の育 成を到達目標としたカリキュラムを編成している。
保育子ども学科は、以下のカリキュラム構成をとる。
①保育子ども学科のカリキュラムは、総合的な人間力の育成を目指す全学共通科目およ
び、心理学・教育学・社会 学・宗教学等の視野から幅広い人間理解を形成する学部共通科
目と、主に保育者養成を目指す学科基礎科目・学科専門科目の4つの科目群から構成され
る。
②学科専門科目については、保育子ども基幹科目群、対象の理解科目群、内容・方法の
科目群、基礎教科科目群、 演習科目群、実習科目群の6つに分類され、保育者養成にかか
わる基礎的科目から応用的・指導法的科目に向けて体系的に配置される。
③幼稚園教諭一種免許ならびに保育士の資格課程に関わる科目にとどまらず、保育子ど
も基幹科目群には「子どもと国際」「子どもと感性」「子どもと心理」の3つのコースの科
目群（講義3科目・フィールドワーク1科目）をおき、学生は3つのコースから1つを選択
し、少人数での学びを通して、子どもの未来を共に築く、広く・深い 視野と実践力を身に
つける。
【国際社会学部】
国際社会学部のカリキュラムは、国際社会に関する専門的知識ならびに汎用的知識・技能
を段階的かつ一貫性をもって身につけることができるように編成されている。本教育課程の
科目は、難易度に基づき「初級」、「中級」、「上級」のレベルに分類され、学年進行に応
じて知識・スキルを段階的に積み上げられるよう計画されている。
国際社会学科の教育課程の編成方針は、カリキュラム・ポリシーとして以下のように大学
ホームページに明示されている。
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国際社会学科のカリキュラムは、全学共通のアカデミックスキルズ科目を軸とする初年
次教育と、「国際政治」、「経済・ビジネス」、「国際協力」、「メディア社会」の各コ
ース科目群を中軸とする2年次以降の専門教育によって構成 されている。社会科学全般を
広く学ぶことを可能とする科目構成となっており、海外研修やインターンシップなど の実
践科目も多く設置され、自身の関心や研究課題に対して、学生が主体的に自らの学びを計
画できるように編成されている。
国際社会学科は、以下のカリキュラム構成をとる。
①開講科目は、全学共通科目、学部共通科目、学科専門科目、自由選択科目の4つに分類
される。自由選択科目は、 学生個人の興味に沿った幅広い科目選択を可能にするために設
置されており、全学共通科目や他学科専門科目、留学先で履修した科目等を卒業に必要な
単位として算入できるようになっている。
②学部共通科目には、国際社会学部が開講している専門科目の諸領域を概観する「21世
紀の国際社会をみる視点」 と少人数の演習形式で学ぶゼミナール科目が置かれている。ゼ
ミナールは全学共通科目である「フレッシュマン・ セミナー」を含め1年次から4年次まで
必修であり、課題探究力や問題解決能力、論理的思考能力の向上を目的と している。特に
3･4年次は同一教員のゼミナールを履修し、4年間の学問の集大成として卒業論文・プロジ
ェクトに取り組む。
③国際社会の体系的理解を目指した学科専門科目は、「国際政治」「経済・ビジネス」
「国際協力」「メディア社会」の 4つのコース科目群と、学科教養科目群を軸に構成され
ている。それぞれの領域には、初級・中級・上級科目まで 積み上げ式の履修を可能とする
科目が複数設置されている。また、「海外研修」「インターンシップ」「メディア演 習」
など、専門科目とのつながりを意識できる豊富な実践科目が、それぞれの領域で複数設置
されている。
④英語の実用能力の向上を目指した学科英語科目群には、国際社会のさまざまな側面に
ついて英語で学ぶ科目が置かれている。また、2年次後期に語学留学プログラムが置かれ、
留学関係科目の修得など、一定の条件を満たした望者が参加できるようになっている。
国際コミュニケーション学科の教育課程の編成方針は、カリキュラム・ポリシーとして以
下のように大学ホームページに明示されている。
国際コミュニケーション学科のカリキュラムは、幅広い教養と大学での学びの基礎を身
につけるための初年次教育 と2年次以降に本格化する専門教育によって構成される。専門
教育はグローバル・スタディーズ、国際日本研究、 異文化理解、英語関連の4領域を軸に
構成され、4領域の学びを実体験を通して学ぶために留学関連科目とともに留学プログラム
（2年次後期）も設けられている。
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国際コミュニケーション学科は、以下のカリキュラム構成をとる。
①各科目は、全学共通科目をベースとし、学部共通科目、学科専門科目、自由選択科目
の4つに分類される。
②学部共通科目には、専門の学びを概観する科目である「21世紀の国際社会をみる視
点」と少人数の演習形式で 学ぶゼミナール科目が置かれている。ゼミナールは全学共通科
目である「フレッシュマン・セミナー」を含め1年次から4年次まで必修で、課題探究力や
問題解決能力、論理的思考能力を身につける。特に3･4年次は同一 教員のゼミナールを履
修し、4年間の学びの集大成として卒業論文・プロジェクトに取り組む。
③学科専門科目には、ディプロマ・ポリシーに掲げる4つの領域（グローバル・スタディ
ーズ、国際日本研究、異文化理解、英語関連）の知識・技能を身につけるための科目が配
置されている。学生は自らの興味に沿って、これらの領域からバランスよく科目を履修
し、グローバル人材に必要な資質を身につけていく。また、これら4つの領域の学習を実体
験を通して結びつけるために、2年次後期の語学留学プログラムが置かれ、一定の条件を満
たした希望者が参加できるようになっている。この留学準備のための留学関連科目として
「留学準備講座」や「English for Study Abroad」なども設置されている。
④学生個人の興味に沿った幅広い科目選択ができるよう自由選択科目が設置され、全学
共通科目や他学科専門科目、留学先で履修した科目等を卒業に必要な単位として算入でき
るようになっている。
【人間科学研究科】
大学院人間科学科の教育課程の編成方針は、カリキュラム・ポリシーとして以下のように
大学院ホームページに明示されている。
本研究科は、人間を理解し、支援・援助することに関わる多様な分野を対象とした人間
科学領域を考究します。現代社会に求められる卓越した見識と高度な実践能力とを養成し
ます。さらに、広い視野と異質なものへの理解、多面的・総合的な思考力と共感的理解及
び批判的判断力を形成し、人間の尊厳を守り、well-beingを促進する態度を育てることで、
調和ある共存に貢献できる高度な専門能力を持つ人材の育成を目的とします。
上記の目的を達成するために、人間科学研究科は、修士課程として、人間科学領域、幼
児教育・発達臨床学領域及び臨床心理学領域を、さらに博士後期課程を教育課程として設
置されています。
＜修士課程＞
(1)人間科学領域

29

【第 4 章 教育課程・学習成果】

多様かつ実践性にとんだ教育体系のもと、学生の自発的な研究活動を支援し、現場での実
践経験と理論を融合するカリキュラムを提供します。現代の人々のライフステージの多様
さを支援するため、より高い専門知識と技術の養成しつつ、総合的・学際的研究をすすめ
ています。
(2)幼児教育・発達臨床学領域
本学の幼児教育学・教育学の伝統を継承し、時代や社会の変化においても普遍的な「子ど
もに仕える」ことの意味を探求すると共に、新たな時代を見据えた幼児教育学と、親子の
関わりや発達に問題を抱える子どもの理解や親子支援の在り方を探求する発達臨床心理学
分野のカリキュラムを整えています。
(3)臨床心理学領域
人間の尊厳を尊重する人間観を基盤として、「こころの専門家」たる公認心理師及び臨床
心理士として対人援助を行うため、臨床実習を重視したカリキュラムの下、高度な専門的
知識に基づく深い共感性を有する援助実践力の獲得をめざしています。
＜博士後期課程＞
修士課程で備えた人間科学の理論的知識や方法論的専門技術をより発展させることを通し
て、総合的で多角的な思考力・分析力を有し、社会と個人を支えることに寄与する独創的な
研究を行いうる指導的人材を育成します。
【国際協力研究科】
大学院国際協力研究科の教育課程の編成方針は、カリキュラム・ポリシーとして以下のよ
うに大学院ホームページに明示されている。
(1)学術論文の執筆を念頭に、研究の基礎となる思考法や分析手法を習得するための科目群
を提供します。また、研究の進捗に応じて、段階的に指導を行うための演習科目を設けま
す。
(2)国際社会を対象として発展してきた学問領域について、新たな展開も踏まえた科目群を
提供します。
(3)すぐれて今日的な諸課題について、持続可能性を前提とした課題への対処を志向する科
目群を提供します。
(4)従来から取り組まれてきた政治経済をはじめとする諸課題について、とくに地域研究を
基盤とした科目群を提供します。
＜教育課程の編成・実施方針と学位授与方針の適切な連関性＞
全学のカリキュラム・ポリシーは、全学ディプロマ・ポリシーに基づき策定されている。
また、各学部・研究科のカリキュラム・ポリシーは、全学のカリキュラム・ポリシーを踏ま
えると同時に、各学部・研究科のディプロマ・ポリシーに対応している。
例えば、人間科学部のカリキュラム・ポリシーにある「人間科学部のカリキュラムは、幅
広い視点を取り入れた科目群を設定し、特色ある科目によって総合的かつ多角的な知識・技
能・方法論・思考力・判断力を身につけられるように編成されている。少人数体制の授業、
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フィールドワーク、アクティブ・ラーニングを取り入れ、自己理解とともに自らが参加する
社会への理解を深めることを通して、実践的な教養と専門性の育成を到達目標とするカリキ
ュラムを編成している。」は、「人間の心理・教育・社会・宗教・保育 に対する科学的な理
解と豊かな感性をもった人材の育成を目指す。他者と継続的にかかわるための専門的な知
識・技 能・方法論・思考力・判断力をもち、自己理解を深めるとともに、自らが参加する社
会に貢献する志を備え、他者の ために自らが率先して行動する力をもつ人材」という同学部
のディプロマ・ポリシーを踏まえて設定されたものである。
点検・評価項目③：教育課程の編成・実施方針に基づき、各学位課程にふさわしい授業科目を開
設し、教育課程を体系的に編成しているか。
評価の視点1：各学部・研究科において適切に教育課程を編成するための措置
・教育課程の編成・実施方針と教育課程の整合性
・教育課程の編成にあたっての順次性及び体系性への配慮
・単位制度の趣旨に沿った単位の設定
・個々の授業科目の内容及び方法
・授業科目の位置づけ（必修、選択等）
・各学位課程にふさわしい教育内容の設定
＜学士課程＞ 初年次教育、高大接続への配慮、教養教育と専門教育の適切な配置
＜修士課程、博士課程＞ コースワークとリサーチワークを適切に組み合わせた教育
への配慮等
・教育課程の編成における全学内部質保証推進組織等の関わり
評価の視点2：学生の社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を育成する教育の適切な
実施

全学のカリキュラム・ポリシーに基づき、各学部・研究科においては各学位課程に相応しい
カリキュラム・ポリシーを策定して、適切な授業科目を開設し、教育課程を体系的に編成し
ている。まずは、学士課程について点検・評価項目に基づく本学の現状について述べる。
＜教育課程の編成・実施方針に基づいた教育課程の編成＞
＜順次性や体系性に配慮した教育課程の編成＞
＜単位制度の趣旨に沿った単位設定＞
＜個々の授業科目の内容及び実施方法＞
＜初年次教育、高大接続への配慮、教養教育と専門教育の適切な配置＞
【大学全体】
各学部・学科の教育課程の編成・実施方針に基づき、全学共通科目、学部共通科目、学科
専門科目、自由選択科目からなる授業科目を開設している。それらの授業をスムーズに履修
するために、従来から入学前教育を試みていた。さらに学習サポートセンターにおいて、在
学生向けの自学自習システムを導入した。
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また、ライフデザイン科目群の中に、キャリア教育科目を含め、いわゆる社会人基礎力の
涵養をはかっている。このようにして、入学前から入学後、そして就職に向けて一貫性を持
たせ、それぞれの学科における体系的な専門教育とあわせて、学生を成熟した市民として社
会に送り出すことを目指している。
さらに本学は学生が専門科目以外の知識も幅広く養うことができるような制度設計が行わ
れている。従来から実働している他学部他学科履修制度や、首都圏西部大学単位互換協定及
び横浜市内大学間単位互換制度を通じて、本学学生が他大学の開設科目を履修できる仕組み
も、そうした本学の拠って立つ基盤を反映したものである。もとより、この点は専門技能の
修得を目指す学生の求めるところと何ら矛盾をきたすものではなく、教育職員免許状の取得
に対応した教職課程科目や司書・学芸員課程科目を設置するなど、資格取得に向けても十分
な配慮が為されている。
これら一連の教育課程は、毎年度教務委員会、学科懇談会、教授会において確認された時
間割編成方針に即して、必修科目や選択科目、学年配当、各学科の履修モデル等を踏まえな
がら、学生が効率的に履修できるよう体系的に編成されている。
(1)英和スピリッツ
30周年を迎えた本学は、1989年女子大学としては稀な社会科学系の大学として人文学部人間
科学科と社会科学科の1学部2学科で開設された。教育課程の基礎としておいたのはリベラリア
ーツ教育で現在もそれは堅持されている。創設時に掲げられたスローガンは「キリスト教精
神をもとに専門の学識を通じて社会に貢献できる女性の育成」、｢高度な語学力を以って国際
的な舞台で活躍できる女性の育成｣であり、カリキュラムには、1年生からのゼミ教育として、
フレッシュマン・セミナー、活発な国際交流、生きた語学力、きめ細かに配慮されたカリキ
ュラムを教育課程の中に備えられた。現在、人間科学部・国際社会学部の2学部制になり、人
間科学部には人間科学科(心理科学専攻、教育・人間学専攻)と保育子ども学科、国際社会学部
には国際社会学科と国際コミュニケーション学科の4学科となっている。
リベラルアーツ教育を謳う他大学に比して本学の特長を明示するため「英和式リベラルア
ーツ」として、ひとつのテーマについて深く専門的に学びながらも興味・関心を広げて多く
の分野を学び、専門性と教養を同時に高めることができる仕組みとして組み立てている。教
育課程の方針に基づいて授業科目が開設されており、全学共通科目としては、学科の専門科
目を探究するための基盤と知性、論理的な思考力を養えるよう、幅広い分野の科目を用意し
ている。(キリスト教関連、アカデミックスキルズ、ウェルネス、ライフデザイン、コミュニ
ケーションスキルズ、リベラルアーツ) その上で専門科目が編成されており、人間を深く見
つめ、その意識や行動を理解する人間科学部とグローバル化する世界と日本の今を考える国
際社会学部で各学科における専門科目の授業が体系的に編成されて、目指す資格取得や大学
が育て上げる人間性の育成に対して確かなカリキュラムとして用意されている。
(2)全学共通科目
全学共通科目はすべての英和生に開かれた科目である。大学での学びが専門分野の学びだ
けに偏らぬよう、幅広い分野の科目が用意されている。これらの科目は大学での学びの基礎
を養うとともに、専門分野から他分野への橋渡しをしてくれる。知識に幅と広がりを与える
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という大切な役割を果たす。
全学共通科目は次の6つのカテゴリーから成り立っている。
①キリスト教関連科目：人間のこころと社会のつながりを考え、社会を見る目を養うた
めに、キリスト教の志向や社会への影響を学ぶ。
②アカデミックスキルズ科目：社会人に必要な情報収集、分析、プレゼンテーションを
多彩なツールを活用して行うためのスキルを身につける。
③ウェルネス科目：実際に体を動かすスポーツ講義だけでなく、身体の仕組みや保健衛
生について学ぶ。健康であるための技術や知識を身につける。
④ライフデザイン科目：卒業後の進路にとどまらず、東洋英和伝統の「女性の生き方」
について学び、女性の視点に基づくライフデザイン力を身につける。
⑤コミュニケーションスキルズ科目：言語をコミュニケーションのツールとして学ぶこ
とを目的とする。英語だけではなく多彩な言語の講座を設置している。
⑥リベラルアーツ科目：多彩な教養科目や全学に開放されている専門科目によって、自
分の専門と異なる分野を学び、専門にいかして、視野を広げる。
①キリスト教関連
本学は、キリスト教の宣教師によって設立された学校であり、キリスト教による人間形
成を重んずる教育を行っている。そのため本学には｢キリスト教概論｣をはじめ、「キリス
ト教と平和」や「聖書学」など多くのキリスト教関係の科目が用意されている。
「キリスト教概論」では聖書に親しむと同時に、キリスト教の成立背景や歴史的展開につ
いての知識を得、東洋英和の建学の精神についても学ぶ。｢キリスト教と平和｣では、現代
社会における平和の問題を、聖書やキリスト教的思想家たちの考えをもとに考えていく。
②アカデミックスキルズ
多様なツールを使って情報を集め分析すること、研究成果をまとめ発表することや活発
な議論を通して新たな知見を得ることなど、学生や社会人に必要なスキルを身につける。
チームワークを発揮し、大きなプロジェクトに挑む機会もあり、入学直後から、より高度
な学びに向けた基礎を築く。
「フレッシュマン・セミナー」では、各学科での本格的な学びの準備として、少人数制
のゼミでチームワークを身につける。また「アカデミックスキルズ」では、「読む」「書
く」「発表する」のスキルを向上させていく。
「基礎情報科学Ⅰ・Ⅱ」では、情報の活用方法や、コンピュータ操作を学ぶことを目的
としている。さらに「情報処理演習」では、各種ソフトウェアの活用法はプログラミング
など、コンピュータ知識や技術を向上させていく。
③ウェルネス
心身ともに健康であること、そのための知識や技術をみにつける。スポーツ講座では、
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心身ともに健康で豊かな人間性を生涯にわたって発達させる知識と方法を学ぶ。
「健康科学」では、健康に関する理論や実践を講義や実技を通して総合的に学び、生涯
にわたってスポーツや運動に親しむ必要性とその方法を身につける。「女性のウェルネス」
では、女性の健康や美容、保健衛生や食生活、メンタルヘルスなどの学びを通して、健康
的なライフスタイルのための知識を身につける。
④ライフデザイン
将来を卒業直後の進路に限定するのではなく、結婚や子育てを含めどのように生きてい
くか、社会のなかで自分のキャリアをどのように生かしていくのかを考えていく。本学が
伝統的に培ってきた「女性の生き方」の学びを中心に女性の視点に基づいたライフデザイ
ン、キャリアデザインの知識を身につけることを目的とする。
1年次の「ライフデザイン」では、自分が生きる社会を学問的・実践的にとらえる視点を
形成する。2年次科目の「ジェンダースタディーズA・B」「女性とアート」「女性のための
リーダーシップ」では、「ジェンダー」や「女性」に関連する課題を知ることで、社会の
中で自分をデザインする力を伸ばす。
⑤コミュニケーションスキルズ
本学の英語教育では、4年間を通して国際言語である英語をコミュニケーションの手段と
して活用する能力を育成することを目標としている。基礎英語を1年次と2年次に学び、1年
次の英語をFreshman English、2年次の英語をSophomore Englishと呼ぶ。
Freshman English、Sophomore Englishのクラスは、英語力判定テスト（TOEIC Bridge）の
スコアを基に進度別少人数クラスに編成され、個々の能力に合わせた無理のないペースで
効率的に学習できるように配慮がなされている。このクラス編成は、Speaking/Listening、
Reading、Writingの必修基礎英語の全クラスに共通であり、個々の科目によってレベルが違
うことはない。そして、進度別クラスそれぞれに異なる到達目標（別掲図1参照）が設定し
てある。なお、CEFRとは、言語を使って何ができるかを「Can-do～」の形で示した共通参照
枠であり、A1（基礎）～C2（流暢）に格付けされている。
1)各技能の到達目標と授業内容
(A)Speaking/Listening
Freshman English
海外での日常生活に必要な基本的な口語表現を学び、様々な場面において英語で意志や
意図を明確に伝達でき、円滑にコミュニケーションができる能力を身につけることを目
標としている。クラスでは、ペア・ワークやグループ・ディスカッション等を行いなが
らスピーキング力を養う。
Sophomore English
1年次で習得したスピーキングおよびリスニング力を基に、より高度な英語コミュニケー
ション能力を身につけるためのトレーニングを積んでいく。理解した内容について、デ
ィスカッションやスピーチを通し、自分の意見を積極的かつ論理的に述べることができ
るようになることを目指す。
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(B)Reading
Freshman English
1年次の重点は英文テキストの読解にある。正確に読むための訓練としての「精読」を中
心として、多量の英語に触れるための「多読」も取り入れていく。さらに、英文を効率
的に読むためのスキルも学習する。
Sophomore English
精読、多読をさらに発展させ、より高度な英語の読解力を養成することを目的とする。1
年次で習得した読解スキルを活用して読みの幅を広げ、内容を分析し、批評する力も養
っていく。
(C)Writing
Freshman English
パラグラフ・ライティングが中心課題である。そのために、英文法の基礎を復習し、英
語の基本文型を正確に運用できる能力を身につけることから始める。次に、英文パラグ
ラフ（段落）の構造と機能の学習を通して、何をどのように書くかについて学ぶ。クラ
スの進度に応じ、1つのパラグラフから複数のパラグラフの作成へと移行する。
Sophomore English
パラグラフ・ライティングの知識と技術を基に、複数のパラグラフからなるエッセイ
（論文）を論理的かつ効果的に構成できるようになることを目指す。より高度な構文を
運用できるように英作文の能力を高め、エッセイの構成方法を学び、アカデミック・エ
ッセイを書きあげるための基礎訓練をする。
(D)tクラスについて
2011年度より、2年生の必修英語（Sophomore English）に、特に優秀な学生を各学科よ
り集めたtクラスが設置された。このクラスの目的は、「真に英語の出来る学生」を養成
することにある。他のクラスと同様に、Speaking/Listening、Reading、Writingというス
キル別で週3回行われるが、この3つのクラスは、より密度の高い学習の達成を目指し
て、共通の統一テーマで運営されている。
進度別クラスの目標
TOEIC Bridge

TOEIC L＆R

CEFR

Advanced（上級）

---

580

B1

Intermediate（中級）

89

500

A2＋

Introductory（初級）

76

450

A2＋

Advanced（上級）

89

550

B1

Intermediate（中級）

80

470

A2＋

人間科学科

保育こども学科
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Introductory（初級）

72

400

A2＋

ｔクラス

---

700

B1＋

Advanced（上級）

---

630

B1

Intermediate（中級）

89

550

B1

Introductory（初級）

80

470

A2＋

国際社会学科

国際コミュニケーション学科
ｔクラス

---

730

B1＋

Advanced（上級）

---

660

B1

Intermediate（中級）

89

580

B1

Introductory（初級）

80

500

A2＋

2)選択英語
(A)選択英語の科目とその内容
選択英語は、基礎英語で学んだ基礎力をもとにさらに英語力を強化し実践力を養うた
め、特殊分野の英語を伸ばすため、また、弱点の克服のために設置されている。
Advanced English A メディアを通して英語を学ぶ
Advanced English B ビジネス関係の英語を学ぶ
Advanced English C アカデミック英語（聞く・話すを中心に）を学ぶ
Advanced English D 異文化理解を中心に学ぶ
Advanced English E リサーチスキルを学ぶ
Advanced English F 基本的な翻訳技術を学ぶ
これらの中でAdvanced English BとEはさらに高度な学習を目指す学生のために設置されて
いる。
(B)Pre-Advanced English
1年生と2年生の中で、一定以上の英語力を有する学生のために設置されたものである。
読む、書く、聞く、話すという4技能を網羅する総合的な内容で、英語力の一層の強化を目
指す。英語検定などに向けての対策の一助として、あるいは、英語教員免許取得を希望す
る学生向けである。
3)第2外国語
初級第2外国語は、人間科学科、国際社会学科、国際コミュニケーション学科の選択必修
科目である。1年次に初級フランス語、初級ドイツ語、初級スペイン語、初級中国語そして
初級ハングルが用意されている。
初級を修了後も勉強を続けたい2年次の学生のために、それぞれの言語の中級クラスが開
講されている。さらに、3､4年次の学生のために上級クラスが開講されている。
⑥リベラルアーツ
人文科学・社会科学・自然科学など幅広い教養を身に着け、自分の専門分野とは異なる
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学び、自分の専門にもいかせる学びを得ることにより世界を広げることができる。リベラ
ルアーツ科目には、教養科目として全学科に配置されているものと、各学科の専門科目で
ありながら他学科に開放されている科目の2種類がある。
Ⅰ.全学共通科目(教養科目)
自然科学A～C・数学・芸術学A～C・倫理学・歴史学・統計学・日本国憲法・健康心理学
概論
Ⅱ.全学共通科目として履修できる学科専門科目
心理学概論Ⅰ/Ⅱ・生活のなかの図書館・世界の子ども福祉・国際協力入門・社会思想・
英語の世界・文化人類学・自然地理学など、他30科目
(3)中・高教職課程
2019年度カリキュラム改革(直近のカリキュラム改革)により、各学科の定員や教員組織が大
幅に変更し、人間学部人間科学科(定員140名)においては「中学社会」「高校公民」、国際社
会学部国際社会学科(定員120名)においては「中学社会」「高校公民」「高校地歴」の教職課
程を設置している。また、国際社会学部国際コミュニケーション学科(定員120名)において
は、2011年度より「中学英語」「高校英語」の教職課程が新規に設置されている。教職課程の
カリキュラムは、教育職員免許法施行規則に則って編成され、施行規則改正、コアカリキュ
ラムの対応、再課程認定等、2019年度からのカリキュラムにおいても整合性が維持されてい
る。
(4)入学前教育について
本学独自の入学前教育をするために、それまで外部委託を主として行っていた推薦入試等
により合格した入学予定者に対する入学前教育を、学修支援委員会・学習サポートセンター
が担当している。基礎学力強化については入学前教育用のe-Learning を活用している。この
他、大学生活への不安の軽減と本学への理解を深めることを主目的とした入学前スクーリン
グを2回実施している。
2020年度は、COVID-19 の感染拡大により、Zoomを利用したオンライン型の入学前スクーリ
ングを実施した。
なお、各学部の教育課程の編成方針は下記の通りである。
【人間科学部】
人間科学科はリベラルアーツを理念とした学科であり、心理学・社会学・教育学・宗教学
の4分野を基礎として、人間の心の理解を目指す心理学を中心とした学びと人間を総合的に理
解する学びの2領域から構成されている。
2015年度からは、それまでの2コース制「臨床心理・社会心理コース」「総合人間学コー
ス」を改め、「心理科学専攻」と「教育・人間学専攻」の2専攻制をとっている。各領域の専
門の学びは2年より始まり、学生は1年にどちらの専攻に所属するかを意志表示し、2年次より
それぞれの専攻における専門的な学習に進むことになっている。

37

【第 4 章 教育課程・学習成果】

1年次では、基礎学力の向上と大学での学びのスキルの習得を目指した初年次教育科目と、
その他の全学共通科目が開設されている。さらに学科の特徴でもある「人間について広い視
点から総合的に理解する」ための、「心理学」「社会学」「教育学」「宗教学」を中心とし
た概論科目を履修することにより、学科の学びの基礎の習得を目指している。
2年次からは、専攻ごとの専門的な科目の履修が可能になるが、より基礎的な研究の方法論
や専門領域に関する科目を設置している。3年次以降はより専門的な知識と技能を習得するた
めの科目を配置している。
人間科学科 心理科学専攻 科目群
学科専門科目

学科基礎科目
学部共通科目
全学共通科目

専攻基礎科目

臨床心理学科目群

社会心理学科目群
コミュニティ・サポート科目群
公認心理師資格科目群
知の構築講座Ⅰ
人間科学基礎論
概論

発達・健康心理学科目群
特殊科目群
演習
知の構築講座Ⅱ
人間科学研究序論
基礎演習

キリスト教関連科目群
ウェルネス科目群
コミュニケーションスキルズ科目群

アカデミックスキルズ科目群
ライフデザイン科目群
リベラルアーツ科目群

人間科学科 教育・人間学専攻 科目群
学科専門科目

学科基礎科目
学部共通科目
全学共通科目

専攻基礎科目

専攻教養科目

専攻専門科目
アクティブ・ラーニング科目群B
演習
知の構築講座Ⅰ
人間科学基礎論
概論

アクティブ・ラーニング科目群A
アクティブ・ラーニング科目群C
教職関連科目群
知の構築講座Ⅱ
人間科学研究序論
基礎演習

キリスト教関連科目群
ウェルネス科目群
コミュニケーションスキルズ科目群

アカデミックスキルズ科目群
ライフデザイン科目群
リベラルアーツ科目群

保育子ども学科は、幼稚園教諭一種免許と保育士資格の2資格を取得することができるよう
授業科目を開講し、これらの2資格が同時取得できるよう教育課程を編成している。
また、資格取得にとどまらず、総合的な人間力の育成を目指して学部共通科目の基礎的部
分は、必修科目として配置している。
学科専門科目では、子どものための教育とケアの視点から、専門性をより深めるための学
科独自の授業を、選択必修科目として配置している。
保育こども学科 科目群
学科専門科目

保育子ども基幹科目群

本質・目的の理解科目群

対象の理解科目群
演習

内容・方法及び指導法の科目群
実習
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学科基礎科目
学部共通科目
全学共通科目

子ども家庭福祉

保育教育原理

キリスト教人間形成論

キリスト教保育

概論

基礎演習

キリスト教関連科目群
ウェルネス科目群
コミュニケーションスキルズ科目群

アカデミックスキルズ科目群
ライフデザイン科目群
リベラルアーツ科目群

【国際社会学部】
国際社会学科では、教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）に基づき、2019
年度のカリキュラム改革後、学科の教育課程を学生が段階的に知識を深められるように学科
科目を再編成し、可能な限りわかりやすい編成とした。
全学共通科目38単位、学部共通科目14単位、学科専門科目54単位、自由選択科目18単位の合
計124単位を卒業に必要な単位とし、それぞれの科目カテゴリーにおいて下図のような科目群
を配置した。
国際社会学科 科目群
学科専門科目

学部共通科目
全学共通科目

国際政治コース科目群
国際協力コース科目群
学科英語科目群
留学関係科目群
ゼミナール科目群
キリスト教関連科目群
ウェルネス科目群
コミュニケーションスキルズ科目群

経済・ビジネスコース科目群
メディア社会コース科目群
学科教養科目群
21世紀の国際社会をみる視点
アカデミックスキルズ科目群
ライフデザイン科目群
リベラルアーツ科目群

開講科目は、「国際政治」「経済・ビジネス」「国際協力」「メディア社会」の4コース領
域と、「学科英語」「学科教養」「留学関係科目」の領域に整理統合し、それぞれの科目を
「入門」「初級」「中級」「上級」にレベル分けした。学部の1年次必修科目である「21世紀
の国際社会をみる視点」のほか、「国際関係入門」「国際協力入門」を1年次の必修科目と定
め、それ以降の履修については、自身の興味や目的に沿ってコースを選択し、比較的自由な
履修で専門知識を深める仕組みになっている。
「インターンシップ」「海外研修」「メディア演習」といった少人数制の実践科目を各コ
ース科目群にそれぞれ設け、これらを通じて専門的な学びと現実社会との結びつきを体感で
きるようにした。以上のことは『履修の手引き』で学生に明示されている。
また、英検、TOEIC、漢検など、取得した資格を一定の枠内で単位として認める「検定チャ
レンジ制度」を設置した。
国際コミュニケーション学科では、教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシ
ー）に基づき、2019年度のカリキュラム改革後、学科の教育課程を学生目線で再編成し、でき
る限りシンプルな編成とした。
全学共通科目38単位、学部共通科目14単位、学科専門科目54単位、自由選択科目18単位の合
計124単位を卒業に必要な単位とし、それぞれの科目カテゴリーにおいて下図のような科目群
を配置した。
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国際コミュニケーション学科 科目群
学科専門科目

学部共通科目
全学共通科目

グローバル・スタディーズ科目群
国際日本研究科目群
留学関連科目群
21世紀の国際社会をみる視点
キリスト教関連科目群
ウェルネス科目群
コミュニケーションスキルズ科目群

異文化理解科目群
英語関連科目群
ゼミナール科目群
アカデミックスキルズ科目群
ライフデザイン科目群
リベラルアーツ科目群

また、科目の順次性を明確にするため、学部共通科目と学科専門科目の全てを「入門」
「初級」「中級」「上級」の4レベルに分類し一覧表にまとめ、『履修の手引き』で学生に提
示している。このように学部が提供する全ての科目が難易度や相互の関連性が分かるよう体
系化され、各科目の位置づけが明確に定められている。学生はそれぞれの科目群において、
原則、入門科目から履修し、順次上位の科目へと進む。一方、すでに事前知識を十分持ち合
わせる学生は、中級、上級など能力に適したレベルから始めることも可能な制度となってい
る。
1年次は、修学基礎科目や入門科目を軸に多くの必修科目を履修し、大学の学びに必要な力
を養い、2年次以降は、自身の興味や目的に沿った比較的自由な履修で専門知識を深める仕組
みになっている。
また、英検、TOEIC、漢検など、取得した資格を一定の枠内で単位として認める「検定チャ
レンジ制度」を設置した。
つぎに、修士課程、博士課程について述べる。
＜教育課程の編成・実施方針に基づいた教育課程の編成＞
＜コースワークとリサーチワークを適切に組み合わせた教育への配慮＞
【人間科学研究科】
大学の人間科学部に属している専任教員の専門科目を中心に据えて、人間科学研究科の教
育課程は、体系的に編成されており、教育課程の内容は、多様な職業経験を有する学生が入
学することを踏まえて、基礎科目群、専門科目群、演習科目群、実習関連科目群から構成さ
れている。
授業科目はすべて、修士課程入学後2年間で必ず前期あるいは後期に少なくとも1回は開講す
る教育課程の配置になっている。また、ほぼすべての講義及び演習科目は、前期または後期
の半期開講、30時間で2単位に設定されており、2年間で30単位以上の修得が可能で、修士課程
が修了できるような授業科目が体系的に配置されている。
なお、幼児教育・発達臨床学領域では、従来、幼稚園一種免許状取得を受験資格要件とし
ていたが、より受験を容易にすることを念頭に置き、その要件を緩和することにした（2015年
度より、「幼稚園教諭一種免許が必要」から「原則幼稚園教諭一種免許が必要」とした。2020
年度より、これに関する受験要件を撤廃し、幼稚園教諭一種免許状取得に関わらず、広く受
験生を受け入れている。）
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さらに、臨床心理学領域の授業科目については、臨床心理士養成上、他の領域の学生は、
履修することができないことになっている。しかし、人間科学領域や幼児教育・発達臨床学
領域の学生の中で、臨床心理学領域の授業科目の受講の希望が高く、そのことを配慮して、
2018年度より「心の健康教育」科目を新たに開講した。
コースワークとリサーチワークを適切に組み合わせるという観点から、これまで授業科目
の授業と研究指導は、同時進行で行っていた。特に、入学1年目は、コースワークに専念する
一方、修士論文に関する主指導教員と副指導教員は、入学まもない時期に決められ、随時の
指導を行い、2年目では、個別に修士論文指導を受けつつ本格的なリサーチワークに入る編成
をとってきた。
人間科学研究科修士課程は、文部科学省から「社会人の職業に必要な能力の向上を図る機
会の拡大を目的として，大学等における社会人や企業等のニーズに応じた実践的・専門的な
プログラム」として「職業実践力育成プログラム（BP）」の認定を順次受けた。
2015年度幼児教育コースを皮切りに、2016年度臨床心理学領域、2017年度人間科学領域、
2019年度幼児教育・発達臨床学領域と人間科学研究科すべての修士課程が「職業実践力育成プ
ログラム（BP）」の認定を受けている。
【国際協力研究科】
2020年度からの新カリキュラムにおいて、国際協力研究科の在学生の学修に必要な授業科目
は、専門科目群に置かれた2つのコース（サステイナブル国際協力コースおよび国際政治経
済・地域研究コース）を中心として、カリキュラム通りに開設されている。
順次性のある授業科目として本研究科で配置されているのは、基礎共通科目群、演習科
目、専門科目群である。演習科目は1年前期から2年後期まで、修士論文指導科目として設置し
た。
コースワークとリサーチワークのバランスという観点から、2019年度入学生までは入学直後
の半期はコースワークに専念し、その後に演習で修士論文指導を受けつつ本格的にリサーチ
ワークに入る編成をとってきたが、2020年度以降入学生からは、1年生ではコースワークに専
念する一方、1年生前期から必要な時に必要なだけ個別の修士論文指導を行う、リサーチワー
クを随時取り入れている。
国際協力研究科も2017年度に文部科学省から「職業実践力育成プログラム（BP）」の認定を
受けた。2021年度には、新カリキュラムでの申請を行う準備をしている。
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点検・評価項目④：学生の学習を活性化し、効果的に教育を行うための様々な措置を講じて
いるか。
評価の視点：各学部、研究科において授業内外の学生の学習を活性化し効果的に教育を行うため
の措置
・各学位課程の特性に応じた単位の実質化を図るための措置（1年間又は学期ごと
の履修登録単位数の上限設定等）
・シラバスの内容（授業の目的、到達目標、学習成果の指標、授業内容及び方
法、授業計画、授業準備のための指示、成績評価方法及び基準等の明示）及び
実施（授業内容とシラバスとの整合性の確保等）
・学生の主体的参加を促す授業形態、授業内容及び授業方法
・適切な履修指導の実施
・<学士課程>授業形態に配慮した 1 授業あたりの学生数
・<修士課程、博士課程>研究指導計画（研究指導の内容及び方法、年間スケジュー
ル）の明示とそれに基づく研究指導の実施
・各学部、研究科における教育の実施にあたっての全学内部質保証推進組織等の関わ
り

＜単位の実質化を図るための措置＞
大学設置基準に基づき、学則第 27 条第 1 項に「授業科目の単位の計算方法は、1単位の履
修時間を教室内及び教室外をあわせて 45時間とし、次の基準によるものとする。」と定め、
授業形態ごとに授業時間と授業外学修時間の割合を示している。
また、単位の実質化を図るための措置として、事前事後に予習・復習を行うための授業外
学修時間を確保できるよう、全ての学部で半期の履修上限を22単位とし、無理のない履修登録
によって集中して授業に取り組める環境を整備している。ただし資格取得を妨げないよう
に、資格関連科目については履修制限外とする。
授業外学修時間に関しては、シラバスに各授業科目で必要な授業外学修時間を記載する
等、単位の実質化のための体制を整えている。
＜シラバスの内容及びシラバスの内容と授業内容・方法との整合性＞
【大学全体】
シラバスには、全学で統一された書式があり、授業のテーマ、内容、到達目標、半期15回分
の授業計画、教科書、参考書、成績評価の注意事項、成績評価の方法・基準、準備学習の内
容、要望・注意を明記している。新年度が始まる前の3月に学習支援ポータルサイト(e-pass)
に公開し、学生はあらかじめシラバスを知ることができる。
シラバス記入の方法や注意点は、毎年、教務委員会から各教員に配布される。記入された
内容は教務関連の担当部署である学生支援課によりチェックされ、記入漏れや、内容の不備
（例：各回の授業内容が大まかすぎる、成績評価方法が明確でない等）がある場合、改善を
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求められる。シラバスには、参考URL、ファイル、画像などをアップする機能もあり、授業選
択の際の参考にできるようになっている。また、教科書・参考書に関する記載内容は大学図
書館のホームページと連動しており、学生は容易に所蔵の有無等が確認できる。
実際の授業がシラバスに明記された内容・方法で行われたかについては、学期末の授業評
価アンケートの結果によりFD委員会で確認している。アンケート結果は、各教員がe-passから
確認することが求められている。シラバス通りに行われていない授業は、FD委員会から学科主
任、教務部長へ連絡され改善が求められる。
ただし、シラバス入力は、実際の授業開始より4ヶ月前（前期開講科目）ないし9ヶ月前（後
期開講科目）に行われるため、最新の研究結果や社会情勢の変化などを反映させる目的で、
実際の授業内容がシラバスの記載内容と若干異なることがある。これについては、初回授業
時に変更点を履修者に説明し、周知することで対応している。
【人間科学部】
大学全体に同じ
【国際社会学部】
大学全体に同じ
【人間科学研究科】
講義科目はもとより、演習科目についても統一書式（目的、到達目標、授業内容・方法、
授業計画、成績評価の方法・基準等）によるシラバス作成を求めており、その内容の充実を
図ってきた。シラバス作成については、新年度を迎える前に講義科目担当者によって提出さ
れる。また、シラバスは、文字冊子媒体と電子媒体の両方で検索可能になっている。
講義科目担当教員は、第1回目の講義で講義概要を説明し、シラバスの講義計画にそって講
義を行っている。
【国際協力研究科】
人間科学研究科と同様である。
＜学生の主体的参加を促す授業形態、授業内容及び授業方法の実施＞
【大学全体】
学生一人一人の人間形成を重視する本学の教育の大きな特徴は、きめ細かく手厚い指導に
ある。すべての学生がすべての学年において、少人数の演習に属する。それによって学生の
主体的参加（口頭発表、討論など）はかなりの程度保証されている。また演習の教員が個々
の学生たちのアドバイザーとなり、大学におけるいろいろな問題の相談相手にもなっている。
1年次の演習（フレッシュマン・セミナー）で、大学における勉学のやり方を学び、2年次
の演習（基礎演習）で専門領域の基礎に接し、3，4年次のそれぞれの専門に別れた演習の選択、
履修に役立てている。各学部、学科、コースなどの教育目標達成のために、3年次と、4年次の
演習を継続して履修し、2年間をかけて課題あるいは卒業論文作成に取り組む。
1年次の基礎英語では、すべての入学生に対して英語テストを実施し、能力別のクラス編成
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を行う。さらに2年次のSophomore Englishクラス編成のために、1年生の11月にも同じ英語テ
ストを行っている。外国語科目も、少人数クラスで行われ、学生の主体的参加が促されてい
る。
全学生を対象とする長期・短期の各種留学制度設けている。集中授業としての歴史文化研
修A, B, Cは、テーマによって短期間国内外に出かけて勉学する機会を提供している。
また、学生の幅広い関心に応えるため、他大学との単位互換制度に参加している。学生は
横浜市内の12大学の定められた科目を履修することが出来る。
各種の資格課程を設置しており、内容は下記の通りである。
幼稚園教諭1種免許課程、保育士資格課程、中学・高等学校教諭1種免許課程、学芸員課程、
日本語教育課程、司書課程、社会調査士資格、認定心理士資格、社会福祉主事任用資格、公
認心理師資格。
半期の履修上限を22単位とし、無理のない履修登録によって集中して授業に取り組める環
境を整備している。ただし資格取得を妨げないように、資格関連科目については履修制限外
としている。
なお、COVID-19 の感染拡大により、2020 年度前期は全ての授業がZoomを利用したリアルタ
イム型のオンライン授業、後期は演習・実習を中心に対面授業の割合を増やし、Zoomを利用し
たリアルタイム形式及びオンデマンド形式のオンライン授業の継続を行った。
2020 年度前期終了後に実施した「オンライン授業に関するアンケート結果」では、オンデ
マンド形式の授業は、対面授業と比べてオンラインで何度も復習ができる点や自分のペース
で学ぶことができる点等を評価している学生も一定数いたことを踏まえ、2021 年度は、対面
授業を基本としつつも、COVID-19 の感染防止対策を兼ねて、過去 3 年間で履修者が 50名以
上の実績がある授業については、オンデマンド形式のオンライン授業とすることとなった。
【人間科学部】
人間科学科においては、以下のような教育と学習指導を行っている。
人間科学の学びを支える幅広い概論科目や専門科目について、多くの講義科目が設置され
ている。心理科学専攻では心理学実験法や心理検査などの実験・実習科目を選択必修科目と
して設置し、心の専門家としての知識と技能の習得を目指している。また教育・人間学専攻
では、3、4年次の演習（「人間科学演習」と「卒業研究」）を通じて学びの集大成としての卒
業論文作成指導に力を入れており、人間科学科が主催する卒業研究発表会での発表を必修と
している。
2015年度からの新カリキュラムにおいては、更に以下のカリキュラム改善が行われている。
心理科学専攻においては、専門の講義・演習・実習科目をそれぞれ、履修に際して適切な学
年に配当することにより、専門知識と技能の習得を目指す授業における理解と定着の促進を
目指している。また、学生のニーズに合わせて専門講義科目を大幅に増加するとともに、座
学のみでなく実験・実習科目を充実させることにより、受講生の学びへの動機づけを高め積
極的な授業参加を目指している。教育・人間学専攻では、多くの参加型・体験型学習やプロ
ジェクト学習、フィールドワークや研修を、アクティブ・ラーニング科目群として設置し、
授業への学生の主体的な参加を促進させることによる、専門知識の深化と視野の拡大、思考
力の養成を目指している。
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保育子ども学科は、幼稚園教諭Ⅰ種免許と保育士資格の取得を目指す学科であるため、開
講科目は、両資格取得のための法令に基づいたものが中心である。実践的な能力の育成が求
められることから、50名以内での演習・実技形式の授業を多く開講し、学生の主体的参加を促
しつつ、きめ細かな学習指導を行っている。
【国際社会学部】
国際社会学科・国際コミュニケーション学科ともに2019年度にカリキュラム改革を行った。
国際社会学科では、講義形式の専門科目、「インターンシップ」や「海外研修」などの体
験型授業を中心とする少人数制科目、演習形式のゼミナールを3つの大きな柱として指導を行
っている。
専門科目は、初級科目、中級科目、上級科目に分類され、入門レベルから徐々に知識・ス
キルを積み上げていく方式を取っている。さらに、2年次から履修可能となる少人数制科目で
は、履修人数を絞り、受講者に対してきめ細やかな指導を行っている。
国際コミュニケーション学科では、演習形式のゼミナールと主に講義形式の専門科目、な
らびに留学を中心とする体験学習を3つの大きな柱として指導を行っている。専門科目は、入
門、初級、中級、上級に分類され、入門レベルから徐々に知識・スキルを積み上げていく方
式を取っている。さらに、2年次後期に希望者に対して実施される留学関連科目群により、欧
米やアジア諸国に留学し、グローバル・スタディーズ、国際日本研究、 異文化理解、英語関
連の科目群を、実体験を通して学べるようになっている。
両学科とも研究指導や卒業論文作成指導については、1～4年次まで必修で行われる少人数ゼ
ミナールにおいて、文献を読み、まとめ、発表したり、討論したりする練習を行っている。
そうした活動の集大成として4年次に卒業論文またはプロジェクトを完成させる。3・4年次は
同一教員のゼミを履修し、その教員の指導のもと、卒業論文・プロジェクトへの準備をじっ
くり行える体制を整えている。
＜学生に対する履修指導の適切な実施＞
本学では、学生の状況を把握し、履修指導だけでなく学生生活全般に関する指導や助言を
行う仕組みとして、アドバイザー制度を設けている。加えて、全専任教員がオフィスアワー
を設け学生に周知を行っている。
また、成績不振者に対しては、各学期末に学生支援課より注意喚起や面談を行い、次学期
の履修登録に向けて指導している。該当者に関しては、各ゼミ教員やアドバイザー教員にも
周知され、該当学生を指導している。
学部における履修指導のための取組としては、年度初めのガイダンス期間に、各学部・学
科のガイダンス及び個別履修相談会を開催し、学生が自由に相談できる機会を設けている。
そのほか、ゼミナールに関しては各学部・学科で個別のガイダンスを実施している。2020年度
はCOVID-19の感染拡大により、オンラインにて各種ガイダンスを行った。
＜学士課程における授業形態ごとの1授業あたりの学生数への配慮＞
学生が学習に取り組むための適切な環境を整備するため、授業形態に応じた 1 授業あたり
の履修者数の適正化を図っている。履修者が上限を超過した場合は、事前に協議した優先順
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位に従い、抽選による履修者数制限を行っている。
なお、2021 年度の授業運営については、原則としてすべて対面授業とするが、COVID-19の
感染防止対策を兼ねて、社会的距離を確保した教室定員数（コロナ定員）を鑑み、原則、過
年度の平均履修者数50名以下の科目を対面授業、50名以上の科目をオンライン授業（オンデマ
ンド型）とする。なお、「教育実習」など致し方のないものは例外的に過年度平均履修者数50
名以上でも対面授業とする。
＜修士課程及び博士課程における研究指導計画の明示とそれに基づく研究指導の実施＞
【人間科学研究科】
人間科学研究科では、学生に対する学習指導は専任教員の中から原則として学生が選んだ
指導教員及び副指導教員が担当している。また、修士論文や研究成果指導に関しても指導教
員と副指導教員が担当している。主に社会人を対象とする夜間大学院という特殊事情を鑑み
て、個別的な学習・研究指導も随時実施されている。ただし、学部（横浜校地）と大学院
（六本木校地）のキャンパスが離れており、臨床心理学領域以外の多くの教員は隔年開講で
授業を担当しているため、普段、学生と直接会って指導することが場合によっては困難であ
るため、教員各自の研究室の電話番号やＥメールアドレス等を学生に伝えている。博士後期
課程の場合は、研究指導のために「特殊研究」という授業の枠が時間割の中に設定されてい
る。
また、社会人が大きな割合を占める人間科学研究科において、学生のなかには、大学卒業
後、論文等を書く経験があまりない場合もあり、こうした状況を踏まえて、論文の書き方・
参考文献リストの作成等についての基本的な情報提供を主な内容とする「基礎教育セミナ
ー」を年に2回（前期・後期に1回ずつ）実施していたが、さらにその充実を図るため、2020年
度より「人間科学研究法基礎論」を新規開講した。
なお、COVID-19 の感染拡大によりオンライン授業を導入実施した。特に新入生の動機付け
や不安を配慮して、研究科長よりビデオメッセージを配信し、また、オンライン授業マニュ
アルを院生に配布し、同時に困りごとの相談窓口を大学院事務室に置き、対応に備えた。さ
らに本科生(院生)が教室や図書室を利用する際にも、事前予約制にするなど、感染防止対策の
徹底を図った。
【国際協力研究科】
国際協力研究科においては「国際社会と日本が直面する様々な課題や諸問題を常に視野に
入れながら、国際協力を実践していける有能な人材の育成」という目的の達成に向けて、2019
年度入学生までは、「国際社会」と「国際協力」の2研究領域にわたるカリキュラムを組んで
いる。まず基礎科目として社会科学の基礎を学び研究手法や情報処理をワークショップ形式
で学修すると同時に、地域研究科目群において様々な地域で生起する課題や諸問題を理解す
る方式をとっている。その上で2つの研究領域それぞれで開講している専門科目群を受講する
ことで、より学術的、実践的なトピックやイシューについて学修する会を提供している。
2020年度入学生からは、「サステイナブル国際協力コース」と「国際政治経済・地域研究コ
ース」の2コースに専門科目を配置した。多数を占める社会人学生向けに、研究手法や論文執
筆方法を内容とする社会科学研究手法を設置し、必修科目に位置づけた。
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論文指導は、専任教員の中から学生が指名した指導教員が行う。
演習単位で、学生ごとの研究指導計画に基づく研究指導・学位論文作成指導が行われてい
るが、毎年度2回、入学後1年以上を経過している学生を対象にして「中間発表」を義務付けて
おり、事前に期日を設定して発表テーマの提出と、統一書式による「修士論文計画書」の提
出を求めるとともに、当日は研究科所属の教員と在学生を前に研究報告を行う機会を設けて
いる。また、英語による主旨論文の執筆に関する基本合意（事前のネーティブチェック体制
の導入など）も2015年度に研究科委員会で合意され、指導に役立てられている。
なお、COVID-19 の感染拡大によりオンライン授業を導入実施した。特に新入生の動機付け
や不安を配慮して、オンライン授業マニュアルを院生に配布し、同時に困りごとの相談窓口
を大学院事務室に置き、対応に備えた。さらに本科生(院生)が教室や図書室を利用する際に
も、事前予約制にするなど、感染防止対策の徹底を図った。
点検・評価項目⑤：成績評価、単位認定及び学位授与を適切に行っているか。
評価の視点1：成績評価及び単位認定を適切に行うための措置
・単位制度の趣旨に基づく単位認定
・既修得単位の適切な認定
・成績評価の客観性、厳格性を担保するための措置
・卒業・修了要件の明示
・成績評価及び単位認定に関わる全学的なルールの設定その他全学内部質
保証推進組織等の関わり
評価の視点2：学位授与を適切に行うための措置
・学位論文審査がある場合、学位論文審査基準の明示
・公表学位審査及び修了認定の客観性及び厳格性を確保するための措置
・学位授与に係る責任体制及び手続の明示
・適切な学位授与
・学位授与に関わる全学的なルールの設定その他全学内部質保証推進組織
等の関わり

＜単位制度の趣旨に基づく単位認定＞
＜成績評価の客観性、厳格性を担保するための措置＞
【大学全体】
授業科目の単位は、その内容、形態等を考慮して学則（第27条）に基づき設定されている。
成績評価は合格点の4段階、秀（90点以上）、優（80点以上）、良（70点以上）、可（60点以
上）のほかに、不合格点の不可（60点未満）、放棄（試験を受けなかった）を設けている。成
績評価をある程度厳しいものとするために、優以上の評価はそれぞれの履修者数の4割以下と
している。しかし、演習科目、語学科目ではこの限りではない。誤った成績評価がなされる
ことを防ぐために、学生からの「成績確認願い」の提出期間を定めている。
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【人間科学部】
大学全体の基準にしたがって厳正な成績評価と単位認定を行っている。
複数の担当教員における同一開講科目については、特に成績評価基準に関して事前に十分
な打ち合わせを行っている。
【国際社会学部】
大学全体の基準にしたがって厳正な成績評価と単位認定を行っている。
国際社会学部では、専門教育課程の一環として語学留学に参加することが可能である。
(2020年度においては、COVID-19感染症拡大防止の観点により中止)。留学先で履修した科目は
帰国後所定の手続きと審査を経て、合計30単位を上限に本学の単位として認定される。認定さ
れる単位数は留学先での授業時間数に応じて算出される。語学・実技科目の場合は、22.5時間
の授業により1単位、講義科目の場合は、11.25時間の授業により1単位を認定する。また、留
学先でインターンシップやボランティア活動に参加し、単位修得を希望する場合は、45時間以
上の活動を行い、留学アドバイザーの指導に従って「活動内容と活動時間の証明」と「活動
記録」、「レポート」を提出することにより単位認定を行う。活動時間が45時間以上90時間未
満は1単位、90時間以上135時間未満は2単位のように、原則として45時間の活動毎に1単位、最
大4単位まで自由選択科目の単位として修得できる。
国際社会学科では、「インターンシップ」「メディア演習」「海外研修」等の少人数制科
目についても、講義形式の科目と同様に各2単位が認定される。「メディア演習」では、通常
の講義に加えて授業時間内外で制作活動を行い、作品を完成させることで単位が認定され
る。「インターンシップ」や「海外研修」では、座学と実習・研修を合わせて授業15回分のプ
ログラムを完了することで単位を認定している。
編入学の際の既修得単位は、「一括」と「個別」に分けて認定している。国際社会学科で
は、2年次編入については、46単位を一括認定（全学共通科目17単位、専門教育科目12単位、
自由選択科目17単位）、4単位を個別認定（「基礎情報科学」4単位）している。同様に、3年
次編入については、58単位を一括認定（全学共通科目24単位、専門教育科目16単位、自由選択
科目18単位）、4単位を個別認定（「基礎情報科学」4単位）している。
国際コミュニケーション学科では、成績評価の方法と基準はシラバスに明記し、ウェブサ
イトに掲載されている。成績評価は、通常の定期試験だけでなく、授業内課題、レポート、
プレゼンテーション、小テスト、授業への参加具合、出席率など多様な手段・要素を取り入
れ多角的に行う場合が少なくない。その際、各要素が全成績に占める割合については、シラ
バスに具体的に明記される（例：期末試験50％、レポート50％）。

【人間科学研究科】
人間科学研究科における成績評価・基準については、毎年発行している『大学院便覧』に
明記する。単位認定については、学則第9条・第10条に基づき適切に行われている。
【国際協力研究科】
人間科学研究科と同様である。
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＜既修得単位等の適切な認定＞
編入学者の単位認定については、編入学試験の募集要項に明記されている。入学手続き者は
出身校の既修得単位すべてのシラバスを提出し、学内においてそのシラバスをもとに学科主
任の下で単位認定案を作成する。認定案は教授会の承認後、本人に通知することになってい
る。
留学先で取得した単位に関しては、教務委員が学生との面接において科目内容の確認をす
る。そのうえで教務委員は国際交流センターと協議して単位認定案を作成し、教務委員会で
審議・承認の後に教授会で審議する。
＜卒業、修了要件の明示＞
＜適切な学位授与＞
【大学全体】
本学に4年以上（編入生を除く）在学し、卒業に必要な授業科目及び単位数を修得した者に
ついて、教授会の議を経て、学長が卒業を認定し、学士の学位を授与する。
人間科学部

人間科学科

学士（人間科学）

保育こども学科

学士（人間科学）

国際社会学部 国際社会学科

学士（社会科学）

国際コミュニケーション学科

学士（社会科学）

卒業要件は各学部学科によって異なるが、『履修の手引き』やガイダンス等においてあら
かじめ学生に明示されている。
卒業に関する学習成果の判定は、個別の成績評価の集積による。卒業判定のための「卒業
試験」などの制度は採用していない。また卒業生の中で学業・人物ともに優れた学生を各学
科から一名ずつ選考し、表彰する。
【人間科学部】
卒業判定、学位授与は適切に行われている。各学生についての単位数、単位取得内容をは
じめとした卒業要件の充足状況はまず学生支援課全体で確認される。卒業要件の不充足が確
実となった学生については、その事実が根拠とともに教務委員会に提出され再度確認が行わ
れる。ここまでの確認作業が毎年度2月末までに終了され、卒業不可になる学生のリストが3月
初旬の学部教授会に提出され、教務委員長の説明後に協議され承認される。このような確認
の過程を経ることによって、学位審査に関する客観性と厳格性が保持されている。その結果
卒業不可と判定された学生の氏名を除いた卒業者名簿は教授会後即座にウェブサイトと掲示
板上に公表される。公表の約1週間後には卒業式が行われ、卒業証書の授与となる。
卒業論文に関しては、卒業の必修要件とされていないため、審査基準は各教員に任されて
いる。
【国際社会学部】
人間科学部と同様である。
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＜修士課程及び博士課程における学位論文審査基準の明示＞
＜修士前期課程及び博士課程における学位授与に係る責任体制及び手続の明示、客観性・厳
格性の確保＞
【人間科学研究科】
本学大学院の修士課程を修了した者には、大学院学則第18条の規定により、修士の学位を授
与する。大学院学則第15条2項の規定により、当該研究科の目的に応じ適当と認められた場合
は、特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格したことにより修士の学位
が与えられる。
本学大学院の博士後期課程を修了した者には、大学院学則第18条の規定により、博士の学位
を授与する。また、博士の学位論文を提出し、その審査に合格し、かつ、本大学院の博士後
期課程を修了した者と同等以上の学力を有すると確認した者に、博士の学位が与えられる。
学位授与に関する論文審査の基準については、大学学位規程の第3章、第8条から第13条に規
定されており、あらかじめ学生が知ることができる状態にされている。さらに詳しく内規に
よって規定し、教員の間に共有されている。
【国際協力研究科】
本学大学院の修士課程を修了した者には、大学院学則第18条の規定により、修士の学位を授
与する。国際協力研究科における学位授与に関し必要な事項は、大学学位規程の第3章に、修
士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査基準に関する第9条として掲げられてお
り、本大学院の教育目標に沿った適切なものであり、あらかじめ学生が知ることができる状
態にされている。内規による修士論文審査基準についての規定は、人間科学研究科と同様で
ある。
学位審査及び修了認定についても、上記学位規程において、審査委員に関する第8条、最終
試験に関する第10条、審査期間に関する第11条、審査結果の報告に関する第12条、そして研究
科委員会の審議に関する第13条の各条項で客観的かつ厳格に規定されており、あらかじめ学生
が知ることができる状態にされている。
大学基準協会による「改善報告書検討結果」（2021年3月24日）の中で、国際協力研究科は
特定の課題についての研究の成果を審査する基準の明文化がなされていないと指摘された。
これを受けて、研究科委員会で協議を行い、「特定の課題についての研究成果の修了基準等
について」を作成し、固有の基準の明文化を行った。
以上のとおり、本学では、学則、各学部規則、各研究科規則等に基づき、成績評価、単位
認定及び学位授与を適切に行っている。
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点検・評価項目⑥：学位授与方針に明示した学生の学習成果を適切に把握及び評価している
か。
評価の視点1：各学位課程の分野の特性に応じた学習成果を測定するための指標の適切な設定
（特に専門的な職業との関連性が強いものにあっては、当該職業を担うのに必要
な能力の修得状況を適切に把握できるもの。）
評価の視点2：学位授与方針に明示した学生の学習成果を把握及び評価するための方法の開発
≪学習成果の測定方法例≫
・アセスメント・テスト
・ルーブリックを活用した測定
・学習成果の測定を目的とした学生調査
・卒業生、就職先への意見聴取
評価の視点3：学習成果の把握及び評価の取り組みに対する全学内部質保証推進組織等の関わり

＜各学位課程の分野の特性に応じた学修成果を測定するための指標の設定＞
＜学位授与方針に明示した学修成果の把握、評価するための方法＞
学士課程においては、各学部学科が定めたディプロマ・ポリシーに基づく学修成果は、最
終的に卒業に必要な単位数を満たし卒業することである。学修成果を測定するための「アセ
スメント・ポリシー」は、策定していない。しかしながら卒業まで各種の学習成果の測定は
実施している。
直接評価指標としては、学位授与率、就職率・進学率、TOEIC Bridge / L&R、学生の成績
(GPA)、卒業論文・ゼミナール修了論文の成績等がある。
間接評価指標としては、PROG、卒業生アンケート、授業評価アンケート、進路決定時アンケ
ート等がある。
これらのアンケート調査については学生毎に分析・考察を行っており、学習成果の把握及
び評価へと繋がっている。
【大学全体】
本学の「敬神奉仕」の精神を基盤とし、自立した女性、国際性に富んだ女性を育成するた
めに、大学全体及び各学部、学科、研究科において教育に取り組み、一定の成果を上げてき
ている。2014 年度の卒業生に対して、
「卒業生アンケート」を行い、就職先に対しての満足度
を調査したところ、各学科とも大いに満足が約 6 割～7 割と高い結果となった。大いに満足、
満足を合わせると 9 割以上が納得のいく就職を決めている。
2020 年度卒業生アンケートは、2017 年度（2018 年 3 月）
、2015 年度（2016 年 3 月）
、2013 年
度（2014 年 3 月）に卒業した学生を対象に、本学での学修経験と卒業後のキャリアに関するア
ンケートを実施したところであり集計中である。
【人間科学部】
2014 年度卒業生アンケートには、大学生活に関する多義にわたる内容が含まれているが、
特に学部の教育目標と関わる質問について、人間科学部には他学部や他学科と比較して「人
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との関わり方」や「人間関係のスキル」など「人間理解」に通じることが最も身についたと
いう回答が多い。多様な人間や社会の理解と共生を目指す本学部の教育目標を具現化してい
るといえる。
保育子ども学科の卒業生については、就職先の幼稚園等の役職者にかつての卒業生が就い
ていることも少なくなく、近年の保育子ども学科の卒業生についての評価が非公式な形で伝
えられることがある。
【国際社会学部】
国際社会学部では、
「他者との共生」を基本理念として、グローバル人材の育成を目標とし
ている。この教育目標に沿った成果がおおむね順調に上がっていると考えられる。学生によ
る授業評価アンケートにおける本学部科目への評価は一定の水準を保っており、両学科とも
に、卒業論文指導を少人数教育のなかで着実に進めている。また、就職実績からも成果を見
て取ることができる。
2019 年度から「検定チャレンジ制度」を設定した。TOEIC、英検、漢検、ニュース検定など
で合格した資格を難易度に応じて単位として認めるものである。基礎教育と学習意欲の向上
を狙ったものだが、早々に成果を上げつつある。
【人間科学研究科】
人間科学研究科は、
（臨床心理学領域を除き）医療・社会福祉・教育・宗教・幼児教育その
他の職業に従事している社会人の教育を主たる目的としているが、大学院修了者は、高度な
知識と技術を獲得し、社会でさらなる活躍をしている。臨床心理学領域は、公認心理師及び
臨床心理士資格取得を主たる目的としているが、公認心理師資格試験、臨床心理士資格試験
いずれにおいても 60%～80％前後の高い合格率を維持している。資格取得後は、医療・教育・
福祉等の臨床現場にほぼ全員が就職している。
【国際協力研究科】
国際協力研究科では、国際社会の諸問題について深く知り、国際協力に貢献しうる人材の
育成を目指しているが、国際協力領域に重点を置いて修士号を取得した院生の多くは、修了
後、海外への支援活動を目的とするNGOやJICA（㈶日本国際協力機構）などを通じて、国際協
力の現場で実践的な活動を行っている。また、国際社会領域に重点を置いた院生も、修了
後、職場における国際的業務の幅を広げるなど、本研究科の目的は成果を挙げていると思わ
れる。
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点検・評価項目⑦：教育課程及びその内容、方法の適切性について定期的に点検•評価を行
っているか。また、その結果をもとに改善•向上に向けた取り組みを行
っているか。
評価の視点1：適切な根拠（資料、情報）に基づく定期的な点検•評価
・学習成果の測定結果の適切な活用
評価の視点2：点検•評価結果に基づく改善•向上

＜教育課程及びその内容、方法の適切性に関する点検・評価＞
教育課程及びその内容、方法の適切性についての点検・評価は、主に「内部質保証システ
ム体制図」で示したとおり、学部・研究科や、各部局等の自己点検・評価組織において実施
している。「年次行動計画」、「自己点検・評価報告書」を用いて実施している。これらの
点検・評価にあたっては、必ず報告書の提出時に根拠資料を記載又は提出することを義務付
けている。
【大学全体】
FD委員会による「授業評価アンケート」を年2回実施している。2014年度からの「携帯・ス
マートフォンを利用した授業評価アンケート」システムの導入により、学生の回答期間も延
長され、授業時間外でも回答が可能である。学生の意見に対して、教員は返事のコメントを
入れるが、その対応も迅速にしている。
また、GPAにより各科目の成績評価にポイントを定め学習成果の可視化を行っており、各賞
の選定やゼミの選考基準に活用をしている。
【人間科学部】
学生による授業評価アンケートの実施やFD研修会などFD委員会を中心とした大学全体の取り
組みに加え、学科特有の課題や問題に関しては学科懇談会を中心に、定期的に各授業や学生
の状況について報告、話し合いが行われており、教育課程や教育内容・方法の改善に努めて
いる。
【国際社会学部】
FD委員会が毎学期末に授業評価アンケートを実施し、その結果を学内向けインターネットサ
イトに載せ、授業担当教員が確認する形を取っている。教員はその結果にもとづき、その後
の授業改善に努める。
毎年行われる在校生へのアンケート（大学への満足度を調査）の結果を学部教授会で配布
し、学生の不満や要望を教員間で共有している。そこで挙げられた不満・要望は各教員が自
らの教育指導で活かすとともに、学部の総務委員会でも適宜取り上げ、改善に努めている。
また、カリキュラム改革の際の重要な情報として活用し、改革内容に反映するよう努力して
いる。
【人間科学研究科】
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臨床心理学領域では、修士1年終了時に、教員全員出席のもとに、学生一人一人について実
習及び修士論文の中間報告についてヒアリングを行い、教育成果の検証、教育課程や教育内
容・方法の改善に役立てている。また、修士論文の論文要旨を小冊子化し、学生並び教員に
配布することで、各分野間での研究及び教育成果を共有している。さらに、博士後期課程に
ついては、公開による博士論文の中間発表を定期的に行っている。
全学生に対して、授業評価アンケートを前後期1回ずつ、年2回実施している。授業評価は各
科目担当者に渡している。授業評価アンケートの自由記述欄に記載されたカリキュラム、時
間割、論文指導、大学院図書室・大学院事務室・諸施設への要望、大学院全体に対する要望
を研究科FD委員会で検討し、回答を学生にe-passを通じて開示している。大学院の授業、大学
院運営、学生支援、諸施設等の改善を行っている。2020年度から、授業評価アンケートは、ス
マートフォンから回答できるオンラインでの実施に切り替え、利便性を向上させた。
【国際協力研究科】
全院生は、2年次の始めもしくは長期履修生の場合は修士論文を提出予定の1年前に修士論文
の中間報告を行うことが内規で義務付けられており、その場で全教員・院生・修了生より質
疑応答を受けることで、修士論文に向けての具体的な検討の場が設置され、その後の指導に
活かされている。また、当該中間報告の準備に使用する基本フォーマットが2012年度に導入さ
れ、中間報告を行った院生からの意見を取り入れ、さらに2015年度に改正が加えられ今日に至
っている。
授業評価アンケートは、人間科学研究科と同様に実施している。
＜点検・評価結果に基づく改善・ 向上のための取組＞
教育方法や学習指導については、授業改善について組織的な対応が不十分であるが、その
他はおおむね基準を充足している。また、シラバスに基づいた授業展開、成績評価、単位認
定についてもおおむね基準を満たしている。教育成果については、検証は行われているもの
の教育内容・方法の改善に結びついているかどうかは明確でなく、不十分である。
なお、効果が上がっている事項については以下のとおりである。
【大学全体】
「授業評価アンケート」における学生からのコメントに対して、教員各自が迅速に返答す
ることができるようになった。
また、ここ数年、成績評価ガイドライン（「秀・優」の割合を40%にする）を厳守する教員
が増えた。さらに多くの学生から寄せられた授業改善に関する要望をFD委員会が主催する「FD
セミナー」でも取り上げ、全教職員に具体的な改善策を提示した。
【人間科学部】
各学年に配置された必修演習科目とアドバイザー制により、学生一人一人に対するきめ細
かな学習指導の実践は一定の成果をあげている。
【国際社会学部】
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演習、講義、体験学習から成る教育体制はバランスが取れている。また、入門、初級、中
級、上級に分類された科目を下位科目からの積み上げ形式で履修していく方法は学生にとっ
ても、教員にとっても分かりやすく、学生の学習意欲の増進にもつながるという利点があ
る。
【人間科学研究科】
研究論文の要旨を小冊子化することで、各研究分野間の疎通性は高まった。
【国際協力研究科】
中間報告での質疑応答が、その後の論文指導に活かされるだけでなく、本人の意識改革に
繋がり、教育効果は極めて高いと思われる。また、院生による自主的な発表会（教員も随時
参加）も中間発表の前に実施されており、自主的な勉学体制が出来上がっている。英語論文
のネーティブチェック体制を導入したことで、英語論文の質は遥かに向上した。また、国際
協力領域で、現地調査を実施する場合の細かい指示も行うようになり、調査における安全確
認、倫理上の問題点、効果的な調査方法についての指導体制が出来上がりつつある。
（２）長所・特色
各学部・学科の教育課程の編成・実施方針に基づき、全学共通科目、学部共通科目、学科
専門科目、自由選択科目からなる授業科目を開設している。また、ライフデザイン科目群の
中に、キャリア教育科目を含め、いわゆる社会人基礎力の涵養をはかっている。このように
して、入学前から入学後、そして就職に向けて一貫性を持たせ、それぞれの学科における体
系的な専門教育とあわせて、学生を成熟した市民として社会に送り出すことを目指してい
る。
（３）問題点
ディプロマ・ポリシーに示した学修成果の測定について、各種調査の実施等を試みている
ものの、その分析及び分析結果を活かした改善等についてはまだ十分に実施できているとは
言えない。まずは、アセスメント・ポリシーを策定し、機関レベルにおいて検証を行い、そ
の結果を蓄積していくことが必要である。その後、分析をより具体的な改善に活かせるよう
努める。加えて、各種調査の回収率が低く、正確な分析を行うためのデータが不足している
ため、回収率の向上も今後の課題である。ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシ
ーに基づく、カリキュラム・マトリックス形式で学生に明示することが適切かどうかを含
め、検討する必要がある。
（４）全体のまとめ
本学では、全学のディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーを策定している。各
学部・研究科においては、より具体的なディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシー
を定め、公表している。また、内容に関しては毎年度検証し、必要に応じて改定している。
各学部・研究科においては、カリキュラム・ポリシーに基づき、各学位課程にふさわしい授
業科目を開設し教育課程を体系的に編成している。
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学生一人一人の人間形成を重視する本学の教育の大きな特徴は、きめ細かく手厚い指導に
ある。すべての学生がすべての学年において、少人数の演習（フレッシュマン・セミナー、
ゼミ）に属する。それによって学生の主体的参加（口頭発表、討論など）はかなりの程度保
証されている。また演習の教員が個々の学生たちのアドバイザーとなり、大学におけるいろ
いろな問題の相談相手にもなっている。1年次の演習（フレッシュマン・セミナー）で、大学
における勉学のやり方を学び、2年次の演習（基礎演習）で専門領域の基礎に接し、3、4年次
のそれぞれの専門に別れた演習の選択、履修に役立てている。各学部、学科、コースなどの
教育目標達成のために、3年次と、4年次の演習を継続して履修し、2年間をかけて課題あるい
は卒業論文作成に取り組む。
また、学生が適切な履修計画を立てられるよう、統一様式によるシラバス作成を義務付
け、記載内容については、教職員がマニュアルに基づき点検を行っている。
成績評価、単位認定及び学位授与については、学則等の規程に定め、学生に周知し、これ
らの明示された基準や手続に従い、適切に学位授与を行っている。研究指導計画及び学位論
文審査基準については、各研究科で評価基準を設け、学生に大学院便覧、大学ホームページ
に掲載し、周知している。
ディプロマ・ポリシーに示した学修成果の測定について、各種調査の実施等を試みている
ものの、その分析及び分析結果を活かした改善等についてはまだ十分に実施できているとは
言えない。
まずは、アセスメント・ポリシーを策定し、機関レベルにおいて検証を行い、その結果を
蓄積していくことが必要である。その後、分析をより具体的な改善に活かせるよう努める。
加えて、各種調査の回収率が低く、正確な分析を行うためのデータが不足しているため、回
収率の向上も今後の課題である。
また、学科特有の課題や問題に関しては学科懇談会を中心に、定期的に各授業や学生の状
況について報告、話し合いが行われており、教育課程や教育内容・方法の改善に努めてい
る。
以上のことから、本学では、学修成果の把握及び評価方法を改善に活かす取組の充実等、
いくつかの課題はあるものの、教育課程の編成・実施について、おおむね適切に実施してい
る。
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第５章 学生の受け入れ
（１）現状説明
点検・評価項目①：学生の受け入れ方針を定め、公表しているか。
評価の視点1：学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針を踏まえた学生の受け入れ方針
の適切な設定及び公表
評価の視点2：下記内容を踏まえた学生の受け入れ方針の設定
・入学前の学習歴、学力水準、能力等の求める学生像
・入学希望者に求める水準等の判定方法

＜学生の受け入れ方針の適切な設定・公表＞
＜求める学生像及び入学希望者に求める水準等の判定方法の明示＞
【大学全体】
本学は、アドミッション・ポリシーとして建学の精神「敬神奉仕」の理念に基づき、キリス
ト教教育による人間形成を目指し、その時代にふさわしい社会性と国際性あふれる女性の育成
を目的とした深い専門性と幅広い教養、豊かな人間性を育む教育を施すものであるが、学生の
受け入れに対しては、基礎学力だけでなく、目的意識、積極性、コミュニケーション能力を重
視し、個性豊かで多彩な能力を持つ人材を受け入れていくことを目標にしている。さらに、学
部学科ごとにアドミッション・ポリシーとして受け入れ方針を明示している。
これらの受け入れ方針については、入試要項、大学案内、ホームページ、DM 等によって明示
され、高校訪問や大学説明会、オープンキャンパス等の広報活動において公表されている。受
験者においては、障がいを問わず受け入れ態勢を整えている。
【人間科学部】
人間科学部では、以下の通りアドミッション・ポリシーを定め、大学ホームページに明示し
ている。
人間科学部は、入学者として、以下のような人材を求める。
①人間の心理・教育・社会・宗教・保育について学ぶ基礎となる、国語、外国語、社会、
数学、理科など、高等学校で学習する範囲の知識を学び、それらの内容を理解している。
②現代社会における人間の心理・教育・社会・宗教・保育に関するさまざまな問題に深い
関心を持ち、文献を読み、自分自身の意見や考えを他者に表現し関わっていくコミュニケー
ション力をもつ。
③人間の心理・教育・社会・宗教・保育を肯定的に捉え、他者のために自らが率先して動
きたいという意思を持ち、そのために多角的な洞察力、判断力、感性を高めていくことの必
要性を理解している。
④自分自身がもつ個性や能力が何かを知りたい、創り上げたいという気持ちをもち、それ
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らを活かすための専門的な知識やスキルを習得したいと考えている。
⑤専門性を備えた社会の一員としての意識を持ち、人間が生み出す文化・コミュニティの
発展や子どもの成長・発達に貢献する幅広い実践に携わることを将来の自分の姿として描い
ている。
それぞれの学科はアドミッション・ポリシーについて以下のように明示している。
人間科学科は、人のこころや人間性について幅広く学ぶことを通して、心理・教育・社会・
宗教などのさまざまな問題を科学的に捉え、多様な人々と協働しながら問題解決を実現する人
材を育成する。
■求める学生像（将来の進路）
人間科学科は、自分自身の個性や能力を活かし、幅広く人と関わる職業・分野で活躍するこ
とを希望する学生を求める。
■期待する能力
人間科学科は、入学者として、以下の能力をもつ人材を求める。
[知識・理解]
 高等学校などにおいて、人のこころや社会について学ぶ基礎となる、国語、外国語、数
学、地理歴史、公民、理科などの科目を履修し、それらの内容を理解している。
 高等学校卒業時までに、日本語検定、日本漢字能力検定、実用英語技能検定、実用数学技
能検定などの、幅広い教養を身につける基礎となる能力を有していることが望ましい。
[思考・判断]
 自らが興味や関心をもつ事柄に関する知識や情報を集め分析する思考力をもつ。
 知識や情報に基づいて解決すべき課題を発見・設定し、その課題に対する自らの意見を
作り上げる判断力をもつ。
[関心・意欲・態度]
 人のこころや人間性について深くみつめようとする好奇心や幅広い関心をもつ。
 自らが関心をもつ事柄をより学問的で実践的な視点から知りたい、経験したいという意
欲をもつ。
 自らの意欲に基づいて、主体的に人や社会と関わり、具体的な行動に移す態度をもつ。
[技能・表現]
 他者の意見や考えを傾聴し、その立場を理解し、その考えや価値観を尊重することがで
きる。
 多様な他者と関わるなかで、自分の考えや価値観を適切に表現することができる。
保育子ども学科は、保育士資格、幼稚園教諭一種免許が取得できるカリキュラムを設け、子
どものよりよい育ちを支え、見守る専門家を育成する。
■求める学生像（将来の進路）
保育子ども学科は、保育・幼児教育の専門知識をもって、子どもの生きる力や適用しようと
する柔軟性を受け止め、成長をうながし、主体的に社会に貢献できる学生を求める。
■期待する能力
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保育子ども学科は、入学者として、以下の能力をもつ人材を求める。
[知識・理解]
 高等教育において、保育・教育に求められる専門知識の土台となる、国語、外国語、地理
歴史、公民、理科などの科目を履修し、それらの内容を理解している。
 表現の技術に関わる音楽、美術、体育の基礎的経験を有している、または関心をもってい
ることが望ましい。
 対人関係やコミュニケーションの基礎となる部活動やボランティアなどの社会経験があ
ることが望ましい。
[思考・判断]
 子どもの保育・教育に関する知識や情報を集め、子どもとの関わりなどの実践につなげ
る思考力をもつ。
 人々の生活を多面的に理解し、基本的人権や子どもの権利の保障などの視点から自ら行
動する判断力をもつ。
[関心・意欲・態度]
 子どもをめぐるさまざまな社会問題に対して好奇心や興味をもち、主体的に学ぼうとす
る意欲をもつ。
 子どもの命を守り、子どもの最善の利益に配慮した関わりができる。
[技能・表現]
 子どもの気持ちや考えを傾聴し、それらを受け止め、尊重することができる。
 子どもの豊かな感性を育てるために必要な基礎的な表現力・主体性を有している。
【国際社会学部】
国際社会学部では、以下の通りアドミッション・ポリシーを定め、大学ホームページに明示
している。
国際社会学部は、入学者として、以下のような人材を求める。
①世界のさまざまな国・地域の政治、経済、社会問題、文化事情等に強い関心を持ち、将
来は世界を舞台に活躍したいと考えている。
②現実の社会問題の本質を理解し、国際協力等を含め、自ら問題の解決に貢献したいと欲
している。
③多様な思想や宗教、価値観や視点、生活習慣等に関心を持ち、誤解や偏見の少ない社会
の実現に貢献したいと考えている。
④プレゼンテーションスキルや外国語の運用力など、現代社会を生き抜くうえで必要不可
欠なコミュニケーション技能や情報発信能力を身に付けたいと考えている。
⑤大学で身につけた知識・スキルを他者や社会のために積極的に活用していきたいと考え
ている。
それぞれの学科はアドミッション・ポリシーについて以下のように明示している。
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国際社会学科は、複雑な世界を分析するための方法や手段を体系的に学ぶことを通して、グ
ローバルな観点から行動し、社会に貢献することができる人材を育成する。
■求める学生像（将来の進路）
国際社会学科は、政治・経済・社会などの観点から、よりよい世界やよりよいコミュニテ
ィのあり方を追求する意欲をもち、将来は広く社会に貢献したいと考えている学生を求める。
■期待する能力
国際社会学科は、入学者として、以下の能力をもつ人材を求める。
[知識・理解]
 大学で政治・経済・社会や国際問題について学ぶ基礎となる、国語、外国語、数学、地理
歴史、公民、理科などの科目を高等学校などにおいて履修し、それらの内容を理解してい
る。
 高等学校卒業までに、実用英語技能検定、日本語検定、日本漢字能力検定、実用数学技能
検定など幅広い教養を身につける基礎となる能力を有していることが望ましい。
[思考・判断]
 学んだ知識をもとに、自分なりの問いや意見を考えることができる。
 体系的に知識を習得し、物事の判断材料として活用することができる。
[関心・意欲・態度]
 現代社会の多様な問題に関心をもち、継続的に知識を習得していく意欲をもつ。
 国際社会や国内社会の諸問題を理解し、その解決策を探りたいという意欲をもつ。
 行動を通じて学ぶことや、学んだことを実践することに積極的な態度をもつ。
[技能・表現]
 自分の主張や考えを、文章や口頭発表などを通じて適切に表現することができる。
 論拠となる情報を、適切に吟味し、選択することができる。
 他者と協力しながら、意見や見解をまとめることができる。
国際コミュニケーション学科は、国際的な舞台において互いの国の社会事情や文化的背景を
理解しつつ、円滑にコミュニケーションを図ることができるグローバル人材を育成する。
■求める学生像（将来の進路）
海外と日本双方の社会や文化について深く学び、コミュニケーションの道具としての英語
やその他の外国語の習得に意欲をもった学生を歓迎する。また、日本と国際社会の一員であ
ることを強く意識し、社会のためになる行動を取れる学生を求める。
■期待する能力
国際コミュニケーション学科は、入学者として、以下の能力をもつ人材を求める。
[知識・理解]
 大学の講義を理解するに足る地理歴史、公民などの社会科系分野の知識と、専門書を理
解し、レポートや小論文を書くのに十分な日本語力、ならびに高等学校卒業レベルの英
語力を身につけていることを求める。
[思考・判断]
 学んだ知識をもとに自分なりの問いや考えを生み出すことができる。
 知識を体系化して理解・整理することができる。
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理由を明確にしながら自分の主張を述べることができる。

[関心・意欲・態度]
 多様な視点や価値観を重んじ、コミュニケーションによって誤解や偏見の少ない社会を
作りたいと望んでいる。
 社会や身の回りの問題解決を人任せにするのではなく、自ら積極的に解決案を出し、行
動できる。
 他者の幸福にも目を向け、他者のためになる活動にも積極的に参加したいと考えている。
[技能・表現]
 自分の主張や考えを文章や口頭発表、討論などを通じて的確に述べることができる。
 自分の主張や考えの根拠・サポートとなる情報を収集し、利用することができる。
 他者と協力しながら主張や見解などをまとめることができる。
【大学院】
両研究科のアドミッション・ポリシーは以下の通りである。このような受け入れ方針につい
ては、本学の入試要項、大学案内、大学ホームページ、DM などに示されている。
東洋英和女学院大学大学院は、建学の精神「敬神奉仕」の理念に基づき、キリスト教精神に
よる人間形成を尊重し、専門職業人の育成と、豊かな国際性と広い視野をもつ人材を育成する
ことを教育理念とします。男性・女性を問わず、深い教養を求め、学びを通して与えられた知
恵と能力を地球社会に生かし、
「隣人」に仕えることを志す人々を受け入れます。
以上のとおり、本学では全学及び各学部・研究科のアドミッション・ポリシーを定め、各
種入学試験募集要項、大学ホームページにて公表している。
点検・評価項目②：学生の受け入れ方針に基づき、学生募集及び入学者選抜の制度や運営 体制を適
切に整備し、入学者選抜を公正に実施しているか。

評価の視点1：学生の受け入れ方針に基づく学生募集方法及び入学者選抜制度の適切な設定
評価の視点2：授業その他の費用や経済的支援に関する情報提供
評価の視点3：入試委員会等、責任所在を明確にした入学者選抜実施のための体制の適切な
整備
評価の視点4：公正な入学者選抜の実施
評価の視点5：入学希望するものへの合理的な配慮に基づく公平な入学者選抜の実施
＜アドミッション・ポリシーに基づく学生募集方法及び入学者選抜制度の設定＞
＜授業その他の費用や経済的支援に関する情報提供＞
＜入学者選抜の運営体制＞
＜入学者選抜の公正な実施＞
＜入学を希望する者への合理的な配慮に基づく公平な入学者選抜の実施＞
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【大学全体】
学生募集に対しては、各学部学科の特徴とアドミッション・ポリシーに即したカリキュラム・
ポリシーとディプロマ・ポリシーを明示した上で、10 月末から実施される各区分の入試に対す
る対策や、各々の入試や学科の特徴について説明するオープンキャンパスをはじめ、学内での
大学説明会の開催や学外で開催される説明会への参加、さらに高校訪問等を積極的に行い、受
験生に対する広報活動を展開している。
入学者選抜は、総合型選抜（スカラシップ入学試験・前期専願型・後期専願型・英語 4 技能
型・3 月専願型）
、学校推薦型選抜（スポーツ・同窓生子女・ミッション・指定校・指定施設）
、
一般選抜（前期・後期）
、大学入学共通テスト利用選抜（前期・後期）
、編入学試験、社会人入
学試験、外国人留学生入学試験・編入学試験を行っている。
特に推薦系の入試では、関係の小論文や面接における人物の意欲や資質に対して評価するよ
う手配され、学力テストだけの画一的な評価だけではなく、本学で学ぶ強い意欲を評価対象の
一部分としている。また、高校時代までの積み重ねられた高い学力に対しては、スカラシップ
制度を設けたり、学科の特性に対して特長が現れるように入試科目についても 3 科目型と 2 科
目型に選択できるようにしている。選択科目に公正性が保たれるように得点はＺスコアを適用
しており、各入試は学科によって定員が設定され、適正な募集人員が確保されるように規定さ
れている。
入学者選抜については、各入学試験の結果を受けて学部長、学科主任、入試委員、入試広報
課からなる拡大入試委員会が合議の上原案を作成し、学長以下全学科の代表が出席する大学運
営委員会で慎重に審議を行い、最終的に各教授会で審議・決定することで公正性・適切性・透
明性を確保している。
入試問題作成については、年度初めの時期に大学執行部会(学長・副学長・学部長・大学院研
究科長)を中心に各入試問題の担当部署と出題担当教員を委員として選出し、出題委員会を経
て作成に当たっている。委員会においては出題ミスの事例や注意点を確認し、出題範囲や内容
の適切さについて確認を行い、さらに、執行部会によって最終的に確認を促すように指示がな
される。
【人間科学部】
本学部では、受け入れ学生に関する方針を上記のとおり明示し公にしており、その学生募集
及び入学者選抜について不正や不適切性はない。
アドミッション・ポリシーに基づき、推薦系入試や学力を問う筆記試験による入試で、入学
者選抜を公正かつ適切に実施している。推薦系入試では評定基準に基づいて高校から推薦され
た志願者に対して小論文や面接を課し、本学部で学ぼうとする明確な意思と将来に渡る意欲の
表明が重視され、入試委員、学科主任、学部長が入った拡大入試委員会での協議によって合格
判定案が作成される。
また、学力を測る筆記試験による入試では、年度によって学力の差異が見られるが、拡大入
試委員会での協議によって合格ラインが定められる。このように作成された判定案は学部教授
会に協議事項として提出され、協議の後合格者が決定され、公表される。このような入試実施
から拡大入試委員会を経て学部教授会に至るプロセスはすべての入試について適用されてい
る。
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【国際社会学部】
国際社会学部では、アドミッション・ポリシーに示される学生受け入れ方針に基づき、学生
募集及び入学者選抜を公正かつ適切に実施している。入学者選抜は、推薦系入試あるいは学力
を問う筆記試験による入試により、公正かつ適切に行われている。
これら大きく 2 種類の入試では、ともに、学部長、両学科主任、入試委員から構成される拡
大入試委員会の協議を通じて、合格判定案が慎重に作成されている。さらに判定案は本学部教
授会での協議を経て、最終的な合格者決定にいたる。
【人間科学研究科】
人間科学研究科では、領域によって異なるが、年 2 回の入学試験を実施している。人間科学
領域及び幼児教育・発達臨床学領域は 10 月入学生に向け 7 月または 8 月に入試（後期入試）を
行い、4 月入学生に向けては 2 月に入試（春季選抜）を実施している。臨床心理学領域では、4
月入学生に向けて 9 月（2018 年度と 2019 年度は 11 月）入試（秋季選抜）と 2 月入試（春季選
抜）を実施している。
入学者選抜方法は、人間科学領域・幼児教育・発達臨床学領域においては、専門分野と共通
小論文の筆記試験があり、同日に面接試験がある。臨床心理学領域においては、専門と英語の
1 次試験があり、1 次合格者は面接の 2 次試験がある。
入試問題については、4 名の入試問題検討委員会（研究科長・研究科主任・委員 2 名）が設
置され、問題内容が妥当であるか等を審議している。
博士後期課程の入試においては、1 次試験（専門と英語の筆記）と 2 次試験（面接）が課さ
れる。面接担当教員は、他分野から 2～3 名を加えた 5 名以上から構成される。
入試判定については、研究科委員会において合否判定を行い、その後、大学院委員会におい
て研究科長が結果を報告し、学長及び委員の承認を得ている。
なお、2020 年の入試については全てオンサイトで実施したが、特に受験生の多い臨床心理学
領域については、受験生を 2 グループに分けて開始時間と試験教室を違えた分散実施をし、加
えて保健師を待機させて受験生の入館時検温管理など、COVID-19 の感染防止対策を徹底させた。
【国際協力研究科】
入学者選抜方法は、小論文（国際関係に関する題材のもの）を筆記試験とし、加えて面接す
ることで、適切かつ公正に入学者選抜を実施している。面接には 3 名の面接官が担当し、内、
必ず一人は、希望指導教授もしくは志願者が研究したい課題を指導できる教員が入ることによ
り、実際に有意義な指導ができる状況にあり、基本的な知識があるかどうかを確認している。
社会人大学院であることに鑑み、職業上、あるいは家庭の事情で、修了年限を当初から 2 年
ではなく、3 年または 4 年とする長期履修者制度を利用する入学者も多く、その観点での合否
判定も重要な判定要件としている。
科目等履修生、プログラム履修生で数年大学院の授業に参加し、改めて本研究科で本格的な
研究を志す社会人も多く、そうした制度が有効に活用されていることが実証されている。
入試判定については、研究科委員会において合否判定を行い、その後、大学院委員会におい
て研究科長が結果を報告し、学長及び委員の承認を得ている。
2021 年 2 月に実施した春季選抜では、COVID-19 の感染拡大防止のため、大学院では初めて
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オンライン入試を導入した。
点検・評価項目③：適切な定員を設定して学生の受け入れを行うとともに、在籍学生数を収容定員
に基づき適正に管理しているか。
評価の視点：入学定員及び収容定員の適切な設定と在籍学生数の管理
・＜学士課程＞入学定員に対する入学者数比率
・＜学士課程＞編入学定員に対する編入学生数比率
・収容定員に対する在籍学生数比率
・収容定員に対する在籍学生数の過剰又は未充足に関する対応

＜学部における学生数比率の管理及び過剰又は未充足への対応＞
大学全体の１学年の定員は480名であり、人間科学部人間科学科は140名、保育子ども学科
は100名、国際社会学部国際社会学科及び国際コミュニケーション学科はそれぞれ120名であ
る。2021 年度において、全ての学部・学科における入学定員充足率の 5 年間の平均は、い
ず れも 0.95 倍から 1.08 倍の間、2021 年 5 月 1 日現在の収容定員充足率も 1.05 倍で
ある(大学基礎データ表 2)。
しかしながら、2017年度には一部の学科において大学基準協会が示す入学定員充足率及び
収容定員充足率が基準を超過していた。その後、入試広報ワーキンググループの提言のも
と、入試委員会において入学者が入学定員を大幅に越えることがないよう合格者数を調整
し、定員の厳格化をおこなう改善案が検討・承認され、学長の了承のもと、両学部教授会に
おいて改善案が報告され、2018年度の入試よりその方針で入試が行われた。
その結果、2018年度入学生の入学定員（各学科120名）に対する入学者比率は、国際社会学
科が1.25（150名）、国際コミュニケーション学科が1.05（126名）、2019年度入学生の入学
定員に対する入学者比率は、国際社会学科が0.98（117名）、国際コミュニケーション学科が
1.09（131名）へと改善した。
2020年度入学生の入学定員（各学科120名）に対する入学者比率は、国際社会学科が0.86
（103名）、国際コミュニケーション学科が0.92（110名）となり、両学科とも定員を割り込
み、2021年度においても、国際社会学科が0.84（101名）、国際コミュニケーション学科が
0.82（98名）となり、定員が割り込んだ。
しかしながら、収容定員充足率としては、1.00となり、現在ではこれらの全学的な体制に
より、入学者数及び在籍学生数の厳格な管理を行っている。
なお、編入学試験・転入学試験については、在籍学生数に余裕があった場合のみ実施する
ため、定員は設けておらず、入学者は年に数名となっている。
＜研究科における学生数比率の管理及び過剰又は未充足への対応＞
本大学院は、社会人を中心とした高度な専門職業人育成を目標としており、研究者養成の
人間科学研究科博士後期課程への入学者数は低調であった。
しかしながら、2016年度入学生から本大学院修士課程修了生を中心に入学者が増え、人間
科学研究科博士後期課程は、収容定員に対する在籍学生比率が、2018年5月1日現在1.11、
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2019年5月1日現在1.00に改善している。さらに2020年5月1日現在1.22となっている。
人間科学研究科修士課程の収容定員に対する在籍学生比率は、2018年5月1日現在0.84．
2019年度入学生から入学定員を37名から30名に削減。2019年5月1日現在0.79、2020年5月1日
現在0.85となっている。
一方、国際協力研究科における在籍学生数については、国際協力研究科委員会において検
討を行った。2017年度第4回国際協力研究科委員会では、入学者増加を盛り込んだ国際協力研
究科年次行動計画を承認した。2017年度第8回国際協力研究科委員会第9回国際協力研究科委
員会では、2019年度入学生から入学定員を25名から10名へ削減する大学院学則の一部改正を
承認した。
国際協力研究科修士課程の収容定員に対する在籍学生比率は2018年5月1日現在0.30であっ
た。
入学定員削減に伴い2021年度には、収容定員が20名となり、2019年5月1日現在0.43に上昇
したが、2020年5月1日現在0.30となっている。
以上のとおり、学部では、過年度に入学定員充足率及び収容定員充足率が大学基準協会の
示す基準を超過していたが、全学的な体制を整備したことにより、現在は入学者数及び在籍
学生数の厳格な管理を行っている。しかしながら、入学定員充足率が下降傾向なため、入学
者数確保のための各種見直しを進めている。
研究科については、大学基準協会の示す収容定員充足率の基準を下回っているため、入学
者数確保のための各種見直しを進めている。
点検・評価項目④：学生の受け入れの適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、
その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。
評価の視点1：適切な根拠（資料、情報）に基づく定期的な点検・評価
評価の視点2：点検・評価結果に基づく改善・向上

＜学生の受け入れの適切性に関する点検・評価、点検・評価結果に基づく改善・向上のための
取組＞
【大学全体】
学生募集に対しては、昨年度の入試結果と社会情勢等に合わせた変更点を加味して検討され
た当該年度の学生募集と入試の実施要項について、年度初めの教授会で審議し決定している。
入試の実施体制は、学長を本部長とした入試実施本部を設置し、入試委員長及び各学部長を統
括とした入試実施体制を編成して入学試験を実施している。
また、入試本部から入試に係わる全教職員に対して、試験実施要領及び試験監督者要領等を
事前に配布し、事前説明会を開き入学試験を公平かつ公正に運営する体制が整えられている。
入学試験終了後の採点方法は、各科目の合計点で合否が決定されるため、採点は複数で実施
している。その後、入試結果を作成し、各学部長、各学科主任を含めた拡大入試委員会の判定
会議を経た上で学部教授会において承認された後に合格発表を行う。
この体制については、年度内 7 回の入試各々に対して実施され、当初計画の入学予定者数の
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変動によって定員総数に対して調整を行うこともあり、定期的な検証を元に入試選抜がなされ
ている。
両学部とも、学生募集及び入学者選抜が、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実
施されているかについて、定期的な検証を実施している。学生募集及び入学者選抜の状況や方
針・方法・日程等は、学部・学科の入試・広報を担当する委員により、教授会と両学科合同懇
談会に報告され、学部・両学科で議論を進めた後、これら委員会にフィードバックしている。
また、指定校の中から高大連携協定校を増やすことにより確実な入学者数を確保するための
取り組みを実施した。2020 年度は、3 校（横浜女学院、横浜隼人、横浜創学館）との協定を結
んだ。なお、協定締結は行わなかったが、平塚学園に対して、協定校と同等の推薦枠を設け、
その活用に至った。
なお、多様な入試制度と実施時期を検討し、新入試（人間科学科特別専願型、3 月入試）を
設立し、スカラシップ入試の科目設定を学部の特色に合わせて変更を行った。
【大学院】
学生募集は両研究科とも、ホームページ及び大学院案内、大学院説明会・相談会において適
切に行われている。
入試については、両研究科とも入試問題検討委員会において、その妥当性を検討している。
また受け入れ方針については、合否判定のたびに議論をし、定期的に検証している。
以上のとおり、毎年度、学生の受け入れの適切性に関する点検・評価を実施しているほ
か、当該年度の入試結果について各学部及び入試課にて検証を行い、次年度以降の入試戦略
に反映している。

（２）長所・特色
学部に関しては、多様な入試制度と実施時期を検討し、総合型選抜、専願型新入試を導入
し、各学部の意向も踏まえつつ、全学的観点から、入試政策、合格者等を決定する全学的体
制を整備している。

（３）問題点
研究科における収容定員に対する在籍学生数比率に関して、大学基準協会が示す基準を下
回っている(大学基礎データ表 2)。改善報告書でも提出しているが、前回の大学評価の際に
も指摘を受けており、社会人のみならず、学内進学者増の取組、進路支援、広報活動の強化
等、大学院改革に向けた取組に努めているところである。

（４）全体のまとめ
学生の受け入れ方針の明示については、適切かつ十分に行われており、また学生募集及び
入学者選抜についても公正で適切に行われている。
学部においては、2020年度、2021年度と定員未充足となったが、在籍者数は適正に管理さ
れている。研究科においては、定員未充足の状態が継続しており、継続的な課題となってい
る。学生募集及び入学者選抜に関する検証は、適切になされている。
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第６章 教員・教員組織
（１）現状説明
点検・評価項目①：大学の理念・目的に基づき、大学として求める教員像や各学部･研究科等の教員
組織の編制に関する方針を明示しているか。
評価の視点1：大学として求める教員像の設定
・各学位課程における専門分野に関する能力、教育に対する姿勢等
評価の視点2：各学部・研究科等の教員組織の編制に関する方針（分野構成、各教員の役割、連携
のあり方、教育研究に係る責任所在の明確化等）の適切な明示

＜大学として求める教員像の設定＞
【大学全体】
大学が学術の中心であり、深く専門の学芸を教授研究する場である以上、教員の採用は各
学部・学科の研究特性と教育課程に沿って、研究業績及び教育歴において必要十分な条件を
満たしていることを前提とする。
しかし同時に、本学がキリスト教ミッション系の女子大であり、「敬神奉仕」という建学
理念を高く掲げてきているという経緯から、採用に際しては、「女性の精神的自立」と「女
性としての主体的生き方」とを見据えた教育を目指すという本学固有の目標を理解しその実
現に向けて真摯に取り組む姿勢を重視し、面接や模擬授業を審査の重要な判断要素としてい
る。
とりわけ、専門分野を学ぶための基礎教育や学問分野の別を越えた普遍的・基礎的な能力
の育成が求められるに至った現在、双方向授業やインターンシップ等の教室外学修等による
主体的な学びを促すための創意工夫が絶対的に必要とされており、新規に採用する教員はも
とより、現職の教員についてもそのような方向への意識改革を強く求めているところであ
る。
教育活動におけるそのような努力を第一義とし、しかも各自の研究領域において充実した
研究活動を行ってその成果を学術文献・報告等の形で公表し、各種委員として大学行政に積
極的に貢献し、学生募集・指導・就活支援など「入口から出口まで」個々の学生と真摯に向
き合う教員像が、大学として求める理念型となる。大学として求める教員像については、学
内では共有されているものの、明文化はされていない。
教員組織の編制方針については、大学の教育理念に基づいて各学部・学科・研究科が学生
に対して責任ある教育を実施できるよう必要に応じて教員の採用計画を立てている。また、
大学が教育研究という本来の機能を十全に果たすことができるよう、各種の役割を分担しつ
つ協働してこれにあたる全学委員会・連絡会を設置し、これを大学運営委員会が統括する体
制を組んでいる。全体方針については学長・学部長・研究科長・副学長・事務部長より構成
される執行部会によって決定され、教授会において報告周知されるが、明文化はされていな
い。

67

【第 6 章 教員・教員組織】

また、大学として求める教員像や教員組織の編制方針の適切性については、大学運営委員
会および各学部の教授会、研究科委員会において、組織改編や新たな教員の募集の際に検証
している。
【人間科学部】
人間科学科では、本学の建学の理念と精神を理解し、本学科の教育目標に基づき、その目
的達成に向かって教育ならびに研究に真摯に取り組む姿勢と優れた能力をもつ人材であるこ
とが望まれる。
心理科学専攻では、深くかつ広く心理学を学ぶことをめざし、臨床心理学、社会心理学を
中心に、発達心理学、実験心理学などをカバーしている。一方、教育・人間学専攻では、教
育、社会、家族、宗教、科学、倫理などより幅広い専門分野をカバーしている。各専攻には
専攻コーディネーターを置き、各専攻での検討事項のとりまとめや学生への対応などを担当
している。
保育子ども学科では、東洋英和女学院の110年にわたる保育者養成の歴史と社会的役割を理
解し、本学科の教育目標の下、その目的達成に向かって、教育ならびに研究に真摯に取り組
む人材であることを重視している。専門分野はキリスト教教育学、幼児教育学、保育学、特
別支援教育学、社会福祉学、体育学、美学、身体表現論など、子どもの教育と福祉の理論と
実践に関する諸分野をカバーしている。また、保育子ども学科では、ほとんどの学生が幼稚
園教諭一種免許と保育士資格の2つの資格の取得を目指すことから、教員は専門領域の教育に
とどまらず、実習巡回等を分担し、質の高い保育者の養成に努める姿勢をもつことが求めら
れる。
【国際社会学部】
国際社会学科は、幅広い知識と教養をもとに、広く社会に貢献できる人材を育成すること
を目標としている。国際政治、経済・ビジネス、国際協力、メディア社会の4つの学問領域を
軸に、専門性だけでなく広範な知識を身につけることができるようカリキュラムが設定され
ているため、専任教員に関しても専門領域の重複が生じないよう工夫し、バランスよく配置
されるよう留意している。同時に、研究者だけでなく実務経験者を採用し、知識と実践の両
輪からなる体制をとっている。
教員組織については、国際社会学部長と両学科主任で学部執行部を構成し、学部総務委員
会がそれを下支えする体制を採っている。学部運営についての議論や協議事項は教授会でお
こなわれ、それとは別に学科の運営について情報共有や意思疎通を促進するために学科懇談
会を定期的に開催している。
国際コミュニケーション学科は、国際的な舞台において互いの国の事情や文化を理解しつ
つ、円滑にコミュニケーションを図ることができる人材を育成することを目標としている。
そのため、グローバル・スタディーズ、異文化理解、国際日本研究、英語関連の4つの学問領
域をカリキュラムの柱に据え、バランスのとれた知識の修得ができるよう工夫し、教員構成
に関してもこのバランスに留意している。
さらに、国際性を重視する立場から国際経験を有する教員を積極的に起用している。専任
教員16名のうち、海外で修士以上の学位を修めたものは6名。その他の教員も留学や海外勤務
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等の経験者が大半を占める。また、学部レベルの専門科目のみならず、大学院、全学共通科
目、資格課程の科目を担当する教員も多く、学生のレベルや専門性に合わせて柔軟に指導で
きる教員がそろっている。
【人間科学研究科】
教員の組織的連携体制の中核は、原則として月例で開催している研究科委員会であり、本
研究科における教育研究に係る諸事項につき情報を共有するとともに協議を行っている。研
究科委員会の運営ならびに大学院における教育研究に係る第一義的な責任は、研究科長が負
うており、研究科主任と大学院事務室がこれを補佐している。
人間科学研究科においては、大学の人間科学部の専任教員（教授及び准教授）の中で、特
に高度専門教育の指導ができ、かつ、修士論文指導や博士論文指導ができる教員が、研究科
委員会における科目担当人事の検討とその承認の上、人間科学領域、臨床心理学領域、幼児
教育・発達臨床学領域の各修士課程及び博士後期課程の教員として担当している。
【国際協力研究科】
教員の組織的連携体制の中核は、原則として月例で開催している研究科委員会であり、本
研究科における教育研究に係る諸事項につき情報を共有するとともに協議を行っている。研
究科委員会の運営ならびに大学院における教育研究に係る第一義的な責任は、研究科長が負
うており、研究科主任と大学院事務室がこれを補佐している。
国際協力研究科では、大学の国際社会学部の専任教員（教授及び准教授）の中で、特に高
度専門教育の指導ができ、かつ、修士論文指導ができる教員を配置している。
研究科として求める教員像は、教員スタッフのあいだでも認識が共有されており、これは
非常勤講師の選任にあたっても意識されている。
教員組織の編制方針は、大学全体の方針でもあり、研究科長が学長、国際社会学部長、事
務部長他との協議を通じて調整を行うなど、適切に定められている。

69

【第 6 章 教員・教員組織】

教員組織図
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◆各種委員会

・情報処理センター管理運営委員会

・執行部会

・研究論集委員会

・大学改革推進会議

・学生・健康相談室委員会

・大学運営委員会

・障がい学生支援委員会

・内部質保証推進委員会

・施設総務委員会

・全学自己点検・評価委員会

・大学倫理規範委員会

・ＦＤ委員会

・ハラスメント防止対策委員会

・入試委員会

・利益相反・研究審査委員会

・教務委員会

・研究助成審査委員会

全学教育部会

・研究コンプライアンス推進委員会

語学教育部会

・国際交流センター運営委員会

四資格部会

・大学院委員会

オンライン授業部会

・大学院紀要編集委員会

・学修支援委員会

・心理実習センター運営委員会

ラーニングコモンズ部会

・生涯学習センター運営委員会

・学生委員会

・かえで幼稚園運営委員会

・宗教委員会

◆各種研究所

・図書館委員会

・死生学研究所

・教職・実習センター運営委員会

・国際関係研究所

中高教職部会

・保育子ども研究所

心理実習部会

・メディア・コミュニケーション研究所

実習指導部会

・社会技術研究所

・キャリアセンター運営委員会
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点検・評価項目②：教員組織の編制に関する方針に基づき、教育研究活動を展開するため、適切に
教員組織を編制しているか。

評価の視点1：大学全体及び学部・研究科等ごとの専任教員数
評価の視点2：適切な教員組織編制のための措置
・教員組織の編成に関する方針と教員組織の整合性
・各学位課程の目的に即した教員配置
・国際性、男女比
・特定の範囲の年齢に偏ることのないバランスのとれた年齢構成への
配慮
・教育上主要と認められる授業科目における専任教員（教授又は准教授）
の適正な配置
・教員の授業担当負担への適切な配慮
評価の視点3：教養教育の運営体制

＜大学全体及び学部・研究科等ごとの専任教員数＞
大学設置基準、大学院設置基準に定める教員組織、教員の資格に則って、また本学として
求める教員像に可能な限り適合する教員の任用に努めており、学部教授会及び大学院研究科
委員会は設置基準に規定されている資格及び十分な教育研究業績を有する教員によって組織
されている。教員組織の適切性については、大学運営委員会および各学部の教授会、研究科
委員会において検証している。
大学設置基準上、必要専任教員数は55名（内必要教授数28名）に対し、2021年5月1日現在
の本学専任教員数は71名、内教授数は37名となっている。また大学院研究科博士課程前期、
同後期課程においても設置基準上必要専任教員数を満たし、研究科の担当者は学部との兼担
教員である。このように、学部・研究科ともに設置基準を上回る専任教員を配置している。
さらに、学部・学科、研究科・専攻単位で見た場合にも、いずれも大学設置基準及び大学院
設置基準で定められている基準数を満たしている(大学基礎データ表1)。
＜各学位課程の目的に即した教員組織の整備と教員組織の整合性＞
【人間科学部】
人間科学部の専任教員数は大学設置基準に定められている必要数を満たしている。本学部
の収容定員数は１学年240名（人間科学科140名、保育子ども学科100名）で、4学年の合計は
960名となる。それに対して、専任教員数は40名（人間科学科25名、保育子ども学科15名）で
あり、内教授は19名、准教授は10名である。授業科目と担当教員の適合性はそれぞれの学科
懇談会および教授会において判断される。
【国際社会学部】
国際社会学部の専任教員数は、大学設置基準に定められている必要数を満たしている。本
学部の入学定員は、1学年240名（国際社会学科120名、国際コミュニケーション学科120名）
であり、4学年の合計は960名となる。専任教員数は31名（国際社会学科15名、国際コミュニ
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ケーション学科16名）となっている。職位の内訳は、教授18名、准教授5名である。教員組織
の整備にあたっては、学部教授会及び両学科合同懇談会において、採用時に学部の授業科目
と担当者との整合性に細心の注意を払っている。
【人間科学研究科】
人間科学研究科は、専任教員16名で構成されており、各専門分野に適切な教員が配置され
ている。
なお、2020年度で定年退職者の後任が各々採用され、2021年4月より、大学院死生学関連科
目をご担当いただくこととなった。定年退職者のうち1名が客員教授として承認されたこと
で、臨床死生学の分野の教育指導の充実が図れることとなった。
【国際協力研究科】
国際協力研究科は専任教員11名、各専門分野に適切な教員が配置されている。
教員構成については、年齢構成に配慮して、定年を迎える教員を補充することを念頭に、
まずは内部昇格により、准教授2名を加える人事を進めた。
点検・評価項目③：教員の募集、採用、昇任等を適切に行っているか。

評価の視点1：教員の職位（教授、准教授、助教等）ごとの募集、 採用、昇任等に関する基
準及び手続の設定と規程の整備
評価の視点2：規程に沿った教員の募集、採用、昇任等の実施

＜教員の募集、採用、昇任等に関する基準及び手続の設定と公正な実施＞
【大学全体】
教員の募集及び採用については、本章冒頭に述べた本学の求める教員像に可能な限り適合
的な教員を原則公募によって行っている。その手続きは、次のようになっている。学部長が
各学科の要請に基づき新規採用人事を学長に対して発議し、学長がこれを集約して執行部会
において審議し、その要否を決する。必要とされた採用人事案件について、学長は大学の母
胎である東洋英和女学院の学院運営協議会において発議し、その了承を得たうえで学部長に
募集に向けた手続きの開始を指示する。学部長は教授会の議を経て公募要領を作成して募集
を開始する。採用については、大学における教員の任用及び昇任を行おうとする場合の手続
きについて定めた「東洋英和女学院大学教員選考規則」に則り、採用しようとする学部教授
会に採用選考委員会を設け、教員の任用並びに昇任の選考基準を定めた「東洋英和女学院大
学教員選考基準」に則して応募者の中から候補者を選定する。教授会は選考委員会の選定の
報告を受けて、その適否について学長への意見具申のための信任投票を行い、学長は候補者
との面接、教授会の具申を受けて採用の可否を決する。その結果は大学評議会の了承を得た
上で、東洋英和女学院の理事会で承認されて最終的な決定になる。
昇任については、既述の「東洋英和女学院大学教員選考基準」に基づき、承認基準を満た
している教員が学部長に昇任の希望を申し出る。学部長は学長に対し昇任人事案件を発議す
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る。学長はこれを受けて学部長及び教授会に対して昇任審査委員会の設置を指示し、審査委
員会は昇任の適否を教授会に報告する。教授会は審査委員会の判定の報告を受けて、その適
否について学長への意見具申のための信任投票を行い、学長は教授会の具申を受けて承認の
可否を決する。その結果は大学評議会の了承を得た上で、東洋英和女学院の理事会で承認さ
れて最終的な決定になる。
以上のように、教員の募集・採用・昇格はいずれも適正な手続きに則り公平厳正におこな
われている。教員の募集・採用・昇格の手続きの適切性については教授会及び大学評議会に
おいて検証されている。
【人間科学部】
人間科学部は、学部の教育理念・目的に基づいた最適の人材を公募により採用している。
両学科懇談会の場において、公募要領の内容を協議し、学部教授会での議をへて、公募を実
施している。公募後の任用手順は、「東洋英和女学院大学教員選考規則」に定められてお
り、任用時の職位については、「東洋英和女学院大学教員選考基準」に沿って決められる。
教員の昇任については、先の東洋英和女学院大学教員選考規則に基づき、当該教員の昇任希
望により学部長が学長に発議し、選考委員会による審査が行われる。このように、教員の募
集・採用・昇格は、「規則」・「基準」に準拠して、適切に進められている。
【国際社会学部】
教員の採用に際しては、東洋英和女学院大学教員選考規則に従うとともに、職位・学位と
研究業績のバランス、教育実績・能力に加えて、全人教育への適性や人格を重視した教員採
用を行っている。
少人数で質の高い教育を目指す本学科において、教員の教育力は極めて重要である。その
ため面接時には原則、模擬授業を課し教育力の確認を行っている。また、学際的アプローチ
を奨励する本学科では、特定分野に偏らず多様な科目を扱える教員、積極的に大学運営に携
わることができる教員であることを採用判断に含めており、選考委員会だけでなく、学部総
務委員会や学科懇談会でもこの方針を確認しながら人事計画を進めている。
【人間科学研究科】
学部に基礎を置く大学院研究科として、学部と大学院との連携を考慮し、幅広い高度な研
究と教育を達成するために必要な人材確保に努力しているが、人事権は学部に属している。
したがって人間科学部の専任教員（教授及び准教授）が大学院を兼担しているが、その適性
については、研究科委員会において、履歴・業績を確認し、研究科の科目を担当できるかを
審議・採決している。
【国際協力研究科】
本研究科は、大学の学部の上に設置されている大学院であるため、学部での採用・昇進人
事との関連で動かざるを得ない部分があり、その点を考慮しながら、研究科担当教員の配置
を行ってきた。新たに採用する人事においては、大学院も担当できる准教授以上の採用を重
視している。また、学部内部での講師から准教授への昇進に伴い、大学院での指導資格の確
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認を行い、研究科の教員組織の補充を順次行っている。大学院での科目担当資格について
は、3名の教授による資格審査委員会を必ず設置し、履歴・業績を確認して、研究科の科目を
担当できる能力があるかどうかを制度的に確認する体制が整っている。
点検・評価項目④：ファカルティ・ディベロップメント（FD）活動を組織的かつ多面的に実施
し、教員の資質向上及び教員組織の改善・向上につなげているか。
評価の視点1：ファカルティ・ディベロップメント（FD）活動の組織的な実施
評価の視点2：教員の教育活動、研究活動、社会活動等の評価とその結果の活用

＜ファカルティ・ディベロップメント(FD)活動の組織的な実施＞
【大学全体】
本学では2010年4月にFD委員会を設置し、授業評価のあり方や教員の資質の向上を図るため
のシンポジウムや講演会を、関連する委員会や執行部と連携しつつ教員ばかりでなく職員も
含め実施してきた。教職員の資質向上のための方策の適切性については、FD委員会が中心と
なって検証している。
なお、過去3年分のFD講演会は下記の通り実施している。
年度

実施テーマ

2018年度

障がいを持つ学生の授業対応について

2019年度

学生参加型授業の設計-本学教員の工夫を共有する-

2020年度

オンデマンド授業ワークショップ

【人間科学部】
人間科学部教員の資質向上については、全学的なFD委員会を中心として実施される授業評
価アンケートやシンポジウム、講演会がその主な方策となっている。しかしながら、学生に
よる授業評価アンケートの回答率は必ずしも高くなく、また回答する学生側にも学年をはじ
めとした偏りが見られる。また、本学部では、授業内容や方法について、学生に不満が多く
見られた場合には、該当の教員に対して個人的に注意や提案を行うこともあるが、教育の質
の改善を測る客観的基準等が設定されているわけではなく、その結果は該当教員の個人的な
努力に委ねられている。
【国際社会学部】
国際社会学部では、教員の教育能力、学生への指導力を向上させる上で、授業評価アンケ
ートを活用している。ただし、本学で教員の資質向上を推進する中心機関は、全学的なFD委
員会である。FD委員会は、授業評価、セミナー、講演会等の取り組みを通じて、教育の改善
に努めている。学部では、授業評価アンケートから判明した学生の不満の程度に応じて、専
任・非常勤を問わず、該当する教員に連絡を取り、授業改善の依頼を実施している。
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【人間科学研究科】
大学内のFD委員会及び自己点検・評価委員会に、研究科長並びに主任が所属し、大学全体
のFD活動は行われているものの、大学院独自のFD活動は不十分であった。ただし、研究科全
体の講演会や研修会、年2回の院生との懇談会等を通して、教員の資質向上に努めている。
2016年度から大学院FD委員会を開始。研究科委員と同じ委員構成である。前後期1回ずつ行っ
ている授業評価アンケートや院生懇談会における学生の意見に対する回答を協議し、授業の
質の向上を図っている。2020年度から授業評価アンケートは、スマートフォンで回答できる
オンラインで実施し、利便性を向上させた。
【国際協力研究科】
本研究科としてのFD委員会は設置されていないが、大学全体のFD委員会に研究科長・主任
が出席し、大学全体としての教員の資質向上に向けた作業に協力している。2016年度から大
学院FD委員会を開始。研究科委員と同じ委員構成である。前後期1回ずつ行っている授業評価
アンケートや院生懇談会における学生の意見に対する回答を協議し、授業の質の向上を図っ
ている。2020年度から授業評価アンケートは、スマートフォンで回答できるオンラインで実
施し、利便性を向上させた。
また、本研究科が共催する形で、「中東研究会」を毎月、「移民・難民研究会」を随時実
施しているほか、「大使講演会」として、藤崎元駐米日本大使やホンジュラス大使による講
演会を開催し、院生・関係者のみならず教員が参加することで教員の資質向上を図ってい
る。
2020年度においては、COVID-19の感染拡大により、前期は全てオンライン授業となったた
め、オンライン授業の円滑な実施のため、マニュアルの作成と講習会の開催、その他フォロ
ーアップを行った。
・オンライン授業マニュアルの作成（前期・後期、学生向け・教員向け）。
・オンライン相談窓口の開設（学生・教員）。
・オンライン授業講習会の開催（前期・後期、学生向け・教員向け、Zoom・対面）。
・オンデマンド授業研修会の開催。
教務委員会および大学改革推進本部と連携し、2020年度前期オンライン授業の総括を行っ
た。
・教務委員会と大学改革推進本部との連携による「オンライン授業環境アンケート」の
作成と実施。
・「オンライン環境アンケート」と前期授業評価アンケートの結果を、教務委員会と連
携して分析し、報告書を作成。
・報告書の内容を踏まえて、後期オンライン授業講習会を開催。
・後期授業評価アンケートの結果を踏まえて、次年度（2021年度）のためのオンデマン
ド研修会を実施。
・オンライン授業に関する業務を、新設のオンライン授業部会に委譲した。
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授業評価アンケートの回収率を高めるため、また授業の問題点や学生の満足度を的確に把
握するため、アンケートの内容と実施形態を検討した。
・授業評価アンケート（前期・後期）のアンケート内容をオンライン授業に対応させ
て、アンケートを実施。
・アンケート内容、対象、説明方法の再検討。
・語学系科目の独自アンケート（CanDo）との統合の可能性を検討。
・授業評価アンケートの結果を他の委員会（語学教育部会・オンライン授業部会）に提
供し活用。
＜教員の教育活動、研究活動、社会貢献活動等の評価と結果の活用＞
大学ホームページの「教員プロフィール」「教員業績」にて、各専任教員の教育活動、研
究活動、学会及び社会における主な活動を掲載し公開している。
点検・評価項目⑤：教員組織の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。ま
た、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。
評価の視点1：適切な根拠（資料、情報）に基づく定期的な点検・評価
評価の視点2：点検・評価結果に基づく改善・向上

＜教員組織の適切性に関する点検・評価、その結果をもとに改善・向上に向けた取組＞
【基準の充足状況】
「教員の資質の向上を図るための方策」について、必ずしも十分なものとは言い難いが、
教員像、教員組織、募集・採用・昇任については、おおむね基準を満たしている。
効果が上がっている事項は次のとおりである。
【大学全体】
2020年度は、オンライン授業に関する講習会を開催し、良事例を共有し、共に考えていく
という意味で有効であった。
【人間科学部】
人間科学部では、学部の教育理念・目的に基づき、かつ授業科目と担当者との整合性がと
れた効果的な人事を進めている。
人間科学科では、学科内での議論によって、心理科学専攻と教育・人間学専攻の両専攻の科
目と担当者との整合性が取れた効果的な人事を進めている。
保育子ども学科では、教員の採用や昇格に際しては、公正な運営が確保されている。
【国際社会学部】
国際社会学部では、学部の教育理念・目的に基づき、かつ授業科目と担当者との整合性が
とれた効果的な人事を進めている。
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国際社会学科は、政治学・経済学・社会学や国際関係論を専門とする教員、英語教育関係
を専門とする教員、それに教養教育を担う教員17名によって構成され、広い学問領域をカバ
ーしている。専門分野の異なる教員が揃うことで、より幅広い学術交流も可能となってい
る。
また、少人数教育の中核となる1年次から4年次までの演習科目については、急病で担当で
きなくなるなどの特別な事情がない限り、すべて専任教員が担当しており、演習間の交流に
もつなげている。
学部や学科の運営にかかわる重要な案件については適宜、学科懇談会にて教員間の情報共
有や意見交換をおこなっており、教授会における意思決定を円滑にしている。また教授会や
学科懇談会と各種委員会が連携し、効果的・効率的な学部・学科の運営に寄与している。
国際コミュニケーション学科は、地域研究や国際関係論を専門とする教員と日本文化・言
語及び英語教育関係を専門とする教員により構成され、国際社会を理解するために必要な学
問領域を網羅している。グローバル・スタディーズ、異文化理解、国際日本研究、英語関連
の4分野における教員数においては、グローバル・スタディーズにやや偏りがある。
【人間科学研究科】
人間科学研究科には大学院にのみ所属する専任教員はおらず、学部教員が大学院の授業を
担当しており、人間科学部専任教員の専門科目を中心に据えて、研究科の教員組織及び教育
課程を編成し、領域を超えた学生に対する個別指導等を行うことなど、学生の満足度も高
く、効果が上がっていると評価できる。特に、臨床心理学領域では、公認心理師資格試験及
び臨床心理士資格試験の合格率が高い水準を維持していることからも、効果が上がっている
と評価できる。
【国際協力研究科】
国際協力研究科の専任教員も大学院のみに所属せず、学部の専任教員が大学院の授業を担
当している。国際協力科目を担当し、さらに外部の有識者との広いネットワークを持つ教員
の採用を行ったことで、国際協力分野での教員組織の幅は大きく広がった。また、担当でき
る地域についても、アフリカ、ヨーロッパ・EU、東南アジア、東アジア、南アジアなどに拡
大することができており、多様な社会人大学院生のニーズに応えられる体制作りができた。
国際社会領域、地域研究科目群は従来の教員がほぼ継続して担当しており、教員組織とし
ては妥当なレベルにあると考えられる。
大学全体で共有された教員像を念頭に採用を行ってきたこともあり、研究科における人
事、定年を迎える教員から若手教員への継承は円滑に行われている。また、こうした世代交
代に伴い、教員スタッフの中に博士号保持者が増えるという効果も上がっている。

（２）長所・特色
教員の採用人事に関しては、中期計画や各学部の特性を踏まえ、教育目的に応じた最適な
雇用による教員採用を方針としており、多様な教員を確保に努めている。

（３）問題点
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【大学全体】
学科全体のカリキュラム等の見直しは行われたが、個別の教員の教育方法についての検討
は未だ不十分である。
【人間科学部】
個々の教員の振り返りと意識改革は必要である。教員相互による客観性のある点検や評価
の仕組みがないため、各教員が学生との対話等を通して自己の専門性と教育の質について振
り返り、認識をするところから始められることがある。
人間科学科では、教員の新規採用時に共有される方針は、専攻委員、学科の教員間では明
確であるものの学科の教員組織の編制方針等について明確には定められていない。
保育子ども学科では、保育学領域の教育と実践に欠くことのできない音楽分野の教員補充
がなされていない。50代以上の教員の比率が高く、学科全体での年齢バランスが十分には整
っていない。現在の学科教員は、教授4名、准教授6名、講師2名実習指導講師3名で構成され
ており、他学科と比較して教授の割合がやや少ない現状にある。また、研究活動について
は、科学研究費補助金をはじめとする外部研究資金の獲得や学内研究費を活用することなど
が求められる。
【国際社会学部】
本学部では、現状の職位のバランス面において、准教授・講師に比較して教授への若干の
偏り傾向がみられる。
教員の年齢構成のバランスがやや悪い点も改善の余地がある。教育や学務についても、教
員間の負担が均等・平等とは言い難い。役職者や若手に学務が集中してしまうことは改善す
べき課題であることは明らかである。教育研究活動の充実のためにも、特定の教員に学務が
偏る組織構造になっている点は、早急に改善すべきである。
国際社会学科では、教員の新規採用時に共有される方針は、選考委員をはじめ学科の教員
間では明確であるものの、文書の形で明文化はされていない。
国際コミュニケーション学科では、教員の新規採用時に共有される方針（教育重視の姿
勢、幅広い分野を教えることができる、学務に積極的、海外経験がある）は、選考委員をは
じめ学科の教員間では明確であるものの、文書の形で明文化はされていない。また、グロー
バル・スタディーズ、異文化理解、国際日本研究、英語関連の4分野における教員数の偏りは
改善すべきである。
【人間科学研究科】
臨床心理学領域では、専任教員6名で、1学年定員18名であり、教員1人当たり1学年指導学
生数は3名となり、教員の負担はやや過重となるものであるので、臨床心理学領域の教員の充
実を図ることが求められる。
人間科学専攻修士課程及び博士後期課程の担当教員数で、現在の在学学生に対して、教育
研究指導を行っており、それなりの教育効果が上がっているが、今後、教員の退職に伴う補
充、すなわち、学部教員の補充をどのように行っていくかが、課題となる。臨床心理学領域
以外の領域では、特に幼児教育・発達臨床領域の「冠」である「幼児教育・保育学」の専任
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教員の不在が大きな課題である。学部教育の充実と、本研究科の多様な領域の研究指導の充
実の両立した教員補充をどのように行っていくかは、将来の本研究科のあり方を左右する
程、重要な要因となるであろう。
【国際協力研究科】
2013年度に1名、2015年度に3名が定年退職するなど、科目担当者が激減する状況にあった
が、教員補充により、2020年度において専任教員11名による相対的に安定した教学体制が成
立している。ただし、今後、これ以上入学者が増加した場合、現状の教員による教学対応に
は限界があり、担当教員の補充は継続的な課題となっている。
また、国際協力研究科という名称から、国際協力領域を目指す院生に偏りが見られ、国際
政治経済領域や地域研究領域を志す院生の入学者数が減少している傾向がある。今後、研究
科委員会の場で、研究科の名称変更、理念の見直し、それに伴う教員組織の補充計画の策定
などの議論を行う必要性も生じている。

（４）全体のまとめ
①効果が上がっている事項
【大学全体】
2020年度は、オンライン授業に関する講習会を開催し、良事例を共有し、共に考えていく
という意味で有効であった。
【人間科学部】
人間科学科では、今後も、学科の教育目標の達成に向けて、教員数と専門分野の維持を図
り、適正で厳正な教員採用と適切な教員組織編制を維持していく。
保育子ども学科は100名定員であり、免許・資格課程の演習科目は2または3クラス体制をほ
ぼ実現し、少人数授業による丁寧な指導は、本学科の特長となっている。今後も、それを可
能にしている教員数と専門分野の維持を図り、適正で厳正な教員採用と昇任手続きを堅持す
る。
【国際社会学部】
国際社会学部においては、今後、継続的に複数の定年退職者が生ずるため、採用人事にあ
たり、授業科目と担当者との整合性について、両学科懇談会の場に加えて、タスクフォース
も活用することを考えている。
国際社会学科では、現在、将来を見据えた学科構想について活発な議論がなされている。
今後の新規採用または補充人事においては、同じ専門領域の補充ではなく、強化すべき分
野、社会から求められる分野の教員を採用するという方針が明確に示されている。若手教員
にもカリキュラム改革や人事を含む将来構想の検討に加わってもらい、学部・学科がそれを
積極的にバックアップする体制を目指している点も評価に値する事項である。
国際コミュニケーション学科では、現在、学部・学科の将来構想に関して検討がなされて
おり、5年、10年後を見据えて、強化すべき分野について活発な議論がなされている。現状に
おいては、グローバル・スタディーズ分野の教員がやや多いことから、今後は各分野におけ
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る教員数のバランスを踏まえた新規採用または補充人事を行うことを考えている。
【人間科学研究科】
学生へのよりきめの細かい研究指導を行い、学生の研究意欲や満足度も高めるために退職
する教員や臨床心理学領域の教員及び幼児教育・発達臨床学領域の補充を計画的に行い、今
後も教員組織を充実強化していく。
【国際協力研究科】
研究科の理念・目的を再検討し、21世紀の新しい国際社会でさらにキャリアアップするた
めに必要なカリキュラム体制を検討し、それに相応しい教員組織を編成することが求められ
ている。今後の新規採用人事、准教授に昇進する中堅教員の研究科への参画などにより、教
員組織の体制強化を図り、より多くの社会人が研究できる環境を整えていく。
②改善すべき事項
【大学全体】
全教員を対象としてFDセミナーを実施し、本学の教員による具体的な授業方法についての
報告がなされた。今後も教員の教育力引き上げを目的とした、教員相互の教育方法に関する
定期的な取り組みを実施していく。
【人間科学部】
人間科学科では、学科の教員組織の編成方針などについての、より具体的で明確な方針を
定めていくことが望まれる。
保育子ども学科では、保育子ども研究所等の研究活動を通して、共同研究や領域横断的研
究を推進する。また、大学付属かえで幼稚園等との連携を深め、より実践的な研究活動を一
層活性化する。科学研究費補助金や受託研究など、外部研究資金獲得にも積極的に取り組ん
でいく。
【国際社会学部】
本学部では、今後の採用計画において、職位および学問分野のバランス面を考慮して、若
手・中堅層を意識的に補充していく対応を進めていく。
本学のような小規模大学では、教育研究活動を担う教員の確保が非常に重要である。教員
の新規採用にあたっては、守備範囲が広く、世の中の変化に柔軟に対応できる教員の確保・
育成といった人事方針を明文化することを検討する必要もある。
授業や学内業務については、過度な負担があれば軽減し、可能な限り偏重を防ぐ措置を採
っている。また、委員会業務についても、各委員会の定数を削減したり、学部間の不均衡を
改善したりするなど、教員の校務負担を適正化するための方策を講じている。
教育研究活動を活性化するための環境整備を進める必要がある。教育・研究・学務それぞ
れの領域で顕著な働きをしている教員を評価する仕組みも必要であり、若手教員が研究者・
教育者としての能力を向上できるような環境整備も求められている。
教員の新規採用時に共有される方針のうち、明文化されていないものについては明文化
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し、求人公募の文書等にも明記することを検討する。
【人間科学研究科】
ここ数年、人間科学領域の入学者は低調、幼児教育・発達臨床学領域は順調、臨床心理学
領域は定員限界までの入学者と、領域別に入学者の偏りが生じている。人間科学領域のうち
死生学関連分野においては、2020年に定年退職者2名の新規補充人事を行って指導体制の充実
を図ったが、さらに人間科学領域のうち教育学関連分野や幼児教育の教員組織の再検討ある
いは欠員補充が求められる。臨床心理学領域では、教員1人当たりの負担を軽減するために
も、少なくとも若干の教員の拡充を行っていく必要がある。
【国際協力研究科】
2013年度に1名、2015年度に3名が定年退職するなど、科目担当者が激減する状況に対応し
た結果、2020年度において専任教員11名による相対的に安定した教学体制が成立している。
今後は、入学者が増加する可能性を考慮して、教員補充の準備を進めていく。
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第７章

学生支援

（１）現状説明
点検・評価項目①：学生が学習に専念し、安定した学生生活を送ることができるよう、学生支援に
関する大学としての方針を明示しているか。

評価の視点：大学の理念・目的、入学者の傾向等を踏まえた学生支援に関する大学としての
方針の適切な明示

＜学生支援に関する大学としての方針の明示及びその共有＞
学生支援の方針は、建学の精神である「敬神奉仕」にもとづき、「神から愛されている、
かけがえのない自分に気づくこと（敬神）」という人格的成長と、「同じく神から愛されて
いる隣人（他者）を愛し、隣人に仕える活動を行えること（奉仕）」という社会性の成熟を
サポートすることにあり、以下の4点を具体的な方針として定めている。
（1）十分な経済的支援ときめ細かな相談・適応支援体制の構築。
（2）学生の学内外での諸活動支援。
（3）個々の学生の自主独立性の尊重、社会貢献活動の支援。
（4）学生の個性や適性に応じた就職活動支援。
大学院は、上記の4点の方針に加え、社会人学生を中心とする夜間の大学院という特性か
ら、毎年度、印刷・発行している『大学院便覧』の「Ⅶ 学生生活上の諸注意」において、
修学支援、生活支援に関する具体的事項を列挙している。
点検・評価項目②：学生支援に関する大学としての方針に基づき、学生支援の体制は整備されてい
るか。また、学生支援は適切に行われているか。

評価の視点1：学生支援体制の適切な整備
評価の視点2：学生の修学に関する適切な支援の実施
・学生の能力に応じた補習教育、補充教育
・正課外教育
・留学生等の多様な学生に対する修学支援
・障がいのある学生に対する修学支援
・成績不振の学生の状況把握と指導
・留年者及び休学者の状況把握と対応
・退学希望者の状況把握と対応
・奨学金その他の経済的支援の整備
・授業その他の費用や経済的支援に関する情報提供
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評価の視点3：学生の生活に関する適切な支援の実施
・学生の相談に応じる体制の整備
・ハラスメント（アカデミック、セクシュアル、モラル等）防止のための
体制の整備
・学生の心身の健康、保健衛生及び安全への配慮
評価の視点4：学生の進路に関する適切な支援の実施
・キャリア教育の実施
・学生のキャリア支援を行うための体制（キャリアセンターの設置等）の
整備
・進路選択に関わる支援やガイダンスの実施
・博士課程における、学識を教授するために必要な能力を培うための機会
の設定又は当該機会に関する情報提供
評価の視点5：学生の正課外活動（部活動等）を充実させるための支援の実施
評価の視点6：その他、学生の要望に対応した学生支援の適切な実施
＜学生支援体制の適切な整備＞
本学の学生支援は、「学生支援に関する方針」に基づき、「学生委員会」「学修支援委員
会」「障がい学生支援委員会」「国際交流センター運営委員会」「キャリアセンター運営委員
会」等の各担当部局において実施するとともに、修学支援に関しては学生支援課、留学に関
しては国際交流センター、キャリア支援に関してはキャリアセンター等の関連部局と連携し
ながら学生を支援している。そのほか、アドバイザー制度を導入しており、修学支援だけで
なく、学生生活や進路に関して いつでも相談できる体制を整備している。
＜修学に関する支援＞
(1)アドバイザー制度
ゼミ担当教員が学生のアドバイザーとして年間を通じて学生指導全般の責任を担う。一つ
のゼミの学生数は数人から十数人であり、ゼミを通じて担当教員が修学にとどまらないきめ
細かな指導ができる体制にある。また、単位取得状況が芳しくない学生については、学年末
に学科主任による個別面談を実施し指導を行う等、学生の修学状況に応じてきめ細かく対処
している。
(2)学習サポートセンター
就職活動を視野に入れ、数学、国語、英語、表現力などの基礎力を高めるため、個別指導
で1年次から学べる支援を行っている。
2020年度は、コロナ禍における教科ブース（英語・数学・日本語表現）での遠隔（オンライン）指導の
実施を行った。遠隔指導を開始した6月以降の学年別利用実績より、1～2年生の利用者数が減少し
ている反面3年生の利用者数が大きく伸びている（2019年度：1年生975名、2年生634名、3年生334名
／2020年度：1年生215名、2年生192名、3年生417名）。遠隔指導という制限の中、就職活動を見据え
て自発的に予約を取り学習をする割合が増えたことがデータから読み取れる。
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(3)ラーニングコモンズ
2018年度より、5号館にラーニングコモンズを設置した。東洋英和の学習支援活動の可視化
促進、LCコンシェルジュの育成（TA/SAの育成を含む）、学生主体の各種企画を遂行する場を
提供し、専属スタッフの元、積極的に在学生へ学習支援活動を提供している。
(4)留年者及び休・退学者の状況把握と対処
本学では新年度開始に際して、3月に修学上問題が認められる学生（単位履修不足、長期欠
席、次年度演習科目未登録者など）に対して、学科主任が全員との面談を行い、問題の把
握、相談、履修指導などの支援をおこなっている。
補修・補充授業については、初年時の段階で必要な学力・知識を身に付けられるよう、フ
レッシュマン・セミナーの内容を学部共通で定め、積極的な教育に取り組んでいる。
(5)奨学金等による修学支援
(A)貸与型奨学金：日本学生支援機構（JASSO）による奨学金の他に、東洋英和女学院大学
奨学金を設けている。本学の奨学金希望者はJASSOの設定に合う高困窮度者だけではなく、
個別状況を聞き取り、学生自身が経済活動をせざるを得ない事例や、近い将来困窮が予想
される事例があることがわかった。そのため、2014年度より東洋英和女学院大学奨学金
（無利子）の申請基準をJASSO第1種より若干低く設定して対応した。奨学金制度は、経済
的に支援するだけではなく、面談や説明会の機会を通じて、申請者及び申請希望者全体を
フォローする包括的支援と位置付けている。
(B)給付型奨学金：学業と学内課外活動に活躍する優れた学生に、面接審査を経て、3年次
から15名を上限に「かえで給費奨学金」として年間24万円を給付する制度である。本制度
を通じて、その活動を顕彰することにも教育的意義を認めている。
(C)免除型奨学制度：スカラシップ奨学の拡大をすすめている（1、2年次:学費総計214万円
免除。3、4年次:GPAが上位20％以内にて継続）。
(D)東洋英和女学院大学緊急貸付金制度:家計急変者への対応策として、2008年度から緊急
貸付金制度を導入した。
(E)私費外国人留学生授業料減免：経済的に困窮している私費外国人留学生を対象として、
所定の手続きにより申請が提出された場合、書類審査・面接審査及び本人が履修している
授業の全科目の出席状況が良好であった場合は、授業料の30％相当額の金額を本人へ修学
金として返還する制度である。
(F)その他：東日本大震災により被災した学生に対して2011年度より一部減免措置を実施し
ている。なお、各種奨学金に関する情報提供は「キャンパスガイド」、大学ホームページ
等の広報媒体の他、各種説明会の開催、学生支援課の窓口において突然の経済状態の悪化
などによる経済支援の相談を常時受けており、事情に応じた個別支援案を紹介している。
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(G)その他：2020 年度には、COVID-19 の感染拡大により、前期は全てオンライン授業とな
ったため、学修環境の整備を支援するための奨学金として、休学者等を除く全学生に一律3
万円を給付した。
(6)障がいや特性を持つ学生への修学支援
心身の健康に問題を抱えるなど、個別の支援の必要な学生については、小規模校の特性を
生かし、入学を希望した段階から本人及び家族と学生支援課及び教員で面談をおこない、希
望する対応を細かく聴取している。また、学生からの合理的配慮の願い出があった場合、医療機
関からの診断書と本人の申告・希望にもとづいて、合理的配慮願を作成して本人にお渡しする。本人
が担当教員に合理的配慮願を提出し、希望する配慮について伝えることで、教員が合理的配慮を行
うことができる。
その後、学内施設については関連部署にて整備対応を行いつつ、支援の実際については、
アドバイザー・健康相談室・学生相談室並びに障がい学生支援委員会との連携を中軸とし、
教員全体には学科懇談会を通じて、職員全体には事務連絡会を通じて、当該学生の特性理解
を共有している。在学中の受傷・疾病によって対応が必要になる場合も、同様に本人及び家
族面談から支援プランがスタートする。
学生相互の支援については、学生自治団体「英和サポートネット（ESN）」があり、学生生
活においてサポートを必要とする学生の補助や学生向けボランティア情報の発信などを活動
内容としている。また、「手話部」が学内で活動しており、文化祭で発表を行っている。
人間科学部では、全学年において少人数クラスの演習（フレッシュマン・セミナー、基礎
演習、演習、卒業研究）を必修として設け、担当教員がアドバイザーとなり、学生の修学や
さまざまな大学生活上の相談に対応している。「フレッシュマン・セミナー」では、単位を
落とした学生を対象とした再履修クラスを設置し学習支援体制をとっている。アドバイザー
の教員を中心に留年者及び休・退学者に対しては、学生支援課と連携を取りながら、その状
況把握と対処をおこなっている。
人間科学科では、補習・補充教育に関しては、現在の学生の学力低下を背景に、学際的領
域を扱う本学科の4年間の学びを進める上でも必要となる基礎学力の向上を図ることを目的と
した初年次教育を実践している。特に「知の構築講座」では、数的な思考、国語力、地理・
歴史の知識などの（高校までの学び残しも含め）習得を、また「フレッシュマン・セミナ
ー」では大学生に必要なスタディ・スキルを確実に身につけさせるための共通シラバスによ
る授業を実施している。
保育子ども学科では幼稚園教諭1種免許と保育士資格の2資格取得のための履修科目数が極
めて多いことから、授業の欠席が増えつつある学生を早期に把握、対応するために、学科懇
談会で情報を共有し、アドバイザーである教員を通じて適宜指導・支援を行い長期欠席や
休・退学を未然に防ぐとともに、計画的な履修が実現するための努力を続けている。
国際社会学部では、学生のチャレンジ精神を応援し、同時に基礎学力を補う目的で、2019
年度から「検定チャレンジ科目」という制度を設け、日本漢字能力検定や実用英語技能検
定、TOEICなどの検定試験において一定の級やスコアを獲得した場合に単位を授与している。
リメディアル教育が必要な学生は低いレベル（例：英検準2級）から挑戦し、学力が高い学生
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はより難易度の高いレベル（例：英検準1級）を目指して学習できる仕組みとなっている。
国際社会学科では特に、インターンシップ、海外研修、メディア演習等の学科の実践科
目、あるいは教職課程の学生指導なども、大学各部署と連携しながら専任教員による丁寧な
指導・引率が行われている。2019年度入学生より、最低限の基準を満たした学生は半期の留
学（「海外実地研修」）をおこなうことができるようになった。
また、推薦系入学者を中心とした学生の基礎学力低下に対する支援として、ゼミ単位での
取り組みや講座の開設による学習支援、学習サポートセンター利用の推奨等を行っており、
学生が大学教育を十分に享受できるようにするための取り組みを行っている。
国際コミュニケーション学科では2年次後期に海外留学の機会が設けられており、最低限の基
準を満たしたうえで留学を希望する学生は、半期の留学（「海外実地研修」）をすることが
できる。
そのため、入学直後よりきめ細かな留学指導を行っている。情報提供ならびに留学の心得
などを教える「留学オリエンテーション」を1年次に3回、出発前には「留学アドバイジン
グ」として担当教員3名が個別指導も含めた留学指導を行う。留学アドバイザーはその後、学
生の帰国まで同一学生の面倒を一貫して見る。
大学院では、下記の通り修学支援を行っている。
(1)個別指導体制の実施
履修指導については、入学時（前期・後期に1回ずつ）に行われる全体及び領域分野別のオ
リエンテーションにより実施している。また、教育・研究指導は、指導教員・副指導教員
（副指導教員は人間科学研究科のみ）による個別的指導が随時行われており、修士課程では
人間科学研究科は中間報告の提出、国際協力研究科は中間発表が、博士後期課程では各年次
の終わりに研究成果発表が義務付けられている。
特に臨床心理学領域では、付属の心理相談室での事例に則した臨床指導が行われている。
また、社会人が大きな割合を占めるため、学生のなかには、大学卒業後、論文等を書く経験
があまりない場合もあり、こうした状況を踏まえて、人間科学研究科では論文の書き方・参
考文献リストの作成等についての基本的な情報提供を主な内容とする「人間科学研究法基礎
論」を新規開講し、実施している。また、国際協力研究科では、論文作成のための授業科目
「社会科学研究手法」を開講している。
さらに、個別の修士論文及び研究成果の指導に関しては、個別の追加指導のための時間と
場所を個々の学生・教員の双方の都合に合わせて臨時に、柔軟に設定して対応している。
(2)留年者及び休・退学者の状況把握と対処等
大学院は、社会人が大きな割合を占めるが、仕事と研究の両立を妨げる様々な要因が生ず
る場合がある。途中で、仕事の関係で研究を止めなければならない場合等が生じた場合、学
生と指導教授、双方で相談しあい、解決の方向を見出している。やむなく中途退学をする場
合もあるが、退学後5年以内であれば、再入学をすることができる制度もあり、学生の個別事
情を把握しながら、適切な対応（休学・復学・退学・除籍・再入学）を行っている。また、
欠席が多い学生等には、個別の指導を行う等の補習・補充指導を行うことを通して、仕事と
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研究の両立の支援を行っている。
(3)経済的支援の実施
「日本学生支援機構奨学金制度」が主体をなしている。同奨学金の定期採用は、年2回の入
学者があるため、毎年4月及び10月の年2回募集を行っている。また、入学内定者に対して早
い段階で奨学金をうけられることを確約することにより、入学後の経済的不安を早期に解消
するための予約採用制度も実施している。
一方、同奨学金制度には、大学院に限って第一種奨学金の貸与者のみを対象とした返還免
除制度がある。この制度は、在学中に特に優れた学業業績を挙げたと日本学生支援機構が認
定した者には貸与終了時に貸与された奨学金の全部又は一部が免除される制度である。本大
学院においては、返還免除を希望する学生について、返還免除選考委員会において選考を行
い同機構に推薦している。
また、日本学生支援機構以外にも、民間団体の各種育英会奨学金を取り扱っている。
(4)緊急貸付金制度
学部と同様に、大学院にも緊急貸付金制度を導入した。
(5)教育訓練給付制度
本大学院が、主として社会人を対象として設立された夜間大学院であることから、社会人
の多様なニーズにより応えるために導入した制度の一つである。
人間科学研究科人間科学専攻人間科学領域及び国際協力研究科国際協力専攻（いずれも修
士課程）は、「一般教育訓練給付制度」の指定講座である。一定の条件を満たす学生が、本
課程を修了した場合、大学院に支払った教育訓練経費（入学金および授業料1年分）の20%に
相当する額（上限10万円）が雇用保険から支給される。
人間科学研究科修士課程臨床心理学領域と幼児教育・発達臨床学領域は、「専門実践教育
訓練講座」の指定を受けた。一定の条件を満たす学生が、本課程を2年間で修了した場合、大
学院に支払った教育訓練経費（入学金、授業料および実習費）の50%に相当する額（臨床心理
学領域は64万円、幼児教育・発達臨床学領域は59万円）が雇用保険から支給される。
本課程を2年間で修了した後、修士の学位を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に被保
険者として雇用された者またはすでに雇用されている者に対しては、教育訓練経費の20%に相
当する額（臨床心理学領域は25万6千円、幼児教育・発達臨床学領域は23万6千円）を追加し
て支給する。
この場合、すでに給付された（1）の訓練経費の50%と追加給付20%を合わせた70%に相当す
る額（臨床心理学領域は89万6千円、幼児教育・発達臨床学領域は82万6千円）が支給され
る。
(6)長期履修学生制度
この制度は、職業等に従事しながら個々人の事情に応じて柔軟に修士課程の標準修業年限
（2年間）を超えて履修し、学位を取得できるようにするものである。長期履修学生として認
められた場合は、標準修業年限の2年間に支払うべき授業料総額を、あらかじめ認められた修

88

【第 7 章 学生支援】

業年限（最長4年）で除した額が、それぞれ各学期に支払う授業料になる。
＜生活に関する支援＞
(1)オリエンテーション合宿
建学以来、5月下旬に一泊二日の学校行事として開催されている礼拝と学長講演により、大
学生活の「テーマ」を建学の精神と共に学ぶ。合宿では、相互交流・相互育成の方針のもと
2014年度から上級生の学生リーダーがバスの乗車から、分科会を含め、すべてのプログラム
を進行していく形をとった。1年生にとっては、この合宿を通じ、勉学に限らず、アルバイト
や友人関係作り、留学、部活動、ひとり暮らしの工夫など、大学生活の具体的な方向づけと
学科・学部・学年を越えた交流体験が進む。なお，2014年度より学生リーダーは事前研修を
ふまえ、プログラム立案も教職員・学外スタッフと共に関わる。運営に当たっては、2年生リ
ーダーは上級生と組み、また現地では学生委員・学科主任・宗教主任及び外部スタッフが学
生リーダーを個別にスーパーバイズできるような支援体制を組んでおり、上級生にとっては
リーダーシップ育成の機会ともなっている。
2020年度は COVID-19 の感染拡大により、中止となってしまった。
(2)教員からの支援：アドバイザー制・オフィスアワー
本学では，開学当初より1年次から4年次までアドバイザー制を敷いており，現在ではそれ
ぞれの学部学科のゼミ単位の専任教員がその役割を担っている。ここでのアドバイザーは，
勉学や履修、進路に関する「アカデミック・アドバイザー」が主たる役割であるが、オフィ
スアワーの設定やメールアドレスの公開により、多様な課題を持つ学生への窓口となってい
る。
(3)礼拝について
毎日12時45分から13時までのチャペル礼拝は、キリスト教主義学校としての本学の建学の
精神の 原点をみつめるための重要な時間である。2020年度はCOVID-19の感染拡大防止のた
め、授業期間中の週1回、オンライン礼拝を配信した。説教は学院宗教部長、教職員、学院か
らのゲスト、学外の牧師や学生自身が担っている。なお，奏楽は本学オルガニストが主に担
当するが、学内のパイプオルガン講座受講の学生も順次担当している。礼拝を通じての学生
支援は、「こころの次元」での支援であり、本学の特色に他ならない。なお2015年度より
「大学宗教センター（philia）」の名称で、学長及び学院宗教部長との語りの場が開室され
た。さらに、イスラム教圏からの留学生支援として、該当者がいる場合、個人使用できる
「礼拝室」を設置している。
(4)健康相談室
健康相談室には常時4名の保健師と1名の受付担当職員が常駐している。
室長は精神科医で、心身に問題のある学生を全員把握し、随時面接したりして、大学生活が
健康に送れるようサポートしている。
産業医・校医として女性の医師が毎月1回心身に不調ある学生・教職員に対して相談対応
し、また健康診断結果をチェックし、治療の必要な人に対しては紹介状を記載している。ま
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た婦人科医が半年に1回、婦人科的問題の相談に対応している。
4月初旬の新入生オリエンテーション期間に全学年にわたって健康診断を実施している。事
前に、問診表に必要事項を記入して貰い、心身に問題のある学生には、健診の際、保健師が
二次面接を行い、心身の状態･経過を詳細に聴取し個人ファイル化している。状態の悪い学生
は長期的にフォローし無事卒業、就職できるところまで支援している
メンタル的に問題のある学生は、学生相談室と連携して、継続的なカウンセリングを依頼
している。月に1回、学生相談室と合同のケースカンファレンスを実施し、問題点等を共有す
るようにしている。
保育･幼稚園実習の学生に対しては。風疹などのウイルス抗体価のチェックを行い、実習セ
ンターと連携をとって、無事実習が完了するフォローをしている。海外留学する学生に対し
ては、心身の状態に問題のある学生に対しては留学センターと連携して、無事帰国できるよ
うフォローしている。
1年生のオリエンテーション合宿の際は、随行し、体調不良の学生に対して応急処置、ケア
等を行っている。
心臓発作を起こす可能性のある、運動場・体育館・アクア・エクササイズ・センター等に
AED（徐細動除去装置）を設置・管理し、適宜使用説明会を開催している。救急の場合は守衛
室とも連携し、迅速な対応ができるように準備している。
5)ハラスメント防止のための措置
ハラスメント防止のための措置として、本学には「東洋英和女学院セクシュアル・ハラス
メントの防止等に関する規程」があり、キャンパスの内外を問わず、これに類した問題の発
生を防止する措置が講じられている。毎年度始めには、啓発活動の一環として、ハラスメン
トに関するパンフレットを配布するとともに、オリエンテーション等の機会を利用して学生
への呼びかけも行っている。
(5)ハラスメント防止対策委員会
キャンパス・ハラスメントを防止し、人権意識を啓発していくことを目的として従来は大
学倫理規範委員会が対応していたが、キャンパス・ハラスメント対策のより充実強化を図る
ために、2015年度より、新たにハラスメント防止対策委員会を設置し、大学のホームページ
内にキャンパス・ハラスメント対策に関する説明文とハラスメント相談員（相談員は教職員9
名、氏名と所属を掲載した）を掲載した。さらに、「東洋英和女学院大学倫理規範委員会規
程」を見直し、「東洋英和女学院大学倫理規範規程」、「東洋英和女学院大学ハラスメント
防止対策委員会規程」を新たに制定し、倫理規範の問題に対応できる体制を整えた。
大学院生の心身の健康維持・増進及び安全・衛生への配慮としては、まず毎年度始めに学
内において集団で定期健康診断を実施している。大学院が所在する六本木校地には本学の保
健センターが設置されており、健康維持・増進を呼びかけるとともに、学生の体調に関する
相談にも応じている。
＜進路に関する支援＞
本学では、学生の進路選択及び就職活動を支援するうえで、事務部門としてキャリアセン
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ターが日々の学生への対応にあたっている。教員は全学のキャリアセンター運営委員会を通
して、キャリアセンターとの連携を図っている。
キャリアセンターは正職員6人、業務委託4人（キャリア・カウンセラー）の態勢で、以下の
十項目の進路指導・就職活動の支援を行っている。
１．就職支援ガイダンス ２．少人数グループワーク ３．合同企業説明会 ４．単独の
企業説明会 ５．企業見学会 ６．試験対策（SPIの対策講座） ７．広報「東洋英和キャリ
アニュース」（8回）の発行 ８．日常の個別面談 ９．3年生・4年生の全員面談 １０．イ
ンターシップの斡旋
上記のうち、職員とキャリア・カウンセラーらが面談指導に力を入れて、個々の学生への
指導や助言が内定に至るまでのプロセスで奏功しているケースが多い。特に就活で内定にな
かなか結びつかず悩む学生たちにとって、キャリアセンターが安心してじっくり相談できる
場になっていることを強調しておきたい。
キャリアセンター運営委員会は委員長と副委員長、委員6人、キャリアセンター事務室事務
長ら職員2人の計8人で構成されている。同委員会ではキャリアセンターが進める企画の立
案、学内教員への周知徹底、学生への広報などについて協議している。例年、就職活動が活
発になる時期になると、4年生の学生全員の状況把握のために、キャリアセンターを主軸にし
て職員と教員との連絡を取り合い、個別指導を強化できるようにしており、きめ細かい就職
支援を達成できるようにしている。
2020年度は、「保護者のための就職講座」を11月3日にZoomで開催した。内容はキャリアセンター
からの状況報告とリクルートキャリア副編集長による講演で約120名の参加があった。「ゼミ出張就職ガ
イダンス」は希望制により3年生対象の10ゼミでZoomにて実施した（前年度は16ゼミで実施）。
大学院では、社会人のための夜間大学院として、入学者のほとんどが何らかの職業に就い
ており、専門職業人としての能力向上に努めている。そのため、組織的・体系的に進路支援
は行っていないが、大学院修了を機に、転職、再就職等を考えている院生、特に、臨床心理
学領域では、医療・教育・福祉分野から、随時募集があり、修了生や指導教員・副指導教員
が個別に希望者に対して進路支援を行っている。
大学院対象の求人募集などは、随時、メールまたは学内の掲示版に掲示される。また、就
職に関して、強く希望があれば学部のキャリアセンターと協力し、指導や相談を受けること
ができることになっている。
＜学生の正課外活動を充実させるための支援＞
学生団体は、学生の自治組織（清楓会）を管理運営する「清楓会執行部」、大学祭の計画
立案実施を担う「かえで祭実行委員会」が課外活動の中核にある。さらに、体育会、文化
会、同好会の活動が行われているのは他学と同様である。規模は小さいが、女子学生しかい
ない、という環境に入って初めて、代表や責任者を務めたという学生が多いことが特徴であ
ると言える。
なお、これら団体の活動には、学生主体を第一義としながらも教員からは学生委員が、職員
では学生支援課から担当者が随時サポートを行っている。また学生課外活動には、補助金が
交付されている。
学外施設は、学生の交流、修学の充実及び、学生・教職員が親睦をはかる施設として「軽
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井沢追分寮」「野尻キャンプサイト」の二つの合宿所を提供している。
ボランティア活動やアルバイトについては、社会経験や学びを生かす実践的な仕事を紹介す
るため、Web上での情報提供を行っている。
＜学生の要望に対応した学生支援＞
学生生活の実態を把握し、学生サービスに関わる課題や希望を確認し改善するために、毎
年全学生を対象に学生生活意識調査を実施し、学生の意見を求めている。実施・分析にあた
って、在学生団体の清楓会執行部と協働し、大学執行部に報告がなされている。
2020年度は、ワーキンググループを結成したことで具体的方策を検討することができ、調
査内容を刷新し大学での生活に関する希望や期待などを尋ねる汎用的な項目とともに、
COVID-19拡大の影響などの現状を把握できる項目を設け、今後の検討材料とすることができ
た。
清楓会執行部有志との作業も含めて分析結果を行ったことで、学生の声として清楓会執行
部有志の意見を調査結果に含めて公表した。
2021年度においても同様の項目を設け、COVID-19拡大の影響などについて経年分析するこ
とが重要であるため、引き続きワーキンググループを結成し検討していく必要がある。ま
た、調査内容や回答状況も異なるため単純な比較はできないが、回答率が一昨年度42.8％か
ら昨年度は32.7％に減少した。特に1･2年生の回答人数が減少したため（3･4年生の回答人数
は増加）、より良い実施方法を検討する必要がある。
その他、人間科学部人間科学科は、2017年に『花子プロジェクト/村岡花子記念給費奨学
生』として、児童養護施設に暮らす女子生徒に、大学進学のチャンスを掴んでもらうべく、
入学検定料・入学金・学費を免除する制度を創設した。
一般の入試制度と異なり、入学から在学中の支援を含めて卒業までをトータルサポート
し、社会に送り出すことを目指しており、2021年3月に1期生が卒業した。
以上のとおり、本学では「学生支援に関する方針」に基づき、各担当部局にて体制を整備
し、おおむね適切に学生支援を行っている。
点検・評価項目③：学生支援の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、その結
果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。

評価の視点1：適切な根拠（資料、情報）に基づく定期的な点検・評価
評価の視点2：点検・評価結果に基づく改善・向上

＜学生支援の適切性に関する定期的な点検・評価＞
学生支援の適切性についての定期的な点検・評価は、学生委員会、学修支援委員会、障が
い学生支援委員会、国際交流センター運営委員会、キャリアセンター運営委員会、学生支援
課、キャリアセンター等の関連部局によって、「行動計画」、「自己点検・評価報告書」を
用いて実施している。各部局において改善・向上のための取組に活用するとともに、全学自
己点検・評価委員会にて全学的な観点からも点検・評価を行い、その結果を内部質保証推進
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委員会に報告する。内部質保証推進委員会は、改善が必要と判断した事項について改善案を
策定し、各部局に改善に向けた取組を指示する。
以上のとおり、本学では第2章で示した内部質保証のプロセスに沿って、毎年度、学生支援
の適切性に関する点検・評価を実施しているほか、各種の学生調査を実施している。
その結果をもとに改善・向上のための取組を行っており、多様化する学生に対し、きめ細や
かな支援を部局横断的に取り組んでいる。

（２）長所・特色
4年次生を対象とした卒業時調査において、学生の学生生活への満足度は非常に高い水準に
ある。キャリア支援に関しては、少人数教育の強みを活かして、3・4年次生に対して全員面
談を毎年度実施し、きめ細やか対応を行い、学生のキャリア形成に寄与しているといえる。
また、留学生との交流や留学のための各種アクティビティを用意し、異文化理解の場を提供
している。あわせて、ラーニングコモンズや学習サポートセンターにおいて、外国語学習の
ための講座やライティング指導等を実施している。
奨学金制度に関しても、従来からの奨学金に加え、2020年度については、COVID-19 の感染
拡大への対応として、オンライン授業の学修環境整備の支援として一律3万円の奨学金を給付
した。

（３）問題点
今後さらに対応が必要となってくるであろう、障がいをもつ学生に対する修学支援体制の
充実が必要である。「学修支援委員会」「障がい学生支援委員会」として体制整備を行って
おり、学力面での修学支援の取り組みと体制は進められているが、一方で退学、休学、学業
不振などを未然に防ぐための取り組みも望まれる。
また、単位取得状況が芳しくない学生、身体的・精神的に問題を抱えている学生が増加す
る傾向にあり、ゼミ担当教員や学科主任だけでは十分に対処できないケースが散見されるよ
うになっている。適切な学生支援の体制を大学として再構築する必要性がある。
学力や学習意欲の高い学生と低い学生との二極化が進んでいることも改善事項である。授
業内容をどのレベルの学生に合わせるのか難しく、学力レベルの高い学生からは授業内容が
自身のレベルと合っていないとの不満が出るケースが見られる。基礎学力についても、学生
の主体性が乏しいケースが目立ち、大学が整備した環境が十二分に活用されているとは言い
難い面がある。学生の主体性や向上心をどのように育んでいくかが大きな課題である。
アドバイザー制度については、開学以来の制度であるが、不本意入学生や勉学意欲そのも
のに課題を抱える学生が増えている現実において、アドバイザー制度が今後どうあるべき
か、再考すべき時期にきているといえる。そもそも学校にもゼミにも否定的である学生に対
してどのように学校からアプローチしていくかといった、アドバイザー制度を活用した能動
的な支援については、現状では十分な検討ができていない。
COVID-19により課外活動全般で活動は減少しているが、学生自治会である清楓会やかえで
祭実行委員会は存続しており参加がみられる。クラブ活動は活動減少しているため、今後の
参加率の向上の方策が必要である。
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多様な学生を育てるためにも、学内の課外活動の活発化を促すための支援が求められる。
課外活動を見ると、それぞれの活動の背後に、メンバーの組織化、収支管理、立案書作
成、渉外交渉、総括と引き継ぎ、等の実務能力が落ちている現実がある。対人関係において
もSNSの活用にはたけていても、「報告・連絡・相談」の基本的なコミュニケーション能力は
アルバイトで先輩に教わるという学生も少なくない。大学生活は、安全な「社会組織」であ
るという前提から多様な社会体験の機会を学生と教職員が共同して創成し、学園生活の活性
化と実生活を自分で動かしていく能力を支援するのも大学の役割となってくるだろう。
学内においては、学生生活への入学から卒業後のキャリア設計までを、教職員、学生相談
室、健康相談室、キャリアセンター、学習サポートセンター、図書館やスポーツセンターな
どと有機的に連携をとりつつ、特色のある大小様々の企画をすること、あるいは「総合学
園」の特性を生かし、学院の各団体との交流、そして高大連携を実質的なものにしていくな
ど、学生が心身共に育っていくための機会作り、体制づくりを考えなくてはならない時期に
きているのではないかと考えられる。

（４）全体のまとめ
学生支援についての方針は適切に定められており、修学支援、生活支援、進路支援は、そ
の方針に基づいておおむね適切に行われている。
学生の生活支援及び障がい学生支援については、学生委員会、学修支援委員会、障がい学
生支援委員会、国際交流センター運営委員会、キャリアセンター運営委員会、学生支援課、
キャリアセンター等適宜、関連する部局の教職員と協働し、大学としての各種支援に加え、
個々人の相談にも対応している。さらに、アドバイザー制度により学生生活等を相談できる
体制を整備している。
経済的支援としては、日本学生支援機構奨学金、大学独自の給付型奨学金を整備してい
る。2020 年度においては、COVID-19 の感染拡大によりオンライン授業となったことを受
け、学修環境整備のための奨学金を全学生一律に給付し支援の充実を図った。
進路支援として、学生との個別面談を重視しており、3年次生に対しては全員面談を実施し
ている。また、内定を得た 4年次生による就活サポーター制度や卒業生との交流会を開催
し、支援の充実を図っている。2020年度に関しては、COVID-19 の感染拡大により学内入構が
制限されたため、オンラインによる学内企業説明会やガイダンス、Zoomによる面談を実施す
る等、新たな支援に取り組んでいる。
学生支援に対する点検・評価は、各部局からの自己点検・評価結果をもとに全学自己点
検・評価委員会で検証し、改善の必要があると内部質保証委員会が判断した場合は、全学又
は各部局に改善方策を示し、各部局にて改善に向けて取り組んでいる。
以上のことから、本学では、継続的な課題はあるものの、各種方針に基づき、学生が充実
した学生生活を送るための学生支援を適切に行っている。
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第８章 教育研究等環境
（１）現状説明
点検・評価項目①：学生の学習や教員による教育研究活動に関して、環境や条件を整備するための
方 針を 明示し てい るか 。

評価の視点：大学の理念・目的、各学部・研究科の目的等を踏まえた教育研究等
環境に関する方針の適切な明示

＜大学の理念・目的等を踏まえた教育研究等環境に関する方針の明示＞
2020年度から始まる30年を期間とする長期的行動指針（Next30）を構想し、耐用年数面で
限界を迎えつつある学内諸施設の補修に努めつつ、その抜本的な刷新 に備えて現状の客観的
把握を進める。また、横浜キャンパスは、学院としては予算算定根拠としての5ヵ年計画を策
定しているものの、整備計画を長期的に策定してこなかった。そのため、新たに校舎を増改
築することができなかったが、教育目標である「国際化時代・IT社会に適応できる人材の育
成」を基に、特にIT関係の設備については適宜拡充をはかってきた。
環境整備については、学院の中期計画において下記の通り方針を定めて周知を行ってい
る。
教育環境の整備 ・横浜キャンパスの施設の長期修繕計画を作成する。
・キャンパスグランドデザインおよび長期修繕計画をもとに学内で協議のうえ、老朽化した
校舎の建て替えや修繕を行う。
・教育システムおよび事務システムを更新する。
・情報機器を更新する。
点検・評価項目②：教育研究等環境に関する方針に基づき、必要な校地及び校舎を有し、かつ運 動
場等の教育研究活動に必要な施設及び設備を整備しているか。

評価の視点1：施設、設備等の整備及び管理
・ネットワーク環境や情報通信技術（ICT）等機器、備品等の整備
・施設、設備等の維持及び管理、安全及び衛生の確保
・バリアフリーへの対応や利用者の快適性に配慮したキャンパス環境整備
・学生の自主的な学習を促進するための環境整備
評価の視点2：教職員及び学生の情報倫理の確立に関する取り組み

＜施設、設備の概要、維持及び管理＞
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横浜キャンパスは、校地面積169,671㎡で、大学設置基準第37条第1項の基準20,000㎡を満
たしており 、校舎面積は33,039㎡で、大学設置基準第37条第2項の基準10,213㎡を満たして
いる。講義室、演習室及び学生の自習室の総数は77室、総面積が7,109㎡である。
校舎は延面積40,540㎡で、主に授業や実習を行う2号館・3号館・4号館・5号館・8号館・9
号館・10号館・体育館・プールやジムのあるアクアエクササイズセンター、研究室のある1号
館・7号館、学生会館のカルテットホール、クラブハウス「アセール」がある。また、食堂は
中央館と6号館にあり、5号館にはコンビニエンスストアが、カルテットホールには、カフェ
が入っている。運動場は、テニスコート4面とグラウンドで、総面積が10,342㎡である。
六本木キャンパスの校舎は、校舎面積が5,000㎡で、講義室・演習室・学生自習室総数は14
室、総面積は848㎡である。校舎のある法人本部・大学院棟は、2003年に完成し、横浜校地よ
り新しく、エレベーターを完備しておりバリアフリーである。地下2階地上4階建で、大講義
室1室、中講義室3室、演習室7室、院生研究室3室、教員研究室3室、心理相談室1室、心理面
接室5室、プレイルーム（遊戯療法室）4室、図書室、コンピュータ室、ラウンジ、大学院事
務室からなっている。
施設、設備の維持、管理については、法人事務局総務課管財が行っており、定期的に点検
を行い、不具合の発見・修繕に努めている。
＜ネットワーク環境や情報通信技術(ICT)等を含む施設、設備の整備状況＞
情報処理センター長を中心に、情報処理センター管理運営委員会において、情報ネットワ
ークの円滑かつ効果的な運用を進めている。具体的には、ネットワーク環境としては学内無
線ネットワークを整備し、学内の全ての場所から利用可能としている。また、国際的なネッ
トワークローミング利用の仕組みである Eduroam に参加している。さらに、学外とのデータ
回線通信量の増大を踏まえ、学術情報ネットワーク(SINET)を利用するための環境を整備し
た。
教育用インフラについては、2019 年度には、補助金を活用し、3205 教室の CALL 教室のリ
プレイスを実施した。2020 年度には、コンピュータルーム A、B、C 及び 3201、3202、3206 教
室の入替えを実施した。
また、約2,000人の学生に対して7教室、250台のPCが授業専用に用意され、1年生の必修科
目「基礎情報科学」や語学教育等に活用されている。
六本木キャンパスは、2020年度にコンピュータ教室パソコンのリプレイスを行って院生の
研究活動の環境の改善を図り、講義室のパソコンやAV機器なども更新している。
そのほか、PC設置の自習室を含め、Office ツール(Word、Excel、PowerPoint 等)や統計ソフ
ト(SPSS)等、講義で使用頻度の高いアプリケーションソフトを整備するとともに、プリンタ
も情報処理センター各所に配置 して、レポート等の印刷にも対応できるようになっている。
また、マルチメディア等の編集作業に特化したコンピュータ自習室を設置し、Adobe社の各
製品や映像編集に特化したソフト、ハードウェアを備えている。
さらに、2020 年度においては COVID-19 の感染拡大により、前期の全ての授業をオンライ
ン授業とすることが決定したため、オンライン授業のための環境を整備した。学習支援ポー
タルサイト(e-pass)に加え、Google Classroom、Microsoft 365、Zoom、USB カメラといった
オンライン授業のためのツールを購入し提供するとともに、教員向けにオンライン授業の実
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施に関する説明動画を Google サイトや Google Classroom 上に設置した。学生に向けては、
オンライン授業に関する概要説明や事前に準備するものの周知やガイダンス、オンライン授
業に慣れるための環境等を教員と同様に Google サイトや Google Classroom 上に設置した。
そのほか、オンライン授業実施にあたって、自宅にオンライン授業に対応できる環境が整
備されていない学生に対して、パソコンの貸出等を行った。
＜バリアフリーへの対応や利用者の快適性への配慮＞
校舎のバリアフリー化については、図書館のみがエレベーターを完備しているが、その他
の校舎は、3号館、4号館、5号館、9号館の各校舎の階段に昇降機を設置して、車椅子利用者
に対し配慮している。各建造物は25年以上経ったものが多いが、キャンパス自体は高低差が
それほどないので、建物エントランスにスロープを設置することで対応している。また障が
いを持つ学生や傷病による歩行困難な学生の教職員用バスへの優先乗車や障がい者優先駐車
スペースの確保を行っている。さらに多目的トイレを3号館、5号館、9号館、図書館、アクア
エクササイズセンターに設けている。
＜施設、設備等の安全及び衛生の確保＞
エコキャンパス化を推進するため、学内のトイレを超節水便器、自動水栓等に漸次更新し
て、節水を計っている。また大教室、体育館、事務室及び図書館、アクアエクササイズセン
ター（プールエリア等を除く）、カルテットホール等の照明設備をLED化し、教室棟等の老朽
化した空調設備を更新することで、節電及び二酸化炭素排出量の削減を進めている。
災害発生時の対応として、東日本大震災の際に、長時間停電に見舞われた経験から、7号館
の屋上にソーラーパネル、同建物脇に蓄電設備を設置。隣接するカルテットホールにおい
て、照明及び非常用コンセントからのスマートフォンやパソコンの充電が可能となり、同施
設を災害時の拠点に位置づけた。一方、毛布や常備食料も逐次増やしており、災害時に開け
て中の飲料を飲むことができる自動販売機の設置を進めている。
2020 年度は COVID-19 の感染拡大への対応として、対面授業を実施する場合は、アルコール
消毒液等の感染対策用備品を用意し、各教室に配付した。また、密閉空間を避けるため、換
気設備を整備した。
環境整備工事全般において、工事概要や執行状況の確認を綿密に行い、履行の品質向上及
び学内の安全確保に努めた。また、整備に対する理解や説明のため、学内 Web を用いて情報
発信を行った。
＜学生の自主的な学習を促進するための環境の整備＞
学生の自主的な学習を促進するための自習スペースについては学生手帳の中で、学修サポ
ートセンター、ラーニングコモンズを案内している。また、PC 設置の自習室を併せて案内し
ている。
いずれの環境もスタディコンサルタントの常駐や、ラーニングコモンズの学生コンシェル
ジュデスク等、学びの機会、自主的に学習や研究活動が行えるよう準備がされた多目的なス
ペースである。
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＜学生及び教職員の情報倫理の確立に関する取組＞
ネットワーク利用に関しては、「ネットワーク利用規程」にネットワーク利用に関する遵
守事項を規定している。また、学生に対して情報モラルや学内ネットワーク利用・セキュリ
ティに関する説明を行っており、毎年度、基礎情報科学の講義の中で実施している。
教職員に関しては、入職時に説明するとともに、情報モラルやセキュリティ対策について
はポータルサイトを通じ啓蒙活動を実施している。
以上のとおり、本学では中期計画の「教育研究環境に関する方針」に基づき、必要な校地
及び校舎並びにグラウンドを有し、かつ教育研究活動に必要な施設及び設備を整備してい
る。
点検・評価項目③：図書館、学術情報サービスを提供するための体制を備えているか。 ま た、そ
れ らは 適切に 機能 して いる か 。

評価の視点1：図書資料の整備と図書利用環境の整備
・図書、学術雑誌、電子情報等の学術情報資料の整備
・国立情報学研究所が提供する学術コンテンツや他図書館とのネッ
トワークの整備
・学術情報へのアクセスに関する対応
・学生の学習に配慮した図書館利用環境（座席数、開館時間等）の整備
評価の視点2：図書館、学術情報サービスを提供するための専門的な知識を有する者の配置

＜図書館資料とそのほかの学術情報資料の整備状況＞
【大学図書館】
図書館は大学の教育研究に関連した資料、電子資料、データベースの選択、収集、管理を
基盤として、学生への学習支援の機能を充実させることを基本目標としている。新入生オリ
エンテーションとフレッシュマン・セミナーは1年生全員に年3回以上実施しており、随時行
うゼミ単位のオリエンテーションを加えることで、段階的に図書館活用スキルと情報スキル
の向上を目指している。さらに図書館に来ない非利用者の利用促進を探ることを現在の活動
方針としている。
（１）教育学習支援
① 情報リテラシー教育の充実を図る。
・1年次必修授業「フレッシュマン・セミナー」において図書館授業「情報検索実習」を
前期・後期各2コマ実施している。COVID-19対応として2020年度は急遽オンライン対応
となったが，教員と協同しオンデマンド教材を2コマ分作成，1年生425名が受講し，情
報検索スキルを修得した。
・10ゼミ，総勢99名に対し，COVID-19対応として主にZoomを使用し文献検索ガイダンス
を実施した。
② 教育・学習に必要な情報資源の充実を図る。
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・COVID-19対応として来館できない利用者のため，自宅からでも利用しやすい電子ブッ
クを増やすことを決定。教員に選書をしてもらい，2020年度だけで701タイトルを増や
した。
・COVID-19対応として感染対策をした上で選書ツアーを実施。3ゼミで総勢32名の学生が
参加し，197冊を購入した。
③ 多様な学習を支援する教育学習環境の充実を図る。
・COVID-19対応として来館できない利用者のため，2020年4月から貸出資料郵送サービス
を，5月からオンラインレファレンスを開始した。総受付件数は，前者が436件（1,078
冊），後者が21件であった。また閲覧席の間引き，手指消毒用アルコールの設置，職員
巡回による検温，開館時間短縮などCOVID-19対策をした上で開館した。
・COVID-19対応としてリモートアクセスサービス（以下RemoteXs）を導入し，契約して
いる全てのデータベースに学外からスマートフォンなどを使ってアクセスできるように
した。
・電子ブックを容易に利用できるよう，PDF資料「自宅から電子ブックを読む方法」を作
成，ウェブサイトで公開した。
（２）研究支援
・ドキュメントデリバリーサービスReprints Deskを使った教員からの文献入手依頼が30
件あった。通常の文献複写依頼も含め国内で入手できない文献9件をReprints Desk経
由で入手し，教員へ提供した。
（３）情報発信・リポジトリの活用
・2020年9月17日付でオープンアクセス方針を策定した。
・本学リポジトリの閲覧回数が50,901回（昨年度は42,472回，昨年度比約120%）となっ
た。
（４）社会貢献
・2021年2月25日，横浜市緑区担当者と知的資源の市民開放について初回打合せを行っ
た。
（５）業務運営
・図書館システムを更新するとともにクラウド化を実施した。RemoteXsの登録者数が後
期授業終了時点で1,085件となった。
①効果の上がっている事項
（１）教育学習支援
フレッシュマン・セミナーで実施した「情報検索実習（オンデマンド授業2コマ）」におい
て，Googleフォームを使った課題を用意し，修得した知識をアウトプットし定着を図った。
回答ポイントは高得点に分布しており，授業で説明した内容を受講者が理解していることが
確認できた。
（２）研究支援
RemoteXsの導入により日本語文献データベース，特に新聞データベースへのアクセスが増
え，総アクセス回数が昨年度比222％となった[総アクセス回数：16,735 (2020年度),
7,532(2019年度)]。
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また，電子ブックのアクセス数も増え，紀伊国屋書店のKinoDenについては昨年度比1,455%
となった[総アクセス回数：1,214 (2020年度), 84(2019年度)]。
②改善すべき事項
（１）教育学習支援
図書館最大の学習支援である貸出がオンライン授業のため前年度比21％と大幅に減少し
た。読書離れが進まないよう，教員と連携した学生への働きかけが必要である。
（２）研究支援
海外文献データベースのアクセス数が昨年度比51％と大幅に減少した。利用者は主に教員
だが，オンライン授業対応等で教員の研究時間が削減された可能性がある。研究を促進する
支援策を検討する必要がある。
（３）情報発信
特になし
（４）社会貢献
本学が所有する貴重書等を電子化し公開すること。
（５）業務運営
・司書の専門的スキルアップのための研修プログラムへの参加を促す。
・未着手となっているIC化，自動貸出機の導入を進める。
以上のとおり、本学では各種規程に基づき、学術情報資料の収集及び管理を行っているほ
か、学外の図書館等とのネットワークを構築し、大学図書館や学術情報サービスを提供する
ための体制を整えている。また、図書館や学術情報サービスの効果的な利用を促進するた
め、学生や教職員を対象とした各種ガイダンス等を行っており、卒業時調査における学生の
大学図書館設備への満足度も高く、適切に機能している。
【大学院図書室】
大学図書館の分室としての役割を担う大学院図書室は、主に大学院生の研究支援施設とし
て研究分野に対応した資料の収集・提供、文献検索等の大学院生への支援を行っている。
（１）蔵書構成
資料の収集においては、限られた書架スペースを有効に活用するべく、授業の教科書及び
参考資料、授業・研究内容の関連分野の資料、院生からのリクエスト、院生の修士論文関連
資料と、それぞれの用途ごとに効率的に収集している。とりわけ一般的に流通していない専
門性の高い資料で、研究分野に関連するものは重点的に収集している。
（２）研究支援
入学時の利用方法に関するオリエンテーション、情報検索オリエンテーション、授業協力
のオリエンテーション、個別オリエンテーションと、研究支援体制を体系化し院生の研究活
動・論文執筆に寄与している。
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①効果の上がっている事項
（１）蔵書構成
小規模の図書室ながら、授業、院生の研究分野に関連性の高い資料の収集に努めており、
院生のニーズに合致した蔵書構成を築いている。所蔵雑誌の中には全国の大学図書館の中で
も所蔵館が少ないものもあり、学外からの文献複写提供の申込が多い。
（２）研究支援
社会人大学院のため、院生が研究に取り組む時間が制限されることと、電子コンテンツが
増大かつ多様化し研究に必要な文献の調査に手間がかかることにより、図書室の文献や情報
の調査支援が研究活動に寄与している。とりわけ修士論文の関連資料リストは、毎年院生か
ら出されている授業等評価アンケートにおいて良い評価を得ている。
②改善すべき事項
（１）蔵書構成
大学院のカリキュラムや院生の研究分野に合わせた蔵書構成を築いている一方で、書架ス
ペースが狭溢化しつつある。蔵書全体の総点検を行い、蔵書の質を維持しながら利用頻度が
低い資料の除籍・廃棄を行うなど、新陳代謝を図る必要が生じている。
（２）研究支援
2020年度はCOVID-19の感染拡大により図書室も閉室や入室制限措置が取られ、院正規生の
入室者数平均は前年比18%、貸出冊数は54％と大幅に減少した。多くの大学院生が来校できな
い状況になったため、補填的措置として資料の郵送貸出サービスを開始した。
しかし、コロナ禍以前の状態に戻るにはまだ時間を要することが予想されるため、従来の
観点からのサービスだけでなく、より個別化したサポートや図書室からの情報発信など新た
なサービスの創出が求められている。
点検・評価項目④：教育研究活動を支援する環境や条件を適切に整備し、教育研究活動の促進を図
っているか。
評価の視点：研究活動を促進させるための条件の整備
・大学としての研究に対する基本的な考えの明示
・研究費の適切な支給
・外部資金獲得のための支援
・研究室の整備、研究時間の確保、研究専念期間の保障等
・ティーチング・アシスタント（TA）、リサーチ・アシスタント（RA）等の教育研
究活動を支援する体制

＜大学としての研究に対する基本的な考えの明示＞
研究支援に関する方針については、学院の中期計画において下記の通り方針を定めて周知
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を行っている。
教員の教育研究の環境整備に関わる方針を策定し、その方針を教職員で共有する。
・専任教育職員および任期制嘱託教育職員に支給している研究費の傾斜配分を検討する。
・専任教育職員および任期制嘱託教育職員への研究支援体制を強化する。
・研究倫理教育を徹底し、研究不正を未然に防止する。
・サバティカル制度を整備する。
＜研究費の適切な支給＞
教員の研究費については、専任教育職員は38万円（ただし、大学院博士後期課程担当者は
45万円）、任期制嘱託教育職員は10万円を支給している。
＜外部資金獲得のための支援＞
科学研究費助成事業への応募について、「科学研究費助成事業事務取扱規程」及び「科学
研究費助成事業経費等取扱要領」に基づき、応募に際しての各種支援を行っている。
具体的には、個別に研究計画書のチェックを希望する教員に対して、必要事項の遺漏の有
無や経費算出の誤りの有無をチェックする等の支援「科研費申請書作成支援プログラム」を
行っている。
また、例年9月に公募要領、応募書類の作成等に関する説明会を行っている。
＜研究室の整備、研究時間の確保、研究専念期間の保障＞
全専任教員に研究室を完備している。さらに教員には、各1台パソコンを支給して、快適な
研究環境を用意している。研究専念時間の確保について、教員は、週1日研究日が保証されて
いる。
六本木キャンパスでは、院生研究室を人間科学研究科、国際協力研究科に各1室設け、院生
の研究拠点としている。教員個々の研究室ではないが、研究科研究室は計3室設けている。
横浜キャンパスでは、4号館に学習サポートセンターを設置し、リメディアル教育の拠点と
している他、学生会館であるカルテットホールに自由に使用できるPCを設置し、学生の学習
意欲に応えている。
また、院生に対して、コンピュータ室の使用時間を、平日は、午前9時～午後9時45分、土
曜日は午前9時～午後8時までとし、院生の研究利便性を維持している。
＜ティーチング・アシスタント(TA)、リサーチ・アシスタント(RA)等の教育研究活動を支援
する体制＞
授業の教育効果を高めることを目的として、学部学生を対象とした SA についても制度を
導入し、授業の教育効果を高めるとともに、担当学生の成長と経済的支援を目的としてい
る。SA のサポートにより、教員の授業負担を軽減し、授業の教育効果を高めている。
そのほか、心理相談室においては、相談室事務担当を本学大学院修士課程修了生から採用
し、学生支援・教育支援両面から支えている。
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以上のとおり、本学では、適切な研究費の支給、外部資金獲得のための支援、研究室の整
備、研究時間の確保といった教育研究活動を支援する環境や条件を適切に整備している。ま
た、SA等を配置し、教員の教育研究活動の促進を図っている。

点検・評価項目⑤：研究倫理を遵守するための必要な措置を講じ、適切に対応しているか。

評価の視点：研究倫理の遵守、研究活動の不正防止に関する取り組み
・規程の整備
・教員及び学生における研究倫理確立のための機会
等の提供（コンプライアンス教育及び研究倫理教育の定期的な実施等）
・研究倫理に関する学内審査機関の整備
＜研究倫理や研究活動の不正防止に関する規程＞
研究倫理を含め、本学教職員として遵守すべき倫理規範は、「東洋英和女学院倫理規範規
程」の下に「東洋英和女学院大学倫理規範規程」（以下、「大学倫理規範規程」）（資料717）を定め、教職員への周知をはかっている。倫理規範に関する問題は、その性格にしたが
ってそれぞれ利益相反・研究審査委員会及び研究コンプライアンス推進委員会において取り
扱われ、必要に応じて調査委員会が設置されて手続きの適正を担保しつつ調査が行われる。
調査結果とこれに伴う対応の勧告が学長に対してなされ、学長はこれを受けて大学倫理規範
規程に基づいて適切に措置する。これら一連の過程を通じて、研究活動に係る不正行為及び
研究費の取扱にかかる不正行為を防止し、研究の信頼性と公平性の確保に努めている。
＜研究倫理確立のための機会の提供＞
教員に対する研究倫理教育としては、2020 年 11 月 11 日（水）15:00～16：30 に、第 7 回
公的研究費等不正防止研修会及び第 5 回研究倫理講演会を合同教授会の形で実施した。
＜研究倫理に関する学内審査機関の整備＞
本学は、宗教学、心理学、社会学から、地域研究、国際関係論までのきわめて広い研究分
野を包含しており、研究倫理の多様性が高い。このような多様性を大学単位で一律にカバー
する研究倫理規範を文書で定めることには多大な困難が伴い、その実効性にも疑義なしとし
ない。したがって、とりわけ研究活動に係る倫理問題については、各研究者の所属する学会
が準拠する倫理規定に照らして、個別に判断することとしている。
各研究者の準拠すべき倫理規程の確定に際しては、本学は次のような措置を採り、一定の
効果を上げている。専任教員は、① 所属学会と役職をつとめる学会の届出、② 自分にとっ
て研究倫理の準拠先となる2学会の特定、③その2学会の倫理規範（または執筆要綱）のハー
ドコピーの提出、④その2学会の倫理規範を遵守する旨の誓約状提出。加えて、大学院人間科
学研究科の大学院生に対して、研究倫理のセミナーを実施し、学会に既入会の院生は、教員
同様の届出、未入会の院生は、指導教官の指導のもと、自己の研究の準拠すべき学会の倫理
規定につき大学院を通じて本委員会に届け出る。
また、国際社会科学部の教員は、全員が少なくとも日本国際政治学会の倫理綱領に準拠す
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ることを2015年5月13日の教授会において申し合わせをした。大学院国際協力研究科で、大学
院生に対して同様の指導をすることを申し合わせた。
通常、研究者は、大学院などで研究者としての訓練を受けつつ、学会に所属し、学会誌に
投稿し、学会誌の審査を受けた審査論文を業績として、その研究業績に基づいて本学に雇用
されている。各学会では、それぞれの学問分野に固有の研究倫理と研究水準を明示したうえ
で、投稿者の遵守を前提として審査をしている。それを鑑みて、上記措置がもっとも適切で
あり、効果が期待できると考える。
以上のとおり、本学では、研究倫理を遵守するために規程を整備するとともに、教員を対
象とした研究倫理確立のための機会等を提供し、適切に対応している。
点検・評価項目⑥：教育研究等環境の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、
その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。
評価の視点1：適切な根拠（資料、情報）に基づく定期的な点検・評価
評価の視点2：点検・評価結果に基づく改善・向上

＜教育研究等環境の適切性に関する点検・評価、改善・向上のための取組＞
教育研究等環境の適切性についての点検・評価は、図書館、情報処理センター管理運営委
員会、総務課管財、情報処理センター、庶務、改革推進課等の関連部局によって、「年次行
動計画書」、「自己点検・評価報告書」を用いて実施している。各部局において改善・向上
のための取組に活用するとともに、全学自己点検・評価委員会にて全学的な観点からも点
検・評価を行い、その結果を内部質保証推進委員会に報告する。内部質保証推進委員会は、
改善が必要と判断した事項について改善案を策定し、各部局に改善に向けた取組を指示す
る。そのほか、大学図書館では、毎年度の大学図書館の利用状況や活動実績等を「図書館年
次報告」「利用統計」として取りまとめている。
施設、設備等の管理については、総務課にて修繕計画を策定し、環境整備に関する検討を
行っている。また、授業評価アンケートや各種学生調査の結果を通じて学生の意見を取り入
れた改善を行っている。一例としては、学内全域に無線インターネット環境を整備したこと
等が挙げられる。
さらに、2018年度に教育研究環境を充実させるため、5号館にプロジェクト型授業の学びの
場、授業外での学びの場としてゾーニングし、学生の自主的な学習を促進するためのラーニ
ングコモンズを新設した。
以上のとおり、本学では第2章で示した内部質保証のプロセスに沿って、毎年度、教育研究
等環境の適切性に関する点検・評価を実施している。点検・評価にあたっては、各種アンケ
ート調査結果等を踏まえ、学生や教員の意見を取り入れた改善・向上に取り組んでいる。
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（２）長所・特色
自然豊かなキャンパスの中に余裕のある学習スペースや大学院院生室の設置、大学図書館
内のディスカッションスペースの設置等、学生の自主的な学習を促進するための環境を整備
している。また、ラーニングコモンズにおいて、正課外の外国語学習や異文化交流が体験で
きる環境を整備している。
ネットワーク環境に関しては、本学独自の有線無線ネットワークのほか、国際的なネット
ワークローミング利用の仕組みである Eduroam に参加している。そのほか、大学図書館にお
いて各学科の専門図書・洋書を充実させている。

（３）問題点
大規模修繕の実施時期が近づいており、キャンパス全体の環境と施設を管理し、現行の5ヵ
年計画だけで、「Next30」に基づく具体的な計画が策定されていない点は、改善すべきであ
る。
今後は委員会だけではなく、全学的な推進組織により計画を策定し、改善すべきである。

（４）全体のまとめ
本学では「Next30」に教育環境の整備 ・横浜キャンパスの施設の長期修繕計画を定め、この
方針に基づき学生の学習や教員の研究活動の推進及び学内資源の有効活用に取り組んでいる。
具体的には、教育研究活動を支援するため図書や学術情報資料を整備し、大学図書館、情報
処理室、正課だけでなく学生の自主的な学習を支援するラーニングコモンズ等の施設及び設備
を整えている。
また、施設・設備の維持、管理については、総務管財が点検計画に基づき定期的に点検を実
施している。さらに、修繕については、順次計画的に実施している。
なお、2020 年度は COVID-19 の感染拡大により、オンライン授業を実施することになった
ため、オンライン授業のためのツールを購入し提供するとともに、教員向けにオンライン授業
に関する説明動画、学生向けにオンライン授業に関する概要説明やオンライン授業に慣れるた
めのトレーニング環境等を Google Classroom 上に設置した。
そのほか、オンライン授業の実施にあたり、自宅にオンライン授業に対応できる環境が整っ
ていない学生に対しては、パソコンや Web カメラの貸出等を行った。
なお、ネットワーク利用に関しては、毎年度基礎情報科学 I において、新入生を対象とした
ガイダンスを実施している。
図書館では、COVID-19 の感染拡大により、4 月から学内入構が制限されたため、学生と教
員に対して宅配便又は郵便での図書の貸出・文献複写物の送付を行った。そのほか、データベ
ースについては、学外からのアクセスも一部認める等、利用者の利便性向上に努めている。
研究活動に対する支援としては、個人研究室や学内研究費の確保に加えて、教育研究事業や
長期特別研修制度等の研究支援制度を設けている。また、研究倫理や研究活動の不正防止に関
しては、各種規程や不正防止計画の策定、教職員に研究倫理教育等を行っている。さらに、公
的研究費に関しては、毎年度、不正防止計画を作成し適切に取り組んでいる。
教育研究等環境の適切性については、全学的な内部質保証活動として点検・評価を実施して
いる。点検・評価にあたっては、各種アンケート調査結果等を踏まえ、学生や教員の意見を取

105

【第 8 章 教育研究等環境】

り入れた改善を行っている。インターネット環境の整備等につながっている。
以上のことから、本学では、教育研究等環境の整備に関する方針を明示し、その方針に沿っ
て適切に学習環境や教育研究環境を整備していると言える。
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第９章 社会連携・社会貢献
（１）現状説明
点検・評価項目①：大学の教育研究成果を適切に社会に還元するための社会連携・社会貢献に 関
す る方 針を明 示し てい るか 。

評価の視点：大学の理念・目的、各学部・研究科の目的等をふまえた社会貢献・社会連
携に関する方針の適切な明示

＜社会連携・社会貢献に関する方針の明示＞
本学では、建学の精神「敬神奉仕」に基づく社会貢献に努めているが、産・学・官等の連携の方
針、また、地域社会・国際社会への協力方針について、大学として特筆されるような明示はない。
点検・評価項目②：社会連携・社会貢献に関する方針に基づき、社会連携・社会貢献に関
する取り組みを実施しているか。また、教育研究成果を適切に社会に
還元しているか。

評価の視点1：学外組織との適切な連携体制
評価の視点2：社会連携・社会貢献に関する活動による教育研究活動の推進
評価の視点3：地域交流、国際交流事業への参加

＜学外組織との連携体制＞
社会連携・社会貢献の立場においては、大学の設立の三本柱の一本としてとして組み入れ
られた生涯学習センターは、県内をはじめとして地域に広く開かれた学習センターとして歴
史を重ねている。付属の幼稚園は、たまプラーザ住宅街にあって、大学のキリスト教主義の
基盤を持った保育を展開し、地域の幼児教育の場として信頼は厚い。各研究所は、年間の中
で公開講座、講演会等の活動で、学びの地域貢献として時代時代に即したタイムリーな教育
貢献を果たしている。
2020年度には、東京都港区との連携協定に続き、横浜市緑区との連携協定の締結も実現し
た。さらには、横浜市水道局と、東洋英和女学院大学と横浜市との連携・協力に関する基本
協定を締結し、「地域への還元及び水道事業全体の発展への貢献に関すること」の連携・協
力事項を確認した。
2020年11月に、横浜市水道局川井浄水場（横浜市旭区川井町）を訪問し、持続可能な開発
目標（SDGs）のゴール6である安全な水へのアクセスについて学んだ。
人間科学部では、専門領域の「保育内容（環境）の指導法」や自然の分野における研究成
果を横浜市と連携して、本学キャンパスの自然の中にある立地を生かして「森の楽校」を開
催し地域の子どもたちの体験的学びに貢献している。
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生涯学習センターでは、横浜キャンパス及び六本木キャンパスにおいて，文芸・教養、語
学、音楽・アート、スポーツの分野における諸講座を実施してきた。
2020年度においては、生涯学習センターの中心的活動である六本木校地と横浜校地におけ
る講座開講がCOVID-19の拡大の中で、年次行動計画書通り、当面の前期講座を全て閉講とし
た。学内にあっては、5月中旬からの学生に対する全面オンライン授業化の中で、生涯学習セ
ンター講座担当講師はもとより、受講者の通信環境の把握と対応も適切な準備に至ることが
難しいことから予定通りの閉講措置を執った。その間に、後期に向けた講座開講の方法と対
応を検討、準備し、年間の閉講を避けるため、また、当面収束が難しいと予想されるコロナ
禍における2021年度に向けた対策としても可能な講座開講の選別と対応を施した。後期開講
に向けて、具体的には開講可能な担当講師の選択と講座の選択を限定的に行い、2021年度に
むけたトライアル開講として講座を開講した。
また、本学の目玉としての特別講座である「花子講座」については、COVID-19の感染拡大
の中、やむなく閉講として2021年度の開講へ引き継ぐこととした。COVID-19は、人類が初め
て経験する感染症で、それに対応する術も未知数なことから、1回目の緊急事態宣言発令下に
あって、安全に、「何を、どのように、どれくらい」の決定が難しい中で、初めての広報手
段ではあったが、これまで紙媒体で行われていた情報の共有や提供、収集を通信ツールによ
って集約を始められたのは後期講座開講や2021年度開講準備に効果的な方法として位置づけ
られた。今後は、これを機に講座の開講方法や受講方法も対面だけの実施ではなくなってい
ることも予想されようし、遠隔にあっても受講できるメリットにも繋がるものと捉えてい
る。また、行動計画の課題となっていた講座の広報・広告の仕方についても紙媒体を削減さ
れることから経費面においても軽減されるものと思われる。
大学院では、臨床心理学領域の院生の研究も兼ねて、「東洋英和こころの相談室」が設け
られている。指導相談員（専任教員）、専門相談員（臨床心理士）、研修相談員（院生）及
び特別研究生（継続事例担当の修了生）から構成され、学外の人々の心理的相談に応じてい
る。2020年度は、心理相談室の業務管理の一環として、感染症対策と学生への感染症対策指
導を行うとともに、感染症感染拡大状況における業務継続の方針と手順を明確にすることが
できた。その結果、リスクの一つである学生及び来談者の感染やクラスターの発生が抑えら
れ、地域貢献を果たすこともできている。
2016年8月、学校法人東洋英和女学院と港区は連携協定を締結した。2016年度から2020年度
まで、講演会、シンポジウム、大使館講座等を中心に18回の連携事業を行った。そのうち、
人間科学研究科では、講演会、こころの相談室区民講座、マインドフルネスサークル等を実
施した。国際協力研究科は、国際関係研究所と共催して講演会を行った。港区民だけでな
く、広く一般の方に大学院の知見を公開することで、地域貢献や社会貢献の一端を担ってい
る。
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点検・評価項目③：社会連携・社会貢献の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。
また、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。
評価の視点1：適切な根拠（資料、情報）に基づく定期的な点検・評価
評価の視点2：点検・評価結果に基づく改善・向上

＜社会連携・社会貢献の適切性に関する点検・評価、改善・向上のための取組＞
社会連携・社会貢献活動の適切性については、社会連携、社会協力は、本学の建学の精神
からも重要なことであるのに、明確な方針がないことは不十分である。また、研究成果の社
会への還元は、生涯学習の市民講座や学部・研究科の講演会等で積極的に取り組み成果を上
げている。点検・評価については、各部局・研究所及び生涯学習センターにて定期的に実施
をしている。
2020年度の生涯学習センターでは、学びの機会を提供するためオンラインによる講座提供
のトライアルを実施した。受講者のニーズに耳を傾け、改善・向上に取り組んでいる。

（２）長所・特色
生涯学習や公開講座に加え、自治体との連携により持続可能な開発目標（SDGs）推進を実
施する体制が整い、地域連携とともに学生の学びの質も向上してきている。

（３）問題点
本学の社会連携、社会協力についての明確な方針を早急に定める必要がある。

（４）全体のまとめ
地域連携としては、学院本部がある東京都港区、大学本部がある横浜市緑区との連携を図
り、生涯学習センター及び各研究所による講座により、果たしてきた役割は広く社会貢献活
動として、地域に浸透しつつある。
また、持続可能な開発目標（SDGs）について、横浜市水道局との連携や東洋英和のオリジ
ナルコーヒー活動「一杯のコーヒーから始めるSDGs」等の取り組みによってSDGs推進を実施
している。
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第10章

大学運営・財務

第１節 大学運営
（１）現状説明
点検・評価項目①：大学の理念・目的、大学の将来を見据えた中・長期の計画等を実現するために
必要な大学運営に関する大学としての方針を明示しているか。

評価の視点1：大学の理念・目的、大学の将来を見据えた中・長期の計画等を実現するため
の大学運営に関する方針の明示
評価の視点2：学内構成員に対する大学運営に関する方針の周知

本学では、次の30年を見据えた中長期計画「Next30」を策定した。その計画に基づき、5年
を一区切りとする5カ年の中期計画を策定し、具体的な施策を進めており、大学運営に関する
方針については、以下のとおり定めている。
≪基本方針≫
本学院は、キリスト教（プロテスタント）の信仰と聖書の教えに基づき、建学の精神で
ある「敬神奉仕」に沿った人間形成を目指す学校教育を行っている。その上で本学の理念
や教育・研究の目的に沿って、適切な管理運営に努める。また、本学の持続的発展のた
め、安定的な財政基盤確立のもと、中長期の事業計画を策定・公表し、健全な管理運営を
図る。
＜大学運営＞
・学長のリーダーシップのもと、大学の適正な運営を図ることを目的として、教育研究、
修学支援、生活支援、進路支援の充実及び推進のため、適正な手続により管理運営を行
う。
・教育研究活動の「質」を担保し、「学生の学修成果」の水準等を恒常的・継続的に保証
するという、いわゆる「内部質保証」を推進する。
・関係法令を遵守し、積極的な情報公開を通じてコンプライアンスを徹底し、大学運営の
透明性の確保に努める。
＜財務＞
・教育研究を支える財務的基盤をより安定的なものとするために、コストを意識した効率
的な運営を図る。多様なステークホルダーに応えるべく、選択と集中による積極的な財
政施策を実行する。法人全体の中・長期事業計画を策定し、それに基づく予算管理及び
予算執行を行う。
この方針については、学院及び大学ホームページにおいて明示している。
なお、大学運営に関する方針については、教職員向け学内システムに明示し共有してい
る。
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点検・評価項目②：方針に基づき、学長をはじめとする所要の職を置き、教授会等の組織を設け、
これらの権限等を明示しているか。また、それに基づいた適切な大学運営
を行っているか。

評価の視点1：適切な大学運営のための組織の整備
・学長の選任方法と権限の明示
・役職者の選任方法と権限の明示
・学長による意思決定及びそれに基づく執行等の整備
・教授会の役割の明確化
・学長による意思決定と教授会の役割との関係の明確化
・教学組織（大学）と法人組織（理事会等）の権限と責任の明確化
・学生、教職員からの意見への対応
評価の視点2：適切な危機管理対策の実施

大学諸機関（学長・学部長・研究科長・教授会・大学評議会等）及び学院諸機関（院長・
常務理事会・学院評議会・学院理事会等）については、学校法人東洋英和女学院法人事務局
の編集にかかる「規程集」に収められた規則・規程・細則においてそれぞれの機能・権限・
責任が明文化されており、本学の管理運営はこの明文規定に則って適切に行われている。
なお、本学管理運営に関わる規程等は、学則が東洋英和女学院大学学則以下6種、人事が東
洋英和女学院大学長選考規則以下27種、会議・委員会等が東洋英和女学院大学評議会規則以
下22種、学事が東洋英和女学院大学入学者選抜規則以下30種、奨学金等が東洋英和女学院大
学奨学金規程以下12種、研究助成が東洋英和女学院大学研究助成規則以下6種、研究所が東洋
英和女学院大学死生学研究所規則以下10種、図書館・各種センター・心理相談室・スポーツ
施設が東洋英和女学院大学図書館規則以下16種、図書館等付属施設の利用が東洋英和女学院
大学図書館利用規程以下13種、その他が東洋英和女学院大学国民年金の学生納付特例の申請
に関する事務取扱規程以下3種に及ぶ。
また、「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律」が2014年6月27日に公布さ
れ、2015年4月1日から施行されたことに伴い、教授会規則等の改正を行った結果、教授会
は、審議機関から「学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり答申を行うもの」と
なり、学長のガバナンスが強化された。
人間科学部及び国際社会学部それぞれの教授会において学部全体の諸事項を審議するほ
か、人間科学科、保育こども学科、国際社会学科、国際コミュニケーション学科の各学科の
懇談会において学科の諸事項を議論する体制をとっており、教員からの意見への対応につい
ては、これらの体制により全体を統括し、調整し、整合させるのは学長の役割である。
東洋英和女学院大学長選考規則に基づき選出される学長は、各学部・研究科に属する教員
によって選任されたのち理事会・学長による任命された学部長・研究科長及び、事務部門を
統括する事務部長によって構成される執行部会の議長として、管理運営の諸事項を決し、執
行部会構成員を含めた主要委員会の長によって組織される大学運営委員会を通じてそれを明
示する。このような大学の運営に関する意思決定は、大学評議会の承認を得て母胎である東
洋英和女学院の管理運営に当たる学院運営協議会に報告され、その妥当性が検証される。学

111

【第 10 章 大学運営・財務】

院運営協議会は東洋英和女学院院長が主宰し、そこで了承された諸事項は、学院の常務理事
会での審議を経て学院評議会で議論され、理事会で承認される。
学生からの意見への対応については、広く「オピニオンボックス」を設置し学生の意見に
耳を傾け、改善・充実を行っている。大学院では、院生懇談会を実施し、教員と大学院事務
室職員が参加し、直接意見を聞く機会を設けており、その結果を大学院各研究科でのFD委員
会にて教員間での情報共有をし、授業運営の改善へ活用している。
危機管理対策の実施については、学長のリーダーシップの元、意思決定を行う体制となっ
ている。コンプライアンス意識の徹底では、倫理規範に関する問題は、その性格にしたがっ
てそれぞれ利益相反・研究審査委員会及び研究コンプライアンス推進委員会において取り扱
われ、必要に応じて調査委員会が設置されて手続きの適正を担保しつつ調査を行っている。
個人情報の取り扱いは「個人情報保護方針」や「個人情報保護に関する規程」、ハラスメン
トの防止は「ハラスメント規程」を定め、それぞれの所管部署が関連規程等に従い危機管理
対策を適切に実施いている。
2020年度は、COVID-19により、学びの危機的状況であったが、執行部を中心とした危機管
理対策により学長方針を定め、ホームページに広く公開した。

点検・評価項目③：予算編成及び予算執行を適切に行っているか。

評価の視点：予算執行プロセスの明確性及び透明性
・内部統制等
・予算執行に伴う効果を分析し検証する仕組みの設定
本学の各年度の予算編成は、次の手順により行っている。
10月 常務理事会、理事会、評議員会による「予算方針編成」決定
大学各部に予算申請書及び事業計画書配付
11月 大学各部から大学・会計部門へ予算申請書提出、大学各部の関係者で予算額の調整
12月 大学予算準備委員会及び予算委員会で協議・調整・決定
1月 学院各部から法人本部に予算案・事業計画案提出
法人本部と大学各部間での調整・ヒアリング
2月 全学院予算委員会、常務理事会、評議員会、理事会にて決定
3月 学院各部に当年度査定結果の通知

本学院の予算編成過程は以下のとおりである。当該年度前年10月理事会で決定された予算
編成方針に基づき、大学内で教員分と職員担当分毎に各部予算申請が行われ、一旦、申請内
容は取りまとめ部署である総務課会計に集約される。その後、事務部長、各学科主任、各課
長・事務長レベルで詳細部分についての確認作業が行われた上で、予算準備委員会（学長、
学部長、学科主任、研究科長、事務部長等）で調整作業が行われた後、1月の予算委員会で大
学案が決定される。学院全体の予算は、2月に学院全体の予算委員会で審議された上で、常務
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理事会を経た後、2月下旬に開催される学院の理事会及び評議員会で決議され成立する。
本学院の予算編成過程は以上の通りにて、学院全体の予算編成方針からスタートして、そ
れを基に各部が個別に予算申請を行い、本部と各部で調子絵を加えた後、各部の代表者で構
成する学院全体の予算委員会で審議された段階で、初めて学院全体の予算案となる。こうし
た過程を経ることにより、各部間の利害調整が図られており、その最終的な予算案が、常務
理事会の審議を経た上で、2月末に開催される理事会・評議員会で正式に決定される手順とな
っている。このような予算成立までの過程において十分な透明性の維持に留意している。
予算承認された項目は、総務課会計にてデータ化し、会計システムを更新するとともに予
算書を学内イントラネットにおいて公開している。各部署は執行の際に会計システムで支払
伝票を作成することから、リアルタイムにデータが更新され、予算残額の管理や予算外執行
の防止ができ、各部署と総務課会計の双方にて常に最新情報をチェックすることができる。
なお、当該年度9月に補正予算編成を行っている。これは学生数の確定による調整を行う。予
算執行については、諸規程に従い予算額を遵守しつつ、適切な決算とすることを意識して、
明確な責任体制のもと実行されている。

点検・評価項目④：法人及び大学の運営に関する業務、教育研究活動の支援、その他大学運営に必
要な事務組織を設けているか。また、その事務組織は適切に機能しているか。

評価の視点：大学運営に関わる適切な組織の構成と人員配置
・職員の採用及び昇格に関する諸規程の整備とその適切な運用状況
・業務内容の多様化、専門化に対応する職員体制の整備
・教学運営その他の大学運営における教員と職員の連携関係（教職協働）
・人事考課に基づく、職員の適正な業務評価と処遇改善

本学院職員の意欲や資質、職務遂行能力の向上を目的に職員研修制度を設けており、それ
ぞれの研修に関する取り扱い基準は「東洋英和女学院一般職員研修規程」に定められてい
る。研修の種類は学内研修、学外研修、研修出向の3種類である。また、学内研修は階層別に
「管理者研修」「準管理者研修」「係長研修」「職員研修」で法人総合企画部人事課が計
画、実施している。
また、2007年度から導入した「目標管理制度」は職員個々人が成長し、さらに大学並びに
学院全体の事務組織強化につなげていくこと、つまり組織と個人の成長を促すことを目的と
している。具体的には①目標の実現による組織・個人の成長②活力ある職場づくりの実現③
能力開発と人材育成の推進④適切な評価などがあげられる。この制度は管理職による職場で
の人材の育成・活用は、あくまでも「職場目標の達成のために行われる活動」であり、管理
職による人材の育成・活用の目的は、人の能力を最大限に引き出し伸ばすことによって、限
りある資源の有効活用を図り、職場目標を確実に達成していくことである。
そのためには①目標設定における情報の提供と適切な助言②目標達成プロセスにおける観
察・指導・アドバイス③職場メンバーの育成、成長への支援が必要となる。評価に関しては
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公平・公正な評価に基づき適正に処遇する業務評価のためのハンドブックを整備し、評価す
る管理者の考課スキルの向上と評価を明確にするようにしている。この制度の目標としてい
る組織と個人の成長を促すことは達成されつつある。
点検・評価項目⑤：大学運営を適切かつ効果的に行うために、事務職員及び教員の意欲及び資質の
向上を図るための方策を講じているか。
評価の視点：大学運営に必要なスタッフ・ディベロップメント（SD）の組織的な実施

スタッフ・ディベロプメント（SD）については、法人事務局総務企画部人事課により、毎
年度一般職員SD研修という全体研修の案内及び、自由選択研修という業務を遂行する上のス
キルの向上とともに他大学の職員との交流において自分の立ち位置を自覚することを期待
し、外部研修の受講を積極的に勧めており、職員の自己研鑽に対して、経費補助制度を設け
ている。2020年度においては、COVID-19の影響により、全体研修の一般職員SD研修は中止と
なった。
点検・評価項目⑥：大学運営の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、その結
果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。
評価の視点1：適切な根拠（資料、情報）に基づく定期的な点検・評価
評価の視点2：監査プロセスの適切性
評価の視点3：点検・評価結果に基づく改善・向上

大学の運営の適切性については、大学運営に関する方針に基づき、学長が委員長を務め定
期的に開催される大学運営委員会、及びこれも学長が議長を務め適宜機動的に開催される大
学執行部会や内部質保証推進委員会において、教務・課外活動・就職活動・入試等の実務上
の展開との関連で齟齬ないし矛盾が生じていないかについては、必要に応じて議題とされ
る。これらの取り組みを通じて、大学の理念・目的の適切性は定期的に検証が行われてい
る。
本学院では監査法人による会計監査が11月から5月までほぼ毎月行われており、5月の決算
監査で年度の監査法人監査が終了する。また、私立学校法第37条第3項に基づき、監事による
監査も適切に行われている。監査報告書は、学院ホームページで公開されている。

（２）長所・特色
本学の理念・目的に基づき、中・長期計画を実現するために必要な大学運営に関する方針に
ついて、適切に明示している。
大学運営に関する各種規程を定め、適正に運営を行っている。

（３）問題点
SD研修が、大学運営の方針とは必ずしも連関したものとなっておらず、専ら個人のスキル向
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上に重点を置き、事務組織として行われる機会が少ないことは、改善すべきである。
今後の更なる少子化の流れの中で、益々運営の厳しさが増していく大学経営の在り方を協議
していく中で、「大学改革推進会議」等において、決算確定後の各部局の予算執行に伴う効果
を分析し、これまで以上に財政面をより意識した視点も加味して、検討を加えていく必要があ
る。

（４）全体のまとめ
中・長期計画を実現するために、本学の理念・目的に基づいた大学運営に関する方針を定めてお
り、教職員に周知している。また、適切な大学運営のための組織の整備及び危機管理対策について
事務組織が柔軟に対応しており、予算編成及び予算執行に係る検証の仕組みにおいても適切に設定
している。
法人及び大学運営に関する業務、教育研究活動の支援、その他大学運営に必要な事務組織を設け
ており、その事務組織については適切に機能している。
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第２節 財務
（１）現状説明
点検・評価項目①：教育研究活動を安定して遂行するため、中・長期の財政計画を適切に策定して
いるか。

評価の視点1:大学の将来を見据えた中・長期の計画等に則した中・長期の財政計画の策定
＜私立大学＞
評価の視点2：当該大学の財務関係比率に関する指標又は目標の設定

本学院は、幼稚園から大学院迄の一貫教育機関として、教育研究活動の充実を図るべく、
常にハード・ソフト両面からの教育・研究施設の整備に努めている。学院全体の資金（予
算）配分については、原則各校（大学院から幼稚園迄の各校）の収支均衡を原則としながら
も、大型設備投資や、校舎の増改築等で、単年度では収支均衡が大幅に崩れ、単体で財務指
標が悪化する場合には、学校法人全体の立場から総合的に判断し、予算配分を決定してい
る。
法人全体としては、毎年9月の常務理事会で、各校が今後5年間に予定する事業計画に基づ
き、中長期計画（消費収支見通し）が協議され、法人全体の収支構造を明らかにした上で、
学院全体の資金（予算）配分のあり方を確認し、10月に次年度の予算編成方針を策定し、評
議員会に諮り、理事会で決議している。
本法人の財政の安定度は、過去5年間で借入金返済も順調に進み、学院全体の純資産（基本
金と繰越収支差額の合計）は 2016 年度の 378 億円 から 2020 年度には 385 億円に増加
し、純資産構成比率も 93.2％から 93.5％に上昇しており、財政基盤の安定に繋がってい
る。
点検・評価項目②：教育研究活動を安定して遂行するために必要かつ十分な財務基盤を確立してい
るか。

評価の視点1：大学の理念・目的及びそれに基づく将来を見据えた計画等を実現するために
必要な財務基盤（又は予算配分）
評価の視点2：教育研究活動の遂行と財政確保の両立を図るための仕組み
評価の視点3：外部資金（文部科学省科学研究費補助金、寄附金、受託研究費、共同研究費
等）の獲得状況、資産運用等

定員の厳格化の方針に基づき、2019年度に収容定員20名の削減を行った。その上で収容定
員の1.1倍を目途に学生数を2,000名となるようゆるやかに教育の質を高めるようにした結
果、学生生徒等納付金が減少してきた。教育研究活動に必要な設備・機器の更新等は積極的
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に対応する一方で、その間、カリキュラムの見直し等による兼務教員数の削減や、教育研究
経費や管理経費の経常・特別分での削減策を講じ、効果的な広報戦略による学生募集計画へ
の予算確保、新たな補助金対象事業への参入を積極的に模索し、全学的に取り組んでいると
ころではあるが、帰属収支差額の大幅な減少には、歯止めをかけることが出来なかった。
外部資金の獲得状況については、2020年度における科学研究費助成事業採択状況は、新規
採択が 2 件前後、継続課題を含めた取り扱い課題数が 15 件程度であり、各年度に科学研究
費助成を受けている。取り扱い課題数は年々増加傾向を辿っており、2019 年度は取り扱い課
題数が過去最高の 22 件となった。
本学院の資産運用状況については、リスクの高い金融資産は保有しておらず、安定的な運
用をしている。
2020年度は、大学の設備・施設面で政策的に集中的に更新や修繕を行ったこと、COVID-19
対策の一環である学生給付金等の支出を行った。

（２）長所・特色
本学の質の高い教育研究活動を継続的に維持するための安定した財政的基盤を確立するた
め、入学定員の確保に努めている。2019年度までは入学定員以上の入学者を確保しているこ
ともあり、財政的基盤は安定したものとなっていることは評価できる。また、学費の値上を
実施することが厳しく難しい環境の中で、外部資金や寄付金等の獲得により収入増加を図る
と同時に無駄な費用の削減等の支出を減少させることを積極的に行っている。加えて年度ご
とに各種事業の点検評価、検証を行い、その結果をフィードバックし、次年度以降の予算編
成に活かすサイクル、いわゆるPDCAサイクルを確立している。

（３）問題点
今後も本学が質の高い教育研究活動を継続的に行うには、「安定した財政的基盤を確保す
る」ことが重要であり、帰属収入に占める学生生徒等納付金収入の比率が7割以上である収入
構造において、安定した志願者と入学者を確保することが必須である。財政的には安定的に
推移しているが、学生生徒等納付金収入への依存率が高いことから、入学者の確保がままな
らない年度かつ、大型の設備投資を行うと単年度でマイナス決算となってしまうため、外部
資金や寄付金の獲得による収入の多様化に取り組むことが不可欠となっている。

（４）全体のまとめ
大学の理念・目的に基づき、財務に関する方針及び中・長期計画の財務計画を適切に策定
している。現在のところ外部からの長期及び短期資金の借入はなく、事業活動を自己資金で
賄っている。今後、教育の内部質保証を確保するとともに、収支改善を図る取り組みを継続
的に行っていく。
また、保有する施設設備を有効に活用しながら、学納金以外の収入も安定的に確保するよ
うに、改善を進めており、外部資金である競争的資金の獲得、地域における産・官・学の連
携による共同研究・受託研究費などを獲得するため、取り組みを行っていく。経費削減の見
直しに着手しており、事業活動収支を改善するように努めていく。

117

【第 10 章 大学運営・財務】

今後、安定的に入学者を確保し定員を充足させ、教育・研究に重点を置いた効果的な予算
配分を行い、教育の質の保証を確保するとともに、支出経費の削減に取り組み、収支の改善
を図っていく。
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終章
【全学自己点検・評価委員会】
本学の内部質保証については、教育改善の取組みとして、これまで学部・研究科・委員会
等ごとにそれぞれが点検・評価サイクル（PDCAサイクル）を確立することで行われてきた。言
い換えれば、「ボトムアップ型」が主であったと言える。その後、教学マネジメントの強化
と全学的な内部質保証の必要性から、「トップダウン型」の全学的な内部質保証システムを
構築し、その点検・評価サイクルの確立を進めてきているが、ボトムアップ型とトップダウ
ン型をうまく融合させていかなければ、本学の場合、真の意味での教育改善にはつながらな
いと考えている。また、当然のことながら、改善行動に力を注ぐためには、点検・評価にか
かる業務負担についても考慮しなければならない。そのため、現在の取組みも続けていきな
がら、効率化も含めた内部質保証システムのさらなる見直しを進めていくことを目指してい
く。
大学の理念・目的の実現に向けた教育研究組織の整備は一定程度充実しているといえる。
一方で、教育研究組織の改善等を進めるための組織的な取組みはあまり進んでいなかった。
そのため、全学的な視点を持った内部質保証システムに基づく点検・評価、さらには改善を
推進することで、組織体制のあり方を検討していきたい。
この問題を念頭に置いて、今回作成された自己点検・評価報告書で明らかにされた具体的
な課題について、ここでまとめてみたい。
第1章では、本学の理念・目的の設定について、私学法改正を踏まえ長期ビジョンや中長期
計画を教職員が共有していると言える。
第2章「内部質保証」では、全学的な内部質保証、学内のPDCAサイクルの構築など、自己点
検・評価を組織的に遂行していくシステムの確立がされつつあると言える。
第3章「教育研究組織」では、本学の理念・目的の実現のための研究教育組織について、そ
の適切性が論じられている。
第4章「教育課程・学習成果」では、特に教育方法や学習指導について、授業の改善に関す
る組織的な対応が不十分である。また、教育成果については、FD委員会により学生の授業評価
アンケートを年に2回実施しているが、学生の回答率が低下しており、新たな方策が必要であ
る。さらにまた、学生の視点による学生FDの導入が求められる。
第5章「学生の受け入れ」では、2020年度募集においては学部の定員の定員充足率が低く次
年度に向け対策が必要である。大学院においても定員充足率が低く、改善が求められる。
第6章「教員・教員組織」では、専任教員の年齢構成が比較的高年齢に偏っていること、教
員の資質向上を図るための方策が不十分であることが問題として指摘されている。
第7章「学生支援」では、学生生活アンケートの回答率の低下や、アドバイザー制度の今後
の活用などの問題がある。
第8章「教育研究等環境」では、教育環境の整備に関する方針が明確に定められていないと
いう問題がある。
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【終章】

第9章「社会連携・社会貢献」では、社会との連携・協力に関する方針が定められていない
という問題がある。
第10章「大学運営、財務」では、財政の安定化のために、学生生徒等納付金への依存率が高
い現状を改める必要がある。
以上、各章ごとの主な問題点をまとめて概観したが、総じて言えることは、2015年度に続い
て2019年度にカリキュラム改革が行われるなど、学部学科・研究科ともに「質の向上」の面で
は一定の成果を上げているが、「質の保証」の面では、全体として未だ十分とは言えないと
いうことである。大学創設以来の教育方針である「専門性に根ざした“英和型”の教養教
育」―いわゆる「英和式リベラルアーツ教育」を一層推進するために、「英和スピリッツ」
の名のもとに、カリキュラムの全体的見直しを行い、徐々に2019年度カリキュラムの良さと問
題点が共有され始めている。今後は、大学運営・一体感の醸成とともに、内部質保証システ
ムの一層の整備に向けた方策・方針を策定し、こうした改善・改革の取り組みに対する各教
職員の意識の向上にも努めなければならない。
少子高齢化や、大学受験人口の減少など、大学をめぐる環境がますます厳しくなる中、
「敬神奉仕」という、キリスト教に基づく本学の建学の精神を堅持しつつ、大学に対する社
会の新しいニーズに対応して、新しい改革を進める姿勢を明確に示すことが必要であろう。
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大学資料一覧（2020年度自己点検・自己評価Ⅷ）
点検・評価報告書
評定一覧表
大学基礎データ
基礎要件確認シート
大学を紹介するパンフレット

１

２

３

理念・目的

資料の名称
学長挨拶
東洋英和女学院建学の精神
大学建学の精神と理念・目的（教育目標）
東洋英和女学院大学3つのポリシー（大学の方針）
東洋英和女学院大学大学院3つのポリシー（大学院の方針）
東洋英和女学院大学大学院沿革
東洋英和女学院大学沿革
大学概要
大学案内ガイドブック2022
東洋英和女学院大学学則
大学院案内・概要
大学院案内ガイドブック2022
東洋英和女学院大学大学院学則
2021大学院便覧
東洋英和女学院総合案内2021
学院創立130周年大学開学25周年記念行事
学院創立135周年大学開学30周年記念講演「近代日本における女子教育と東洋英和」
学部、学科、課程ごとの名称及び教育研究上の目的
人間科学部人間科学科学びの特色
人間科学部保育子ども学科学びの特色
人間科学部パンフレット2022
国際社会学部国際社会学科学びの特色
国際社会学部国際コミュニケーション学科学びの特色
国際社会学部パンフレット
大学院設置の趣旨/教育研究の特色
人間科学研究科案内
国際協力研究科案内
国際協力研究科パンフレット
4月オリエンテーション・ガイダンス資料
5月オリエンテーション合宿2018
国際社会学部1年生親睦会記録
大学院説明会・相談会
大学院研究科紹介MOVIE
英和スピリッツ
東洋英和女学院史料室だより
村岡花子記念講座2019全4回
講義科目「村岡花子記念講座」資料
中期計画
ラーニングコモンズ主催SDGｓ勉強会
エビデンス① 2020年度 LC利用状況
エビデンス② 2020年度コーヒープロジェクト報告書
エビデンス③ 2020年度LC活動資料
エビデンス④ 2020年度LC感染症対策
2021年度大学学事歴
2021年度大学院学事歴
【資料02】20200415 第2回学科懇記録
【資料03】オンライン授業講習資料（4月17日FD）
【資料04】後期オンライン授業研修会資料
【資料05】オンデマンド授業に関するワークショップのお知らせ
【資料06】200828前期授業アンケートの分析（国際社会学科）
【資料07】20200909 第7回学科懇記録
【資料08】20210312 臨時学科懇
2020短期心理支援ワークショップのご案内
2020短期心理支援ワークショップポスター
【人間科学科】エビデンス人間科学科懇談会メモ
2020年度実習実施詳細
2020年度保育実習・教育実習実施に向けてのフロー
3月4日ワークショップのご案内 （教務委員会・FD委員会共催）
2020年度第1回大学評議会議事録
2020年度第７回学科懇議事録
2020年度第9回大学評議会議事録

ウェブ（資料）
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/about/aisatsu.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/about/kengaku.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/about/mokuhyou.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/pdf/about/policy.pdf
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/daigakuin-annai/housin.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/daigakuin-annai/enkaku.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/about/enkaku.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/about/index.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/pdf/digitalpamphlet/university-guidebook2022.pdf
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/pdf/about/gakusoku.pdf
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/index.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/pdf/digitalpamphlet/gradschool-guidebook2022.pdf
規程
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/inseimuke/youshiki/054.pdf
パンフレット
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/news/topics/25.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/20191106_kirokusyu.pdf
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/department_info_new/index.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/department_info_new/ningenkagakuka/index.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/department_info_new/hoikugakka/index.html
パンフレット
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/department_info_new/kokusai_syakaigakka/index.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/department_info_new/kokusai_com/index.html
パンフレット
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/daigakuin-annai/syushi_tokusyoku.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/kenkyuuka/index.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/kenkyuuka/s_master.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/news/pdf/kokusaikyouryoku2020.pdf
根拠資料
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/campuslife/2018/05/20180523.html
国際コミュニケーション学科
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/nyushi/setumeikai.html
https://sites.google.com/toyoeiwa.ac.jp/weboc
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/spirits/
パンフレット
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/shisetsu/syougai/2019/08/2019_-606.html
根拠資料
根拠資料
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/campuslife/2021/06/20210630.html
ラーニングコモンズ部会
ラーニングコモンズ部会
ラーニングコモンズ部会
ラーニングコモンズ部会
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/about/gakujireki.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/daigakuin-annai/gakujireki.html
国際社会学科
国際社会学科
国際社会学科
国際社会学科
国際社会学科
国際社会学科
国際社会学科
社会技術研究所
社会技術研究所
人間科学科
保育子ども学科
保育子ども学科
国際コミュニケーション学科
国際コミュニケーション学科
国際コミュニケーション学科
国際コミュニケーション学科

東洋英和女学院大学自己点検・評価実施要項
全学自己点検規程
自己点検実施細則
内部質保証推進委員会規程
全学自己点検・評価委員会規程
大学 改善報告書
【全学自己点検・評価委員会】2020年度自己点検・評価報告書
【国際協力研究科】2020年度自己点検・評価報告書（国際協力研究科）
【国際社会学科】【国社】2020年度自己点検・評価報告書
【国際社会学部】自己点検・評価報告書
【人間科学科】2020年度自己点検・評価報告書
【人間科学研究科】2020年度自己点検・評価報告書
【人間科学部】2020年度自己点検・評価報告書 (佐藤智美)
【保育子ども学科】2020年度自己点検・評価報告書（保育子ども学科）
資料3_【ﾌｫｰﾏｯﾄ】自己点検・評価報告書（国際コミュニケーション学科）
【メディア研】自己点検・評価報告書
【国際関係研究所】国際関係研究所自己点検・評価報告書
【死生学研究所】2020年度自己点検・評価報告書死生学研究所
【社会技術研究所】社会技術研究所 2020年度自己評価
【保育子ども研究所】2020年度自己点検・評価報告書 保育子ども研究所
東洋英和女学院大学自己点検・評価規程
東洋英和女学院大学全学自己点検・評価委員会規則
東洋英和女学院大学内部質保証推進委員会規則
東洋英和女学院大学外部評価委員会規則
語学教育部会_2020年度自己点検報告書
【オンライン授業部会】2020年度自己点検・評価報告書（オンライン授業部会） (1)
【ラーニングコモンズ部会】2020年度自己点検・評価報告書
【教務委員会】2020年度自己点検・評価報告書（教務委員会）
【四資格部会】2020年度自己点検・評価報告書（四資格部会）2021.05.13
【実習指導部会】2020年度自己点検・評価報告書
【宗教委員会】2020年度 宗教委員会 自己点検報告書
【心理実習部会】2020年度自己点検・評価報告書（心理実習部会）
【入試委員会】202105提出-2020年度-自己点検・評価報告書
2020年度自己点検・評価報告書_資料1～資料11まとめ
【FD委員会】2020年度 FD委員会 自己点検・評価報告書 提出用
【ハラスメント防止対策委員会】2020年度自己点検・評価報告書
【学修支援委員会】2020年度自己点検・評価報告書
【学生・健康相談室委員会】2020年度自己点検・評価報告書
【学生委員会】2020年度自己点検・評価報告書
【教職・実習センター】自己点検報告書
【教職・実習センター中高部会】 2020年度自己点検・評価報告書
【国際交流センター運営委員会】2020年度自己点検・評価報告書（国際交流センター運営委員会）
【障がい学生支援委員会】20210524 障がい学生支援委員会 資料3_自己点検・評価報告書
【心理相談室担当者会議】2020年度自己点検・評価報告書 心理相談室担当者会議
【研究コンプライアンス推進委員会】2020年度自己点検・評価報告書
【施設総務委員会】2020年度自己点検・評価報告書
【情報処理センター管理運営委員会】2020年度自己点検・評価報告書
【図書館委員会】2020年度自己点検・評価報告書（図書館）
【大学院紀要委員会】2020年度自己点検エビデンス
【大学院紀要委員会】2020年度自己点検報告書
【利益相反・研究審査委員会】利益相反・研究倫理2020年度自己点検・評価報告書
【研究論集委員会】2020年度自己点検・評価報告書
【心理実習センター運営委員会】2020年度自己点検・評価報告書 心理実習センタ― 0528
【生涯学習センター運営委員会】2020年度自己点検・評価報告書
【全学教育部会】2020年度自己点検・評価報告書（全学教育部会）
「特定の課題についての研究成果の修了基準等について」国際協力研究科委員会

根拠資料
根拠資料
根拠資料
規程
規程
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/about/jyoho.html
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料
根拠資料

死生学研究所
「生と死」シンポジウム（確定）
死生学研究所2020年度公開連続講座 伊藤先生(6回・確定)
死生学研究所2020年度公開連続講座 奥山先生（7回・確定）
死生学研究所2020年度公開連続講座 山田先生・秋本先生（1・2回・確定）
死生学研究所2020年度公開連続講座 松下先生（4回・ 確定）
死生学研究所2020年度公開連続講座 大林先生（3回・確定）
死生学研究所2020年度公開連続講座 島薗先生（5回・確定)
国際関係研究所
保育子ども研究所
保育子ども研究所子どもの広場
保育子ども研究所親子プレイグループ
愛星幼稚園 石川かおる先生 20210119
共育工房ippo福島計一先生インタビュー20210129
興望館保育園のコロナ対応事例原稿（最終）
西巣鴨さくらそう保育園山口範子先生20210304
白根学園飯山文子先生インタビュー20210226
かえで幼稚園大漉知子先生インタビュー20210222
メディア・コミュニケーション研究所
【メディア研】根拠資料News Letter第11号
社会技術研究所

https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/shiseigaku/index.html
死生学研究所
死生学研究所
死生学研究所
死生学研究所
死生学研究所
死生学研究所
死生学研究所
https://www.gendaishikenkyu.net/
https://sites.google.com/toyoeiwa.ac.jp/educare/
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/news/event/event_86.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/news/topics/news_2016101201.html
保育子ども研究所保育者へのインタビュー
保育子ども研究所保育者へのインタビュー
保育子ども研究所保育者へのインタビュー
保育子ども研究所保育者へのインタビュー
保育子ども研究所保育者へのインタビュー
保育子ども研究所保育者へのインタビュー
https://www.toyoeiwa.ac.jp/media/index.html
メディア・コミュニケーション研究所
https://sites.google.com/toyoeiwa.ac.jp/shakai-gijutsu/

内部質保証

教育研究組織
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教授会規程

規程

４

教育課程・学習成果

東洋英和女学院大学学術リポジトリ
資料⑤ー1：2021年度履修登録マニュアル
資料⑤ー2：2021年度授業・履修登録について（学生用）
資料⑤ー3：2021年度履修登録スケジュール
全学共通科目カリキュラム
全学共通科目ピックアップ
人間科学部/人間科学科専門教育科目カリキュラム
人間科学部/保育子ども学科専門教育科目カリキュラム
人間科学部/人間科学科専門教育科目ピックアップ
人間科学部/保育子ども学科専門教育科目ピックアップ
国際社会学部/国際社会学科専門教育科目カリキュラム
国際社会学部/国際コミュニケーション学科専門教育科目カリキュラム
国際社会学部/国際社会学科専門教育科目ピックアップ
国際社会学部/国際コミュニケーション学科専門教育科目ピックアップ
国際社会学部4年生の国際協力研究科での履修について
国際社会学部・国際協力研究科5年一貫教育制度について
大学院履修について
大学院長期履修制度について
大学院科目等履修制度
大学院研究科・専攻・課程/修業年限
大学院課程の修了/授与する学位
大学院講義時間帯/開講スケジュール
大学院国際研究科プログラム履修制度
大学院人間科学領域プログラム概要
大学院人間科学領域職業実践力育成プログラム（BP）への申請について
大学院人間科学領域授業科目の概要について
大学院臨床心理学領域プログラム概要
大学院臨床心理学領域職業実践力育成プログラム（BP）への申請について
大学院臨床心理学領域授業科目の概要について
大学院幼児教育・発達臨床学領域プログラム概要
大学院幼児教育・発達臨床学領域職業実践力育成プログラム（BP）への申請について
大学院幼児教育・発達臨床学領域授業科目の概要について
博士論文等について
修士論文等について
特定の課題についての研究の成果の修了基準等について
博士学位論文審査についての申し合わせ事項
資料 (1)A第2回語学教育部会 議事録
資料 (1)B第3回語学教育部会 議事録
資料 (1)C第4回語学教育部会 議事録
資料 (2)A第5回語学教育部会 議事録
資料 (2)B第6回語学教育部会 議事録
資料 (2)C第7回語学教育部会 議事録
資料 (2)D第6回語学教育部会（資料6）授業評価アンケート
資料 (2)E第7回語学教育部会（資料3）授業アンケートの追加質問
資料 (3)A第4回語学教育部会（資料5-5）Readeingスコア比較表
資料 (3)B第4回語学教育部会（資料5-5）Listeningスコア比較表
資料 (4)2019年度Freshman English TOEIC Bridgeスコアデータ
資料 (5)AFreshman and Sophomore New English Curriculum2019 Teacher's Handbook
資料 (5)BGuidelines for Remote English Classes2020
資料 (5)CExplanation,Workshop,Q&A for English Teachers 2021
資料 (5)D語学教育部会（資料3）Zoom Q&A Workshop Sessions to Assist English Teachers2020
資料 (5)語学教育オンライン授業の研修会
別紙2第7回語学教育部会（資料2-4）非常勤教員向け資料の確認及び配布方法
学修の成果に係る評価GPA制度
学位授与数
東洋英和女学院大学学位規程
単位互換制度
上智大学大学院との単位互換制度
早稲田大学社会科学研究科・東洋英和女学院大学交流学生2020年度成績
取得可能な学位、資格
人間科学部保育子ども学科の目指す資質を持った教員養成
保育子ども学科2020卒業論文発表会説明会
人間科学部人間科学科の目指す資質を持った教員養成
国際社会学部国際社会学科の目指す資質を持った教員養成
国際社会学部国際コミュニケーション学科の目指す資質を持った教員養成
教員養成に係る組織
各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目について
教員養成に係る授業科目、授業の方法及び内容並びに年間授業計画について
卒業者の教員免許状の取得状況
教員養成に係る教育の質の向上に係る取組
【四資格部会】(資料)2020・2021年度 四資格科目開講科目について
【資料1】教職・実習センターの利用について
日本臨床心理士資格認定協会認定資格「臨床心理士」受験資格について
幼稚園教諭専修免許課程について
公認心理師受験資格取得について
大学院が紹介されました（国際協力研究科）
【資料2】2020資格取得希望者数一覧
①オンライン授業部会第0回議事録
②【教員用マニュアル】オンライン授業の準備 0414
③【教員用マニュアル】後期授業の準備にむけて
④2020年度前期オンライン授業マニュアル（学生用）
⑤2020年度後期オンライン授業マニュアル（学生用）
⑥【教員用】0417 オンライン授業講習
⑦【教員用】後期授業準備にあたって――2020後期オンライン授業研修会
⑧【前期】学生向けオンライン授業講習会0507-12
⑨【学生向け】後期オンライン授業講習会0907-10
⑩【2021マニュアル】オンデマンド授業の準備 完成版
⑪【教員用】前期オンライン授業アンケート報告書
⑫【学生向け】前期オンライン授業アンケート結果報告書
⑬【確定版】2020年度東洋英和女学院大学オンライン授業実施報告書
資料➀：2020年度オンライン形態時間割一覧
資料②：2020年度東洋英和女学院大学オンライン授業実施報告書
資料③：2020年度役職者・各種委員一覧表（2020年10月1日現在）
資料④ー1：2021年度対面授業ガイドライン
資料④ー2：Face to Face Class Guidelines for 2021 (Japanese-English)
資料⑥ー1：2021年度前期オンライン授業ガイド（学生用）
資料⑥ー2：2021年度前期授業の準備ーオンデマンド授業を中心にー（教員用）
資料⑦：2021年度対面授業についての配慮願について
【資料3－①】感染症対策（学生用）案
【資料3－②】感染症対策（実習先）案
【資料3－③】健康管理表 2020.6.8-6.21
全学/フレセミ2020後期オンラインマニュアル
全学/フレセミ2021後期オンラインマニュアル（Zoom)
全学/フレセミ2020前期オンラインマニュアル
資料1-1（第2回資料4年次書計画書心理実習部会）
資料2-1（第4回心理実習部会議事録）
資料2-2（公認心理師資格科目心理実習厚労省申請書）
資料2-3（第4回心理実習部会議事録）
資料３-3（20200605文科省コロナ対策ガイドライン実習に関して）
資料３-4（202000302医療関係実習に関する事務連絡文科省）
資料4（第3回心理実習部会議事録）
資料5（2020第6回心理実習部会議事録）
【A】【Zoom審議】2020年度宗教委員会議事録 第2回
【B】【メール審議】2020年度宗教委員会議事録 第4回
【C】週報2020-21【20201109】
【D】【Zoom審議】2020年度臨時宗教委員会議事録 第1回
【E】【Zoom審議】2020年度宗教委員会議題 第5回議事録
第1～12回全学教育部会 議事録
全学/基礎情報2020後期担当者マニュアル
全学/基礎情報2020前期マニュアル①
全学/基礎情報2020前期マニュアル②
全学/基礎情報2020期期マニュアル③

https://toyoeiwa.repo.nii.ac.jp/
教務委員会
教務委員会
教務委員会
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/department_info_new/common.pdf
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/department_info_new/common_subject.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/department_info_new/ningenkagaku.pdf
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/department_info_new/hoikukodomo.pdf
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/department_info_new/ningenkagakuka/subject.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/department_info_new/hoikugakka/subject.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/department_info_new/ningenkagaku.pdf
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/department_info_new/kokusaicommu.pdf
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/department_info_new/kokusai_syakaigakka/subject.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/department_info_new/kokusai_com/subject.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/kamokutou/kokusai4nen.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/kamokutou/5ikkan.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/zaigakusei/rishu.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/nyushi/choukirishu.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/kamokutou/kamokutou.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/daigakuin-annai/katei_nengen.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/daigakuin-annai/katei_gakui.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/daigakuin-annai/kougi_kaikou.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/kamokutou/program.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/pdf/kenkyuuka/program01.pdf
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/pdf/kenkyuuka/style01_1.pdf
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/pdf/kenkyuuka/style01_2.pdf
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/kenkyuuka/index.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/pdf/kenkyuuka/style02_1.pdf
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/pdf/kenkyuuka/style02_2.pdf
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/pdf/kenkyuuka/program03.pdf
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/pdf/kenkyuuka/style03_1.pdf
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/pdf/kenkyuuka/style03_2.pdf
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/zaigakusei/shuryou/hakushironbun.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/zaigakusei/shuryou/syushi_ronbun.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/pdf/zaigakusei/kenkyuseika.pdf
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/news(/pdf)/hakase_gakuironbun_moushiawase2018.3.pdf
語学教育部会
語学教育部会
語学教育部会
語学教育部会
語学教育部会
語学教育部会
語学教育部会
語学教育部会
語学教育部会
語学教育部会
語学教育部会
語学教育部会
語学教育部会
語学教育部会
語学教育部会
語学教育部会
語学教育部会
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/department_info_new/gpa.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/about/jyoho.html#006
規程
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/department_info_new/tanigokan.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/news/news_369.html
国際協力研究科
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/shikaku/index.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/pdf/shikaku/hoiku.pdf
保育子ども学科
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/pdf/shikaku/ningen.pdf
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/pdf/shikaku/kokusai_syakai.pdf
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/pdf/shikaku/kokusai_com.pdf
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/pdf/shikaku/betu1_a.pdf
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/pdf/shikaku/betu1_b.pdf
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/pdf/shikaku/betu2.pdf
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/pdf/shikaku/betu3.pdf
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/pdf/shikaku/betu5.pdf
四資格部会
実習指導部会
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/shikaku/rinshoushinrishi.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/shikaku/youchien.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/shikaku/shinrishi.html
https://shingakunet.com/syakaijin/0001769195/0001870966.html
実習指導部会
オンライン授業部会
オンライン授業部会
オンライン授業部会
オンライン授業部会
オンライン授業部会
オンライン授業部会
オンライン授業部会
オンライン授業部会
オンライン授業部会
オンライン授業部会
オンライン授業部会
オンライン授業部会
オンライン授業部会
教務委員会エビデンス
教務委員会エビデンス
教務委員会エビデンス
教務委員会エビデンス
教務委員会エビデンス
教務委員会エビデンス
教務委員会エビデンス
教務委員会エビデンス
実習指導部会
実習指導部会
実習指導部会
全学教育部会
全学教育部会
全学教育部会
心理実習部会
心理実習部会
心理実習部会
心理実習部会
心理実習部会
心理実習部会
心理実習部会
心理実習部会
宗教委員会
宗教委員会
宗教委員会
宗教委員会
宗教委員会
全学教育部会
全学教育部会
全学教育部会
全学教育部会
全学教育部会

５

学生の受け入れ

2022年度入学試験要項
大学入試情報
2022年度入試対応学科別アドミッション・ポリシー
入学者に関する受け入れ方針
大学院募集要項
大学院入試説明・相談会
大学院アドミッション・ポリシー
過年度入試結果データ（2018～2021）
2021年度全入試状況表
東洋英和女学院大学入学者数
東洋英和女学院大学収容定員、在籍者数
東洋英和女学院大学退学者数、中退率、留年者数
社会人学生数、海外派遣学生数
大学院入試情報
大学院入学試験日程
大学院入試結果
大学院収容定員
横浜女学院、横浜隼人
横浜創学館、平塚学園

https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/nyushi/2020/08/youkou.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/nyushi/index.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/pdf/about/2022_policy.pdf
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/about/housin.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/nyushi/youkou/index.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/nyushi/setumeikai.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/daigakuin-annai/housin.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/nyushi/data.html
入試委員会
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/about/jyoho.html#002
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/about/zaisekisha.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/about/jyoho.html#007
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/about/jyoho.html#008
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/nyushi/youkou/index.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/nyushi/nittei.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/nyushi/shutugan.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/daigakuin-annai/teiin.html
入試委員会
入試委員会

６

教員・教員組織

東洋英和女学院大学教員選考基準
東洋英和女学院大学教員選考規則
東洋英和女学院大学教授会規則
東洋英和女学院大学評議会規則
東洋英和女学院大学大学院研究科委員会規則
専任教員の教育・研究業績一覧
大学専任教員数

規程
規程
規程
規程
規程
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/about/senninkyouin.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/about/zaisekisha.html#kyouinsuu
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大学各教員が有する学位及び業績
大学年齢別教員数
大学職階別教員数
大学専任教員と非常勤教員の比率
大学院教員紹介
大学専任教員一覧
実務経験のある教員が担当する科目一覧表
FD活動について
資料6-3 2020年度第4回ＦＤ委員会記録 修正済
資料8-3 2020年度第８回ＦＤ委員会記録 修正版
2020年度第６回ＦＤ委員会記録
資料8-2 2020年度第７回ＦＤ委員会記録 修正済
資料8-1 2021年度第1回ＦＤ委員会記録
オンライン授業講習会開催のお知らせ【FD委員会】
2015年度前期授業アンケート集計結果（大学）
2015年度後期授業アンケート集計結果（大学）
2016年度前期授業アンケート集計結果（大学）
2016年度後期授業アンケート集計結果（大学）
2017年度前期授業アンケート集計結果（大学）
2017年度後期授業アンケート集計結果（大学）
2018年度前期授業アンケート集計結果（大学）
2018年度後期授業アンケート集計結果（大学）
2019年度前期授業アンケート集計結果（大学）
2019年度後期授業アンケート集計結果（大学）
2020年度前期授業アンケート集計結果（大学）
2020年度後期授業アンケート集計結果（大学）
資料7-2 2020年度後期 アンケート全体結果
資料7-1 2020年度前期 アンケート全体結果
資料6-2 前期オンライン授業アンケート報告書
資料6-1 2020年度前期オンライン授業教員アンケート
資料6-4 2020後期オンライン授業研修会
資料5-2②ワークショップ
資料5-2①ワークショップ
資料5-1 オンデマンド授業講習会共催
資料4【学生向け】後期オンライン授業講習会0907-10
資料3-2 後期マニュアル提出版
資料3-1【完成版マニュアル】オンライン授業の準備 0414
資料2 e-passマニュアル（2020.05改訂）
資料1-2 2020年度後期オンライン授業マニュアル（学生用）
資料1-1 2020年度前期オンライン授業マニュアル（学生用）
【資料06】200828前期授業アンケートの分析（国際社会学科）
2021年度非常勤人事のお願い
教授会資料「実習指導講師」（保育者養成）に関する申し合わせ細則（案）等
大学教員選考規則
大学教員選考基準
７

学生支援

https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/about/senninkyouin.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/about/jyoho.html#004
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/about/zaisekisha.html#kyouinsuu
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/about/jyoho.html#005
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/kenkyuuka/kyoin/index.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/about/senninkyouin.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/pdf/about/jitsumuka_kamoku.pdf
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/about/fd.html
FD委員会
FD委員会
FD委員会
FD委員会
FD委員会
FD委員会
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/pdf/about/jyugyo-hyoka2015mae.pdf
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/pdf/about/jyugyo-hyoka2015kou.pdf
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/pdf/about/jyugyo-hyoka2016mae.pdf
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/pdf/about/jyugyo-hyoka2016kou.pdf
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/pdf/about/jyugyo-hyoka2017mae.pdf
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/pdf/about/jyugyo-hyoka2017kou.pdf
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/pdf/about/jyugyo-hyoka2018mae.pdf
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/pdf/about/jyugyo-hyoka2018kou.pdf
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/pdf/about/jyugyo-hyoka2019mae.pdf
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/pdf/about/jyugyo-hyoka2019kou.pdf
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/pdf/about/jyugyo-hyoka2020mae.pdf
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/pdf/about/jyugyo-hyoka2020kou.pdf
FD委員会
FD委員会
FD委員会
FD委員会
FD委員会
FD委員会
FD委員会
FD委員会
FD委員会
FD委員会
FD委員会
FD委員会
FD委員会
FD委員会
国際社会学科
保育子ども学科
保育子ども学科
規程
規程

学習サポートセンターについて
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/job/learn.html
資料1【2020年度_遠隔個別指導についてHP掲載ページ】
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/news/topics/news_2020061001.html
資料2【2020年度_学習サポートセンター年間利用実績】
学修支援委員会
資料3【2020年度_スクーリングプログラム_2020.12.26】
学修支援委員会
資料4【2020年度_スクーリングZoom参加方法マニュアル】
学修支援委員会
資料5【2020年度_スクーリングアンケート集計結果_2020.12.26】
学修支援委員会
資料6【2020年度_スクーリング当日参加実績_2020.12.26】
学修支援委員会
資料7【2020年度_入学前教育e-Learning受講案内】
学修支援委員会
資料8【2020年度_入学前教育自宅学習計画表】
学修支援委員会
資料9【2020年度_入学前教育e-Learning実施結果】
学修支援委員会
資料10【4月の学力テスト３社比較表】
学修支援委員会
資料11【2021年度_入学時学力診断テスト受講案内】
学修支援委員会
大学院奨学金制度について
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/support/shougakukin.html
大学院教育訓練給付制度
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/support/kyuufu.html
文部科学省GP選定プログラム
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/about/gp.html
【障がい学生支援委員会】根拠資料 障がい学生支援委員会2020年度
障がい学生支援委員会
健康相談室
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/support/kenkousoudan.html
【教職員用】健康管理表 2021.5.24-6.6
学生・健康相談室委員会
2020年度第1回学生・健康相談室委員会議事録
学生・健康相談室委員会
2020年度第4～11回学生・健康相談室委員会議事録
学生・健康相談室委員会
学生相談室
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/support/gakuseisoudan.html
①東洋英和女学院 メール - Re_ 緊急事態宣言を受けての相談室の対応について20200407
心理実習センター運営委員会エビデンスa
②2020年度第１回 心理実習センター運営委員会議事録(0527)
心理実習センター運営委員会エビデンスa
③2020年度第2回 心理実習センター運営委員会議事録(0715)
心理実習センター運営委員会エビデンスa
④相談室活動報告 20200803
心理実習センター運営委員会エビデンスa
⑤東洋英和女学院 メール - Re_ 学内外実習の休止について（前川です）20210103
心理実習センター運営委員会エビデンスa
⑥2020年度第4回 心理実習センター運営委員会議事録（0224）
心理実習センター運営委員会エビデンスa
⑦資料1-1 学内外実習休止と相談室業務に関する報告書0107
心理実習センター運営委員会エビデンスa
①2020年度第１回 心理実習センター運営委員会議事録(0527)
心理実習センター運営委員会エビデンスb
②資料４ 20200527 学外実習再開
心理実習センター運営委員会エビデンスb
③資料５ 20200527 相談室再開
心理実習センター運営委員会エビデンスb
④2020年度第2回 心理実習センター運営委員会議事録(0715)
心理実習センター運営委員会エビデンスb
⑤【資料２修正後】新型コロナウイルス感染リスクに関する同意書（2020.6～）(1)
心理実習センター運営委員会エビデンスb
⑥【資料3修正後】「心理実践実習」再開・開始に関する確認書 20200611
心理実習センター運営委員会エビデンスb
⑦【資料4】（実習機関宛）学外実習機関へのCOVID-19に関するお願い20200611
心理実習センター運営委員会エビデンスb
⑧2020年度第4回 心理実習センター運営委員会議事録（0224）
心理実習センター運営委員会エビデンスb
⑨資料1-2 学内外実習休止に関する学生への連絡書 20210106
心理実習センター運営委員会エビデンスb
⑩資料1-3 学内外実習再開に関する学生への連絡書 20210201
心理実習センター運営委員会エビデンスb
①2020年度第１回 心理実習センター運営委員会議事録(0527)
心理実習センター運営委員会エビデンスc
①2020年度第3回 心理実習センター運営委員会議事録1111
心理実習センター運営委員会エビデンスf
②資料３：「心理実践実習計画」変更届
心理実習センター運営委員会エビデンスf
①第2回相談室担当者会議議事録20200430
心理相談室担当者会議エビデンスa
②第3回相談室担当者会議議事録20200507
心理相談室担当者会議エビデンスa
③第9回相談室担当者会議議事録20200618
心理相談室担当者会議エビデンスa
④第9回資料「心理実践実習」再開・開始に関する確認書 最終
心理相談室担当者会議エビデンスa
⑤第10回相談室担当者会議議事録20200625
心理相談室担当者会議エビデンスa
⑥第10回資料 感染防止対策のためのチェックリスト
心理相談室担当者会議エビデンスa
⑦第14回相談室担当者会議議事録20200729
心理相談室担当者会議エビデンスa
⑧箱庭の使用にあたって Ver.3 20200822
心理相談室担当者会議エビデンスa
⑨第16回相談室担当者会議議事録20200924
心理相談室担当者会議エビデンスa
①第6回相談室担当者会議議事録20200528
心理相談室担当者会議エビデンスb
②第7回資料 新型コロナウイルス感染リスクに関する同意書
心理相談室担当者会議エビデンスb
③第8回相談室担当者会議議事録20200611
心理相談室担当者会議エビデンスb
④資料 子どもへのお願い文書
心理相談室担当者会議エビデンスb
⑤地下2Fのみの利用お願い
心理相談室担当者会議エビデンスb
⑥新型コロナウイルス感染症に関する問診表2021年2月インテーク
心理相談室担当者会議エビデンスb
①第29回相談室担当者会議議事録20210121
心理相談室担当者会議エビデンスc
②資料1-2 学内外実習休止に関する学生への連絡書 20210106
心理相談室担当者会議エビデンスc
③資料1-3 学内外実習再開に関する学生への連絡書 20210201
心理相談室担当者会議エビデンスc
④新型コロナウイルス感染症に関する問診表202102インテーク時
心理相談室担当者会議エビデンスc
①第11回相談室担当者会議議事録20200702
心理相談室担当者会議エビデンスd
②【資料２】2020年度夏Cグループ担当表 20200702
心理相談室担当者会議エビデンスd
③第24回相談室担当者会議議事録20201126
心理相談室担当者会議エビデンスd
①第1回相談室担当者会議議事録20200423
心理相談室担当者会議エビデンスe
②第9回資料（実習機関宛）学外実習機関へのCOVID-19に関するお願い20200613 最終
心理相談室担当者会議エビデンスe
③【資料3】M２実習数状況(7月1日18時現在）
心理相談室担当者会議エビデンスe
2019年生実習数状況(12月2日17時現在）
心理相談室担当者会議エビデンスf
第25回相談室担当者会議議事録20201203
心理相談室担当者会議エビデンスf
キャンパス・ハラスメント対策
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/about/harassment.html
【資料1】2020年度学生生活意識調査の提案
学生委員会（A)2020年度学生委員会資料
【資料1】学生生活意識調査1019速報（自由記述以外）
学生委員会（A)2021年度学生委員会資料
2020年度学生生活意識調査（学生委員会再提出用）
学生委員会（A)2022年度学生委員会資料
学生生活意識調査（Googleフォーム）_資料1-②
学生委員会（A)2023年度学生委員会資料
学生生活意識調査のお願い_資料1-①
学生委員会（A)2024年度学生委員会資料
学生生活意識調査 ご協力のお願い（e-pass掲示_20200928）※学生宛
学生委員会（B)学生生活意識調査ご協力のお願い
学生生活意識調査 ご協力のお願い（e-pass掲示_20200928）※教員宛
学生委員会（B)学生生活意識調査ご協力のお願い
学生生活意識調査 ご協力のお願い
学生委員会（B)学生生活意識調査ご協力のお願い
【学生委員会】2020年度 学生生活意識調査結果報告について（e-pass掲示_20210119）※学生宛
学生委員会（C)学生生活意識調査結果報告について
【学生委員会】2020年度 学生生活意識調査結果報告について（e-pass掲示_20210119）※教職員宛
学生委員会（C)学生生活意識調査結果報告について
2020年度学生生活意識調査分析結果（概要）
学生委員会（C)学生生活意識調査結果報告について
2020年度学生生活意識調査分析結果（詳細）
学生委員会（C)学生生活意識調査結果報告について
キャリアセンターについて
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/job/career.html
【キャリアセンター運営委員会】2020年度報告エビデンス（キャリア：保護者のための就職講座チラシ） キャリアセンター運営委員会
【キャリアセンター運営委員会】2020年度報告書（キャリアセンター）
キャリアセンター運営委員会
6-20_既出(4-4-7)_2014年度 東洋英和女学院大学キャリア支援白書
基準4（4）成果
卒業者数、就職状況、主な就職先
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/job/syuusyokujyokyo.html
2021年3月卒業生の進学先大学院
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/pdf/job/daigakuin_shingaku2021.pdf
【教職・実習センター】2020年度 実習件数等
教職・実習センター
卒業者の教員への就職状況
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/pdf/shikaku/betu4.pdf
課外活動（クラブ・同好会）
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/campuslife/club.html#001
☆後期公認団体における活動実施について
学生委員会（D)公認団体における対面活動実施について2020年度後期より
☆参考資料：「新しい生活様式」の実践例（厚労省）
学生委員会（D)公認団体における対面活動実施について2020年度後期より
☆参考資料：3つの密を避けるための手引き（厚労省）
学生委員会（D)公認団体における対面活動実施について2020年度後期より
★対面活動申請の流れ
学生委員会（D)公認団体における対面活動実施について2020年度後期より
①新型コロナウイルス感染防止対策計画書（記入例）
学生委員会（D)公認団体における対面活動実施について2020年度後期より
①新型コロナウイルス感染防止対策計画書（指定様式）
学生委員会（D)公認団体における対面活動実施について2020年度後期より
②2020年度後期活動計画＆結果報告書
学生委員会（D)公認団体における対面活動実施について2020年度後期より
③課外活動許可願
学生委員会（D)公認団体における対面活動実施について2020年度後期より
④活動予定者名簿
学生委員会（D)公認団体における対面活動実施について2020年度後期より
⑤活動報告書（3日分）
学生委員会（D)公認団体における対面活動実施について2020年度後期より
【2021年度】公認部団体における課外活動指針
学生委員会（D)公認団体における対面活動実施について2020年度後期より
新型コロナウイルス感染症対策について
学生委員会（D)公認団体における対面活動実施について2020年度後期より
部団体合同説明会 チラシ
学生委員会（F)清楓会執行部主催の部団体合同オンライン説明会
部団体合同説明会 配布資料
学生委員会（F)清楓会執行部主催の部団体合同オンライン説明会
（Ｅ）学内公認団体紹介特設サイト
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/campuslife/club.html
（Ｇ）2020年度第5回学生委員会(Zoom会議)議事録_報告事項（3）
学生委員会

123

（様式８－１－１）

（Ｈ）2020年度第7回学生委員会(Zoom会議)議事録_報告事項（5）
留学・国際交流
大学年間行事
2020年度第8回国際交流センター運営委員会議事録
８

教育研究等環境

学生委員会
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/kokusai/index.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/campuslife/event.html
国際コミュニケーション学科

校地・校舎等の施設紹介
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/shisetsu/campus.html
建物の耐震化率
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/shisetsu/taishinka.pdf
大学校地へのアクセス
http://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/about/access.html
アクア・エクササイズ・センター利用案内パンフレット
パンフレット
アクア・エクササイズ・センター
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/shisetsu/aqua/index.html
大学院へのアクセス
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/daigakuin-annai/access.html
根拠資料①-1 2020年度第1回施設総務委員会議題
施設総務委員会
根拠資料①-2 2020年度第2回施設総務委員会議題
施設総務委員会
根拠資料①-3 2020年度第3回施設総務委員会議題
施設総務委員会
根拠資料①-4 2020年度第2回施設総務委員会記録
施設総務委員会
根拠資料①-5 2020年度第3回施設総務委員会記録
施設総務委員会
根拠資料② 2021年度特別予算申請について
施設総務委員会
根拠資料③ Newsletter Vol.1 2020.5
施設総務委員会
情報処理センター
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/shisetsu/johocal.html
【参考資料】オンライン授業支援の対応_情報処理センター
情報処理センター管理運営委員会
2020年度第1回情報処理センター管理運営委員会議事録
情報処理センター管理運営委員会
2020年度第2回情報処理センター管理運営委員会議事録
情報処理センター管理運営委員会
2020年度第2回情報処理センター管理運営委員会資料_サーバ見積
情報処理センター管理運営委員会
2020年度第2回情報処理センター管理運営委員会資料_提案資料
情報処理センター管理運営委員会
2020年度第3回情報処理センター管理運営委員会議事録
情報処理センター管理運営委員会
2020年度第4回情報処理センター管理運営委員会_資料32718（東洋英和女学院大学）取組①
情報処理センター管理運営委員会
2020年度第4回情報処理センター管理運営委員会議事録
情報処理センター管理運営委員会
第1回大学図書館委員会議事録
図書館委員会2020年度
第3回大学図書館委員会議事録
図書館委員会2020年度
第4回大学図書館委員会議事録
図書館委員会2020年度
第5回大学図書館委員会議事録
図書館委員会2020年度
第6回大学図書館委員会議事録
図書館委員会2020年度
(院）資料費決算報告2019
図書館委員会2020年度資料第１回
(院）図書費配分2020
図書館委員会2020年度資料第１回
(院)図書費配分説明
図書館委員会2020年度資料第１回
2020年度#1_協議事項（資料5-6）
図書館委員会2020年度資料第１回
2020年度#1_報告事項（資料2-4）
図書館委員会2020年度資料第１回
2020年度図書館職員業務分担
図書館委員会2020年度資料第１回
2020年度大学資料費配分案
図書館委員会2020年度資料第１回
2020年度予算（図書館委員会資料）
図書館委員会2020年度資料第１回
協議事項(1)説明資料
図書館委員会2020年度資料第１回
資料費執行状況(大）2020.3
図書館委員会2020年度資料第１回
図書館委員会開催予定
図書館委員会2020年度資料第１回
前回議事録（資料1）
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第4回研究論集委員会 記録
研究論集委員会議事録
第5回研究論集委員会 記録
研究論集委員会議事録
第6回研究論集委員会 記録
研究論集委員会議事録
報告書添付1 2020年度年間計画
【研究論集委員会】2020年度自己点検・評価報告書 証憑
報告書添付2 各種文書（ガイドライン）
【研究論集委員会】2020年度自己点検・評価報告書
報告書添付3 各種文書（チェックリスト）
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生涯学習センター
生涯学習センター2021年度公開講座パンフレット
2019年度村岡花子記念講座全4回・テーマと講師-港区と東洋英和女学院の連携事業「2021年度前期オンライン講座」アンケート集計結果
2020後期日計表
2021前期日計表
2020年度予算実績(広告費)
こころの相談室
港区と東洋英和女学院の連携事業【第２弾】マインドフルネスサークル
国際関係研究所講演会第4回講演会開催のお知らせ
コーヒープロジェクト「一杯のコーヒーから始めるSDGs」
東洋英和女学院大学同窓会楓美会
よこはま森の楽校英和の森の自然遊び-もりっこ-

https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/shisetsu/syougai/index.html
パンフレット
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/shisetsu/syougai/2019/08/2019_-606.html
生涯学習センター運営委員会
生涯学習センター運営委員会
生涯学習センター運営委員会
生涯学習センター運営委員会
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/shisetsu/kokoro.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/event/news/news_212.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/event/news/news_365.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/campuslife/2020/12/20201216.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/dousoukai/
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/news/topics/event_2018051602.html
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（１）大学運営

【利益相反・研究審査委員会】2020年度利益相反・研究倫理審査リスト
東洋英和女学院大学に対する大学評価（認証評価）結果
点検・評価報告書（2016年度）
大学基礎データ（2016年度）
提言に対する改善報告書(2020）
改善報告書検討結果（2020）
提言に対する改善報告書(2014）
改善報告書検討結果（2014）
人間科学部人間科学科及び保育子ども学科設置届出
国際社会学部国際社会学科及び国際コミュニケーション学科設置届出
人間科学部人間科学科及び保育子ども学科設置計画履行状況報告書
国際社会学部国際社会学科及び国際コミュニケーション学科設置計画履行状況報告書
高等教育の修学支援新制度申請書

利益相反・研究審査委員会
http://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/pdf/daigakuhyoka2017.pdf
http://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/pdf/tenkenhyouka2017.pdf
http://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/pdf/kiso-data2017.pdf
http://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/teigennnitaisuruhoukokusyo2020.pdf
http://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/kaizenhouokukentoukekka2020.pdf
http://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/teigennnitaisuruhoukokusyo2014.pdf
http://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/kaizenhouokukentoukekka2014.pdf
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/pdf/about/ningen.pdf
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/pdf/about/kokusai.pdf
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/pdf/about/toyoeiwa_rikojyokyo_ningen.pdf
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/pdf/about/toyoeiwa_rikojyokyo_kokusai.pdf
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/pdf/about/syugakusien.pdf

10 大学運営・財務
（２）財務

財務情報
東洋英和女学院大学授業料、入学料等の学費について
財務状況（学校法人東洋英和女学院）
東洋英和女学院大学大学院学費等納入金一覧

https://www.toyoeiwa.ac.jp/about/finance.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/nyushi/school_expenses.html
http://www.toyoeiwa.ac.jp/about/finance.html
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/nyushi/gakuhi.html
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