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章

1989(平成元)年 4 月に創設された東洋英和女学院大学は、2009(同 21)年 3 月をもっ
て開学から丸 20 周年を迎える。そもそも本学は、1884(明治 17)年にカナダ・メソジス
ト教会の宣教師Ｍ．Ｊ．カートメル女史によって東京・六本木に設立された学校法人東
洋英和女学院を母体とする。同女学院はいまだ封建制度が社会の隅々に残滓する明治前
期にあって、いち早く女性の社会進出の重要性に着目し、キリスト教精神をもって女子
教育を実践してきた。その意味では、フェリス女学院や実践女子学園などと同じく、女
子教育のパイオニア的存在といえる。とくに幼児教育のための保母養成に力を注ぎ、こ
の分野では多くの人材を輩出し、日本社会に貢献する実績を示してきている。
本学は、このような本学院の教育理念、すなわち、
「敬神奉仕」の精神による豊かな
人間形成という伝統を継承しつつ、21 世紀にふさわしい社会性と国際性あふれる女性
の育成を目的として、20 年前に人文学部「人間科学科」
、
「社会科学科」の一学部二学
科から成る 4 年制大学として横浜・緑区の地に創設されたわけである。人間科学科は、
科学技術の発達、経済の高度成長、少子高齢化、価値観の多様化など社会変化が著しい
状況を直視し、現実的かつ多角的な視点に基づく人間理解をもって、社会教育、社会心
理、福祉、カウンセリング等の諸分野で力を発揮できる女性の育成を目的とした。一方、
社会科学科は、国際化・情報化時代に対応し、これまでの女子大では必ずしも重視され
てこなかった現代の政治、経済、国際関係、世界各地域の 4 分野に関する幅広い知識と
柔軟な発想と高度な語学力をもって、日本社会ばかりでなく、国際社会でも活躍できる
女性の育成を目的とした。
以降、本学は 3 度の大きな変革を行ってきた。第一の変革は、1993(平成 5)年度に大
学院を東京・六本木に開設したことである。この大学院は、教育・研究の高度化に対応
するために、主として社会人のリカレント教育機関として有識者ないし職業人を対象と
した夜間大学院であり、
「人間科学研究科」、
「社会科学研究科」
（いずれも修士課程）の
2 研究科から編成された。人間科学研究科は、人文学部・人間科学科の 4 学系、すなわ
ち、心理、社会、教育、宗教の研究分野と、新たに「人間の生と死に関する研究（バイ
オ・サナトロジー）
」を加えた 5 学系から構成され、学際的な人間研究を行う体制を取
った。一方、社会科学研究科は、人文学部・社会科学科の 4 学系、すなわち、政治、経
済、国際関係、地域研究の研究分野と、さらに現代の日本や国際社会が直面する重要な
諸問題に関する特殊研究を加えた総合的かつ体系的な研究体制を取ったのである。
なお、2002(同 14)年度から既設の人間科学研究科修士課程に加えて、専門分野のさ
らなる研究の深化を目的とした「博士後期課程」を設置した。これは主として社会的要
請の強い臨床心理の学問分野を対象とした。
第二の変革は、1995(同 7)年度に従来の人文学部を「人間科学部」と「社会科学部」
へと分離させ、2 学部体制へと改組転換したことである。これは人間科学科および社会
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科学科のそれぞれの特色を一層明確にさせると同時に、学部と大学院における教育と研
究をより一段と有機的に関連させて充実させるためであり、人間科学部には「人間科学
科」
、社会科学部には「社会科学科」を従来通りに置いたのである。
また人間科学科では、福祉に対する学生の理解と関心を深めるとともに、社会福祉主
事の養成に寄与するように、教育課程に社会福祉関連科目を増やし、福祉分野の専任教
員を増員し、福祉分野で働く人材の育成に努めた。このような実績を積み重ねた結果、
1997(同 9)年度に人間科学部の中に「人間福祉学科」を増設した。あえて人間福祉学科
としたのは、人間科学部の教育・研究目的が「現代的視点かつ多角的な人間理解」にあ
り、人間の心身と健康の理解に力を入れた人間の福祉に貢献できる人材の育成を目的と
するからである。こうして本学は、人間科学部が人間科学科と人間福祉学科の 2 学科と
なり、社会科学部・社会科学科と併せて 2 学部 3 学科となったのである。
第三の変革は、2001(同 13)年度に社会科学部・社会科学科を「国際社会学部」
・
「国
際社会学科」へと名称を変更したことである。その契機は、社会科学の名称が高校生の
間では「社会学」や「社会科」と混同されやすいことが調査結果で明らかになったこと
にある。そこで社会科学部および社会科学科の内容をよりわかりやすくするため、また
カリキュラム内容をより実態に即したものとするため、国際社会学部・国際社会学科へ
と改称したわけである。また大学院における「社会科学研究科」も、学部と同様に、研
究の実態が把握しにくいとの意見が多く、2003(同 15)度に「社会科学研究科」から「国
際協力研究科（国際協力専攻）
」へと名称変更するにいたった。
以上のように本学はこの 20 年間に大きな変革を遂げてきたが、それら変革は、本学
がつねに大学教育と研究のより一層の水準の向上に向けた研鑽の証左であるといえる
が、他面、そのような一連の改革努力がはたして時代の変化に照応するものであるのか、
開学時に掲げた教育理念やビジョンがはたして在学生の真摯な要請に応えるものであ
るのか、本学で 4 年間学んで実社会へと進んだ卒業生がはたして世間で貢献し評価され
ているのか、そして大学に所属する教員の教育および研究成果がどの程度日本内外で評
価され、貢献しているのか、適宜これらを自己点検・評価することを継続的に実施する
必要を強く意識してきた。これらの諸点を踏まえ、本学ではすでに下記のような自己点
検・評価を実施してきている。
本学の自己点検・評価に対する取り組みは、大学発足 3 年を経過した 1992(同 4)年か
ら開始された。この時点では全教員を対象とするアンケート調査を実施し、創設期 3 年
間の実績に関する調査結果を踏まえた改善点を提示した上で、翌 1993(同 5)年度の新カ
リキュラムに直接反映させることとなった。ただしこの報告書は学内では未公表であっ
た。
したがって、本学における本格的な「自己点検・評価」は、1994(同 6)年 6 月に刊行
された『自己点検・自己評価Ⅰ』を端緒とする。この 1993(同 5)年度報告書は、前回同
様に全教員を対象とするアンケート調査に加えて、各種委員会の 5 年間の実績、そして
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新設された社会人を対象とする夜間大学院(1993 年 4 月発足）の初年度実績（大学院生
のアンケート調査も含む）
、さらに学院本部の諸活動を総括的に自己点検・評価するも
のであった。
以降、1995(同 7)年に『自己点検・自己評価Ⅱ』
、1998(同 10)年に『自己点検・自己
評価Ⅲ』、2002(同 14)年に『自己点検・自己評価Ⅳ』が相次いで刊行されると同時に、
自己点検・評価業務を主体的に担う組織として、1993(同 5)年に「自己評価委員会」
（翌
年「自己点検・評価委員会」と改称）が発足した。その後、
「東洋英和女学院大学学則」
(1988 年 12 月 22 日認可)に依拠する「東洋英和女学院大学自己点検・評価実施に関す
る規則」(2004 年 10 月 29 日制定、2007 年 2 月 28 日最新改正）が設けられ、これに基
づいた「自己点検・評価委員会」が定期的に活動し、学長・学部長はじめ各種委員会と
適宜協議し連携して、大学の資質改善および向上のための点検・評価を実施している。
今後も大学発展のための自己点検・評価業務を絶えることなく継続し、学内外からの
批判にも十分応え得る良質な大学を目指して努力を重ねなければならない。
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第１章

理念・目的

＜１．東洋英和女学院大学の理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の
目的の適切性＞
東洋英和女学院大学は、一世紀を超える伝統をもつミッションスクール、東洋英和
女学院の一組織として、平成元年に開学した大学である。
東洋英和女学院は、1884（明治 17）年にカナダ・メソジスト教会より派遣された婦
人宣教師、マーサ・カートメルによって始められ、2008(平成 20)年をもって創立 124
年を迎える。学院の建学の精神は「敬神奉仕」であり、キリスト教教育による人間形
成、英語教育を基礎とした国際性を持つ女性の育成、を目指している。本学における
建学の理念・目的も、学院の建学の精神や目的に沿ってつくられたものである。
大学は 1989(平成元)年に開学後、1993(同 5)年に、六本木キャンパスに夜間大学院
を新設、1995(同 7)年、人文学部を廃し、人間科学部と社会科学部の 2 学部に改組、
1997(同 9)年、短期大学部の学生募集を停止し、生涯学習センターを新設、2001(同 13)
年、社会科学部を国際社会学部に名称変更するなど、さまざまな改革を断行してきた。
こうして現在大学は、人間科学部（人間科学科・人間福祉学科）と国際社会学部（国
際社会学科）の 2 学部 3 学科構成となっている。
こうしたさまざまな社会情勢の変化、学生気質や大学への要請の変化に対応し、本
学も大きく変革・変容を続けてきた。そうした中で、社会の要請、学生の要望に配慮
するとともに、あくまで大学としての主体性をもって、新しい時代の新しい大学とし
て、現在、本学が掲げる目的・教育目標は、以下の三点に要約することができる。
第一に「専門に根ざしたリベラルアーツ教育」を進めるという点である。近年、ア
メリカの大学を参考に、日本でも国立大学などでは、大学学部では教養教育に専念し、
大学院で専門教育を行なう、ということが試みられている。しかし、多くの私立大学
では、大学院に進むことなく、大学学部を終えて、すぐ社会に出て行くものが多い。
本学も同様な学生が多い。そのような事情を考慮し、専門に根ざしたリベラルアーツ
という本学の目標が設定された。
リベラルアーツといっても、一般に考えられているように、ただ“広く浅く”学ぶ
のではなく、心理学でも、経済学でも、一つの専門については総合大学の学科に匹敵
するくらい、深く、しっかり学ぶとともに、関連する周辺諸科学についても、幅広く
学ぶことで、豊かな教養を持った専門人を育てることを目指している。いわば、
「くさ
び型」の、専門に根ざした教養教育を目指す。広く浅くの断片的知識ではなく、一つ
の専門をマスターしたことによって、新しい事態、新しい問題に直面したとき、その
専門から学んだものの考え方、問題解決の方法などが、役に立つことであろう。
第二に「新しい時代の女性リーダーの育成」を志向している。本学院は短期大学以
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来、
「英語の英和」「保育の英和」と言われてきた。その伝統を生かし、4 年制大学は
これからの国際化の時代に備え海外留学、海外研修などを一層充実させ、さらに、
「保
育子ども専攻」を新設し、しっかりしたリベラルアーツに裏付けされた幼児教育を実
現していく。
しかしそれに加えて、大学は建学当初より、新しい時代の女性リーダーの育成を目
指し、女子高校生からはあまり人気のないと考えられている、社会科学系の経済学・
政治学・社会学などを、当初からカリキュラムの中核に据えている。これは明らかに、
男女共同参画社会で活躍する人材の育成、を考えていると言えよう。また、本学では、
体育会系クラブも、芸術・創造活動、そしてボランティア活動なども盛んであり、そ
のような正課外学習の場での一つの特徴は、女子大であるため、すべて女子だけで行
われるため、女子大学ならではのリーダーシップも育っている、という点を挙げねば
なるまい。以上、いずれも、新しい時代の女性リーダーの育成という初期の目標と一
致するものである。
第三に、これらのすべての基礎に学院の建学の精神である「キリスト教教育による
人間形成」を据えている。地域社会のなかで、国際的視野をもって、ともに学び、と
もに生き、喜んで人々に尽くす人材の育成を心がけている。こうしたキリスト教を基
盤に、人間としての豊かさや優しさ、そして深みのある人材の育成を目指すことで、
思想的にも、哲学的にも、物事を総合的に、構造的に考え、判断する、そして人々の
ために、世界のために、喜んで奉仕する女性が育っていくものと確信している。こう
して思いやりのある、しかし積極的に社会にかかわっていく人材が育っていることが、
企業で、社会で、高く評価され、それが今日の就職率 98%という実績につながってい
ると考えている。
以上のような本学独自の教育目標を達成するための方法として、具体的運営方法と
して、設定されたわれわれの大学のいわゆるスローガンは、
「自分をみがける 4 年間」、
そして、“Blooming My Own Story”というものである。学生の中には学問に打ち込ん
で大学院、留学を目指している者もいる。スポーツに、芸術に、ボランティア活動に、
熱心に参加している者もいる。外国語をマスターして、海外で活躍したいと言うもの
もいれば、幼い子や弱い人たちのために働きたい、と言うものもいる。一人ひとりが、
自分の隠れた才能、能力を、自分で見つけ出し、それを育てて、しかりと花開かせて
社会に巣立っていく。東洋英和での 4 年間はそういう 4 年間であってほしいと考えて
いる。当然のことであるが、全学の教職員が心を一つにしてそれを応援することが重
要である。これがわれわれの目標達成のための方法である。
本学は、開学以来、独自の理念・教育目標に基づいて学生の育成を行い、豊かな教
養に裏づけられた、積極性とリーダーシップをもち、優しさと思いやりを備えた、他
者に奉仕する人材を社会に輩出してきた。本学の 1 学年の学生数は 600 名弱と、大学
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としては小規模である。しかしこの特性を活かし、1 年次からゼミ形式の少人数クラ
スを導入し、また学生の進路についても、一人一人の学生に対するきめ細かい指導に
努めてきた。前述した就職率の高い数値は、その成果の一つといえる。さらにまた、
横浜キャンパスの恵まれた自然環境の中、本来の大学教育に加えて人間教育の一環と
しての様々な課外活動も活発である。これらの長所を今後とも持続できるかは、本学
独自の理念・教育目標を教職員自身が時代に適合した形で実現できるか否か、換言す
れば、大学としての自己評価を客観的かつ厳格に進められるか否かにかかっていると
いえる。

＜２．学部の理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の適切性＞
2.1 人間科学部
本学部は、1989（同元）年に大学開学と同時に設立された人文学部人間科学科が基
礎となって、人間を総合的に理解するため、人間についての基本的アプローチである、
心理学・教育学・社会学・宗教学を学際的に学び、幅広い知識と柔軟な思考力を培い、
かけがえのない自分という存在、さまざまな他者との関わりを学ぶことで、他者への
思いやりを持てる女性、社会的貢献のできる女性、他者をサポートできる女性の育成
を目指した。
さらに、1997（同 9）年の人間福祉学科新設に先立ち、社会学領域に社会福祉関連
科目を増設し、他者を支援し思いやる心をはぐくむと同時に、そのために必要な実践
的な技術の習得を行えるようにした。そして、同年には、すべての人間の幸せや生き
がいのある生活と、こころとからだの理解、また社会の仕組みの理解などを追求し、
それに貢献する人間性を育てることを目的に、人間福祉学科（100 名）を新設した。
同学科では保育士養成課程、社会福祉士国家試験受験資格課程が開設され、次いで精
神保健福祉士国家試験受験資格課程が加えられ、福祉人材育成に貢献することを目指
した。同時に、人間科学科には短期大学以来の幼稚園教諭育成の伝統を取り入れ、幼
稚園教諭１種免許課程を新設した。
人間科学科の場合、2006（同 18）年以前は、心理学と幼免関係志望の学生に偏る傾
向があった。また、人間福祉学科の場合、2006（同 18）年度以前は、3 つの主要な福
祉系資格を取得することが目的化し、2 資格あるいは 3 資格を取得するために、実習
に追われるといった資格取得優先の行き過ぎも見受けられた。それを是正し、それぞ
れの専門領域での学びを明確化・深化させるために、3 専攻制、3 コース制となり、現
在その 2 年目の途中である。
2007（同 19）年度において、人間科学科は 3 専攻制を導入した。すなわち、従来の
人間科学科の趣旨を受け継ぎ、心理学･社会学・教育学・宗教学・幼児教育の 5 分野を
広く学び、人間についての総合的理解を目指す「人間文化専攻」
（70 名）
、臨床心理学、
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社会心理学、基礎心理学の各心理学領域を体系的に学び、臨床心理士やマーケティン
グの基礎を習得する「臨床心理・社会心理専攻」
（80 名）
、幅広い人間理解に立った保
育者を目指し、幼稚園教諭１種免許とともに保育士資格も取得できる「保育子ども専
攻」
（70 名）に分かれた。人間福祉学科は、従来の資格課程を整理・統合し、「身体・
健康福祉コース」、
「保健・医療福祉コース」、
「家族・生活福祉コース」の 3 コース制
を導入することになった。この 2007（同 19）年度の人間科学科の 3 専攻制、人間福祉
学科の 3 コース制はいずれも、学生が 4 年間でどのようなキャリアを目指すのかを入
学時から理解させ、目的意識を高めることを目指したものである。そのために、1 年
次に導入科目・概論科目、2 年次に基礎的な専門科目を置き、3 年、4 年と学年を進め
るとともに、専門的研究を深められるようになっている。一方、学際的に広く学ぶこ
とにも配慮しており、自由選択科目枠（人間科学科各専攻 26 単位、人間福祉学科 38
単位）を置くことで、学生の志向に応じて、学部･学科の枠を超えて履修できるように
なっている。

2.2 国際社会学部
1989（平成元）年開学の東洋英和女学院大学にあって、国際社会学部は 1995（同７）
年に発足した社会科学部をその前身とする。学部名称に掲げた｢社会科学｣が高校生に
とって馴染みの薄いものとなったことから、2001（同 13）年に学部学科名称を国際社
会学部国際社会学科へと変更した。教育の根幹となる学問体系としては、主として社
会科学に依拠しつつ、変転極まりない現代の国際社会が抱える諸問題の構造を理解し、
その解決に向けて内外の課題に主体的に取り組み、社会への貢献を志す女性の育成を
目指そうとしたのである。そのような教育目標は、急速にグローバル化が進む現実世
ノン・クリスチャン

界において、しかも学生の大多数が 未 信 者 であるという状況の中で、｢敬神奉仕｣と
いうキリスト教に基づいた本学の建学の理念を具体的に実践する人材を送り出したい
との熱意から生まれた。授業においては、一年から四年まで全学年でゼミ履修を必修
とし、教員と学生、また学生相互の間の人格的関係の涵養に努めている。
しかしながら、こうした教育目標はともすれば抽象的な理念の標榜にとどまり、世
代的な問題として学生の学力低下が指摘されつつある近年の状況では、学生に対して
適切なロールモデルを提示しえていたかという点で反省が残った。そのような反省を
踏まえて、国際社会学部の積極的な意味を掘り下げて、学部の教育活動が学生の将来
を切り開く上でより一層機能するためには何がなされるべきかをめぐり、活発な議論
を行った。その結果、2007（平成 19）年度から従来の認定方式によるコース制を改め、
本学部では新たに二つの専攻を設けた。
「国際コミュニケーション専攻」と「社会シス
テム専攻」とがそれである。
それぞれの専攻では、前述した「広い視野と国際的な教養を備えた、社会に積極的
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に貢献しうる女性」という教育目標を、さらに具体的なロールモデルのレベルにまで
落とし込んで提示することに努めている。国際コミュニケーション専攻においては、
多様な国際社会における日本の立場を精確に認識し、外国語とりわけ英語によって意
思疎通をはかりながら異文化にあっても何らかの社会的貢献を果たしうる人材の育成
を目指している。この専攻では希望者全員を何らかの形で海外研修に派遣するプログ
ラムが組み込まれている。実社会に出ても単身･独力で海外に渡航し、物怖じしないで
現地の生活に溶け込み、現地において独自の人的ネットワークを構築できるような人
物像がここでのロールモデルである。他方、社会システム専攻においては、次々と日
本社会に流入するさまざまな要素を俯瞰し、多元的な価値観を効率的に社会全体に取
り込む方途を学ぶことを通じて、
「共生」の観点から身の回りの社会の諸課題を考える
ことのできる人材を育成しようとしている。この専攻ではとりわけキャリア教育に注
目し、インターンシップやワークショップの教育的活用をはかっている。社会におけ
る労働の意味、すなわち自分の労働を喜ぶ他者の存在に気づき、自己利益の追求では
なく社会全体のパフォーマンスを向上させることに意味を見出せる人物像がここでの
ロールモデルにほかならない。
以上のように、国際社会学部では、大学の建学の精神である「敬神奉仕」に基づい
て、
「広い視野と国際的な教養を備えた、社会に積極的に貢献しうる女性」を常に明確
に自覚できるよう、それぞれの専攻でロールモデルの提示に努めている。

＜理念･目的・教育目標等の周知の方法とその有効性＞
人間科学部、国際社会学部ともに、学部・学科の教育理念・目的は、『大学案内』
、
大学ホームページの中でカリキュラムを公開し、特色ある授業の内容について具体的
に紹介し、各学科専任教員からのメッセージを通して、教育目標について理解を得ら
れるよう努めている。
大学学部においては毎年 2 回、保護者と教職員の懇談会を開催し、教育理念、教育
目標などについて保護者に直接説明し、理解を得るように努めている。同時に、保護
者の抱える問題や大学に対する意見・要望などに真摯に耳を傾け、改善策・対応策を
検討している。
受験生および保護者などに対しては、教育理念、教育目標が容易に理解できるよう
に、ホームページ、広報誌、
『大学案内』、
『学生募集要項』
、オープンキャンパスや入
試説明会などで配布される各種パンフレットなどの印刷媒体を通じ、周知を図ってい
る。
在学生に対しては、毎年度初めの履修ガイダンスや専攻説明会、資格説明会等を通
して、各学科・専攻・コースと学生支援課との連携の下で周知を図っている。
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＜３.大学院の理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の適切性＞
3.1 人間科学研究科
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・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する。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、修士課程との継続性と専
門性を考慮しつつ、社会に寄与する人材の養成を目的とする。
本研究科は、人間科学領域、臨床心理学領域、幼児教育コースからなり、さらに人
間科学領域は、発育発達関連分野・社会福祉関連分野・教育学関連分野・宗教学関連
分野・死生学関連分野に分かれている。人間科学領域、幼児教育コースの入学者のほ
とんどが職業に就いており、社会人大学院という本学の特性を生かしながら、専門職
業人としての能力向上に努めている。また、臨床心理学領域では、例年、修了生のほ
ぼ 9 割が臨床心理士資格試験に合格し、臨床の場で活躍している。

3.2 国際協力研究科
首都圏の社会人を主たる対象として六本木キャンパスに創設された国際協力研究科
は、高度の専門教育によって現代の諸問題に具体的に対応できる専門職業人のキャリ
アアップを図ると同時に、現代世界に通用する幅広い教養人の養成に努めてきた。国
際協力研究科は、設立当初の社会科学研究科を 2003（同 15）年 4 月に名称を変更し、
時代の要請に合致した、国際協力分野で活躍できる人材を養成することを目標に掲げ
た。それに沿ってカリキュラム上の工夫・変更を漸次、実施してきた。国際協力分野
の専門教員が不足しているという問題を抱えていたが、2007（同 19）年度には専門教
員 1 名、2008（同 20）年度に専門教員をさらに 1 名増やすことができた。

＜大学院研究科の理念・目的・教育目標等の周知の方法とその有効性＞
本大学院では両研究科ともに、従来 2 回（春 5 月、秋 10 月）行っていた大学院入試
説明・相談会を、2006（同 18）年度より年 3 回（5・7・10 月、いずれも土曜日の午後）
へと増やし、全体説明及び個別相談、現役生との懇談等、受験生への配慮を行った。
また、年 2 回同説明会に並行して授業見学週間を行い、受験者に本学大学院への理解
を深めるための機会を設けている。同時に、現役の学生に対しては、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」を年に 2 回開催し、学生の要望を汲み上げると同時に、教員・職員側か
ら学生に対して研究科の理念・目的・教育目標を再確認する機会としている。
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第２章 教育研究組織
＜東洋英和女学院大学の学部・学科・大学院研究科・研究所などの組織構成と
理念・目的等との関連＞
本学の教育研究上の組織は、大学組織図（14 頁）のとおりである。本学では専任教
員はすべて、人間科学科・人間福祉学科の二学科からなる人間科学部、または国際社会
学科の一学科からなる国際社会学部のいずれかに属している。大学院には専任の教員を
置いていない。人間科学研究科においては人間科学部の専任教員のうちの適格者が、人
間科学領域、臨床心理学領域、幼児教育コースの各修士課程および博士後期課程の教員
を兼担し、国際協力研究科においては国際社会学部の専任教員のうちの適格者が、国際
協力学専攻の修士課程の教員を兼担している。なお学部・学科は横浜キャンパスに所在
するのに対して、大学院は六本木キャンパスに所在する。
以上が本学の教育研究組織であるが、第一章で触れたとおり、両学部学科の組織体制
は 2007(平成 19)年度改革（第二次改組）を基にして成立したものであり、現在 3 年次
以上に在籍する学生は、それ以前の体制（第一次改組）下にある。したがって、現在は
新旧体制が学年進行とともに入れ替わりつつある過渡期ということになるが、ここでは
第二次改組の趣旨を各学部・学科ごとに示し、両体制の繋がりについて確認しておきた
い。
人間科学部
① 人間科学科に 3 専攻制を導入した。すなわち、
「人間文化専攻」
、
「臨床心理・社会心
理専攻」、
「保育子ども専攻」である。
② 人間福祉学科に 3 コース制を導入した。すなわち、
「身体・健康福祉コース」、
「保健・
医療福祉コース」、
「家族・生活福祉コース」である。
国際社会学部
③ 国際社会学科に 2 専攻制を導入した。すなわち、
「国際コミュニケーション専攻」
、
「社会システム専攻」である。
これらの改組は、既存の学部・学科を本質的に変更するものではなく、手続き的には
いずれも文部科学省への届出によって行われた。しかし単なる看板の架け替えではない。
常により良い大学、より望まれる大学を目指すという本学の運営方針に立って、第一次
改組後の時代状況や国内社会のニーズを見据えて、学部・学科をよりわかり易く、親し
み易く、現代的なものとするとともに、既存の体制そのものに柔軟性や融通性をもたら
すことが改編の主眼であった。以下、具体的に論述する。
人間科学部人間科学科における今回の改組のポイントは、従来の人間科学科の教育目
的である、「心理学・社会学・教育学・宗教学・幼児教育の 5 分野を通じて人間を総合
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的に理解する」という目的を基本としながらも、とくに「心理学」および「幼児教育」
の専門性を重視したことにある。この目的に沿って各教員は、
3 専攻に籍を置きながら、
複数の専攻にまたがって講義科目を提供すると同時に、各専攻会議を定期的に開き、専
攻の教育内容の向上に努めている。
また人間科学部人間福祉学科における今回の改組のポイントは、従来の人間福祉学科
の教育目的である、
「こころの理解・からだの理解・さまざまな特徴ある人々の理解・
社会の仕組みの理解」に基づいた幅広い福祉教養を身につけるという目的に依拠しなが
らも、とくに「資格」および「専門性」を重視したことにある。この目的に沿って各教
員は、複数のコースに講義科目を提供すると同時に、福祉関連の 3 資格、すなわち、社
会福祉士、精神保健福祉士、保育士の養成に応じた部会を開き、教育内容の充実と発展
に努めている。
国際社会学部国際社会学科における今回の改組のポイントは、従来の国際社会学科の
4 つの学問分野である政治学・経済学・国際関係論・地域研究を二つのグループに統合
し、前者の「政治学および経済学」の学問分野を主に「社会システム専攻」へ、後者の
「国際関係論および地域研究」の学問分野を主に「国際コミュニケーション専攻」へと
移動させたことである。これは第一に、より専門性を高めたいという学生側のニーズに
応えることと、第二に、他の女子大に無い政治・経済といった社会科学系の特色をより
色濃くしたいという目的に依拠している。加えて第三に、社会システム専攻では、メデ
ィアを含む社会学と政治学・経済学との三本柱とし、日本国内の社会構造の基底を考察
するカリキュラムを導入した。同様に、国際コミュニケーション専攻では、地球規模で
の国際関係の諸相をトータルとしてとらえる視点ばかりでなく、国際社会の各地域の伝
統文化や言語や特異性にも知的関心を向けられるようなカリキュラムを導入した。
もとより、これらの改組は、何よりも「敬神奉仕」という本学の建学の精神を現代の
日本の社会において生かすには何が必要かという検討の上に立って実現したものであ
る。その意味では、狭い意味での国益や自己利益の追求を脱して、常に国際社会や日本
社会の全体を見通して「他者に向き合う」ことを学生に求めようとする試みともいえる。
また、両学部の講義の多くは、学部を超えて開かれており、学際的な教育を可能にし
ている。このように両学部学科の改組が受講学生にとって、より魅力的かつ深みのある
学問体系へと変わりつつあると自負するものである。
次に大学院の組織について触れる。第 1 章で明らかにしたとおり、1993(平成 5)年に
夜間大学院として創設された本学の大学院は、社会科学研究科が 2003（同 15）年に「国
際協力研究科」と名称変更されたことと、2002(同 14)年に人間科学研究科に「博士後
期課程」が設置されたことが新たな改革となった。前者の「国際協力研究科」への名称
変更は、2001(同 13)年に実施された学部学科の名称変更に相一致するが、とくに経済
大国としての日本が国際社会面において政府開発援助（ODA）をはじめ、一連の国際支
援活動を積極化している現状に鑑み、これらの活動に従事できる国際的人材の育成を目
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的として「国際協力研究科」とすることに決定したのである。後者の「博士後期課程」
の設置に関しては、これまでも臨床死生学研究・障害福祉研究・発達心理学研究・心理
療法研究など、本学独自の研究と専門家の育成に努力してきたが、より高度の専門家を
育成し、実社会へ送り出す必要性が高まったため設置された。
なお現在、人間科学研究科では「臨床心理」領域の修士課程を専門職大学院へと再編
する構想が生まれている。より質の高い教育研究をもたらすための改組であり、専門教
員の獲得と授業科目の拡充を学内で調整することが課題となっていることを付言して
おきたい。
学部および大学院以外の学内教育研究機関としては、大学図書館と大学院図書室、学
部に所属する 3 研究所（死生学研究所、現代史研究所、保育子ども研究所）
、生涯学習
センター、国際交流センター、総合実習センター、情報処理センター、学生相談室、健
康相談室がある。
【死生学研究所】
2003(同 15)年に開設された死生学研究所では、大学両学部の教員が協力し、外部講
師の助力も得ながら、宗教学、哲学、歴史学、社会学、教育学、心理学、福祉学、経済
学、医学、看護学、人類学などの多角的な視点と方法論をもつ死生学を目指している。
生と死の問題は常に人間とともにあるが、現代になって新たな問題も生じてきた。すな
わち、脳死、臓器移植、がん告知、死の看取り、尊厳死、安楽死、死の受容、悲嘆、墓
制、葬儀、出生前診断、人の胚の研究と利用、介護問題、自殺、スピリチュアリティ、
いのちの教育、等々である。これらの問題の多くは個々人の人間観や死生観とともに社
会のあり方と密着している。したがって古今東西の文化、宗教、歴史、そして現代の様々
な価値観を視野に入れて考えていく必要がある。当研究所は 2004 年度以降、年間 10 回
程度の公開講座および公開研究会を開催している。研究成果の毎年の公表は、これまで
に『死生学年報 2005』から『死生学年報 2008』にいたる 4 巻を出版することによって
果たしている。
【現代史研究所】

現代史研究所は 2003(同 15)年 4 月 1 日に創設された。同研究所は、その 1 年前の
2002(同 14)年に本学大学院社会科学研究科に設置された「現代史センター」を前身と
する。同センターは大学院における研究の拠点として、本学独自の研究成果を内外にア
ピールすることを意図して現代史センターと命名されたのである。これが研究所として
再スタートを切った理由は、死生学研究所の発足に合わせて、大学院よりも学部に所属
する機関とする方がより学問上効果的であるとの判断があったからである。
現代史の専門領域は、政治・外交・経済・社会・地域研究・国際関係等、きわめて幅
広く包括的であるが、歴史の連続性と非連続性に着目しながら、歴史家 E・H・カーの
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指摘する「現在と過去との対話」を追及する拠点となることを企図している。具体的に
は、上記の学問領域における研究プロジェクトを推進すると同時に、講演会やシンポジ
ウムを主催することで、本学における研究の推進と向上のために貢献できる体勢を取っ
ている。
なお、研究成果は『現代史研究』第 1 号～第 4 号までを出版している。
【保育子ども研究所】
保育子ども研究所（通称子どもセンター）は、文科省より採択された平成 18 年度資
質の高い教員養成推進プログラム

「経験・省察・連携による教員養成」の骨格をな

す 3 つの教育プロジェクトのⅡ、子どもセンター構想～他者・社会との連携を学ぶ～
により、2007(同 19)年 2 月 21 日の設立記念講演会をもって設立された。
この研究所は、カナダ・メソジスト教会の特に婦人宣教師によって信州・北陸・東海・
東京の各地に設立された教会幼稚園や児童福祉施設でのキリスト教に根ざした乳幼児
の保育、養護と、1905(明治 38)年長野県上田市にある梅花幼稚園に併設された上田保
母伝習所以来の保育者養成の伝統を今日に継承し、保育・教員養成・研究・社会への還
元を目的としている。
日常の活動としては、すでに実績のある①「親と子の体操」のほか、②「親子プレイ
グループ」、③現職者を対象とした保育子どもセミナー開催などの事業を展開している
が、子どもに関わる働きの原点を常に確認しつつ、親と子どものための研究所を目指す。
大学には独自の共同研究助成制度が設けられており、内外の研究者、現職者との共同
研究も展開されつつある。今後も設立時の精神を継承し、キリスト教に根ざした保育・
教育・保育者養成・親子の研究を深め、貢献することを目指す。
以上、2 学部 3 学科、2 研究科、3 研究所の他、生涯学習センター、総合実習センタ
ー、国際交流センター、心理相談室、学生相談室、アクア・エクササイズ・センター、
情報処理センター、図書館、大学付属かえで幼稚園があり、本学の組織を構成している
が、それらについては次章以下各々関連の箇所でふれ、同時に評価点検を行う。
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１４

第３章 教育内容・方法
１．学士課程の教育内容・方法
【到達目標】
○ 専門に根ざしたリベラルアーツ教育を行う。
○ 2007(平成19)年度改革実施を受け、新カリキュラムの充実・具体化を図る。
○ 改革実行期のさまざまな学習成果とそれに対応する制度構造との関連を分
析し、これを2010(同22)年度の大規模改革へ集約・反映させる。
○ 学生の多様な属性(新旧カリキュラム混在、留学制度、編入・転部・転科な
ど)に応じて教務上細やかに対応する。
○ 国内外との教育研究交流については、教員と事務組織の連携のもと、海外研
修・留学の内容の充実とともに、安全・危機管理の徹底を図る。
１．１ 教育課程等
１．学部・学科等の教育課程
＜１－１ 教育目標を実現するための学士課程としての教育課程の体系性＞
人間科学部人間科学科
人間科学科の教育目標は、広く「人間」を人文科学的な観点で教え、人間性豊かな教
養深い学生を育成することにある。その目的のため、人間科学科は、「社会学｣「教育
学｣「宗教学｣「心理学｣「幼児教育学」の5つの学問分野から構成されている。これら5
つの分野を、4年間通して網羅的に教育するのではなく、学年ごと専攻に分けて教育し
ている。
学年でいえば、1・2年次と3・4年次では異なる。1年次を教養教育年度と位置づけ、
学科外の科目（全学共通科目）とあわせて、人間科学の基本として上記5分野のうち「社
会学」「教育学」「宗教学」「心理学」の概論を必修として全学生に学ばせる。さらに
2年次以降、これらの5分野のうちの主要な分野を学生が各自で選び、その分野の入門的
な科目を広く学ぶ。そして2年次後半でゼミナール（人間科学演習）の所属を決める際
に、3・4年次で何を中心に学ぶかを選択する。3・4年次は、所属したゼミの指導教官の
指導により、主として1つの分野の専門科目を習得する。
人間科学科として5分野を設置しているが、主として「社会学｣「教育学｣「宗教学｣
「心理学」の4つの分野を学ぶための「人間文化専攻」、「心理学」分野を学ぶための
「臨床心理・社会心理専攻」、そして、「幼児教育学」分野を学ぶための「保育子ども
専攻」の3専攻に分けている。
入学試験においては、「人間文化専攻」と「臨床心理・社会心理専攻」は一括で募集
し、2年次で配属を決めている。これは、「人間文化専攻」での学びが高校生には伝わ
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らず、漠然と「心理学」分野に興味があるが、その実態を理解していないため、1年間
基本的な勉強をしてからの方が学生の目的にかなった専攻を選択できるからである。
「保育子ども専攻」は、単独で募集しており、この専攻で入学した学生全員が幼稚園教
諭1種免許コースに所属できることを保証している。
人間科学科の3専攻は、「人間理解」という共通の目標を掲げ、以下に載せるそれぞ
れ独自の理念を掲げて教育をしている。
[人間文化専攻]
人間文化専攻では、人間科学科として設置する5分野のうち、「社会学」「教育学」
「宗教学」「心理学」の4分野、および人間と文化理解の総合的理解のために「人間・
文化」という科目群を設置、これら4分野＋1科目群から幅広く学び、“人間の総合的理
解”を目標としている。特に、本学科志望の学生は数学・理科・科学の基礎を学ぶこと
なく入学してくることが多い。このような学生に対して、人間の総合的理解を目指すた
めには、科学的な基礎知識を含めた人間科学の基本から学ばせる必要がある。そのため
に、自然科学の基礎、人間の成り立ち、発達、心理、哲学、宗教、歴史、社会、文化、
情報科学といった幅広い基礎的科目を設置している。
人間文化専攻は、人間科学科3専攻の中で最も教養教育を重視した専攻であり、教育
課程的には自由な履修を可能とし、学生が学びたい分野を幅広く学べるようにしている。
その学際的な基礎の上で、「社会学」「教育学」「宗教学」の専門科目および、卒業研
究を必修として課す「人間科学演習」という少人数で行うゼミナールがある。特定の分
野を集中して学習し、その分野での基本を身につけさせた上で、卒業研究を課している。
この幅広い教養科目の習得の結果として、中学校教諭1種免許状（社会・宗教）およ
び高等学校教諭1種免許状（公民・宗教）の取得を可能としたカリキュラムを提供して
いる。
[臨床心理・社会心理専攻]
臨床心理・社会心理専攻では、「心理学」分野を中心に学び、特に、臨床心理学およ
び社会心理学に関連する専門科目を履修して“人の心の理解”を目標としている。
臨床心理学は、心の健康がおびやかされるメカニズムと、心の健康を取り戻させるた
めの種々の手段の研究であり、本専攻では、フロイトの精神分析からはじまり、ユング
派、来談者中心療法、深層心理学、発達心理学、各種の心理査定などの内容を含む専門
科目を提供している。また、心理テストなどの投影法的手法の演習科目を用意し、さら
に、被検者（来談者、クライアント）の心の安寧を大切にする姿勢を実地に即して身に
つけさせるためのカリキュラムを組んでいる。
一方、社会心理学は、個人の日常的な社会的認知のメカニズムを分析する研究分野で
あり、マスコミ心理学、大衆心理学、態度、認知心理学、リスク認知、発達心理学、組
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織心理学などの内容を含む。堅実な思考、豊富な知識欲、鋭敏な探究心に加えて、社会
科学的な合理的思考能力を養うカリキュラムを組んでいる。
また、臨床心理・社会心理どちらの分野においても、実験や社会心理学調査を手法と
して用いるため、心理統計学、統計の演習を基礎と位置づけ必修としている。
[保育子ども専攻]
保育子ども専攻では、「幼児教育学」分野を中心に学び、“子どもの理解”を目標と
し、幼稚園教諭1種免許状および保育士資格取得を目指している。
キリスト教の価値観・倫理観に基づく人間形成を目標に、本学の保育者養成は1905(明
治38)年に始まる長い歴史をもつ。本専攻は、120年続くキリスト教学校の建学の精神と
100年続くキリスト教保育を引き継ぐ専攻である。
本専攻は、単に、保育・幼稚園免許を出すだけの専攻ではなく、人間科学科の中にあ
り、リベラルアーツを学び、総合的な人間理解にたった保育者の養成を目指している。
したがって、心理学、教育学の基礎から、子どもに関わる基礎・教養科目、そして、キ
リスト教に基づく人間形成を学びつつ、保育士資格取得、幼稚園免許取得のためのカリ
キュラムが組まれている。

人間科学部人間福祉学科
学科教育の理念としては、人間と社会についての幅広い知識と深い理念を身につけキ
リスト教的敬神奉仕の精神をもって、現行の社会福祉法にも明示されているように、人
間ひとりひとりの自己実現と共生を可能にする質の高い福祉社会の構築に貢献できる
人材を育成することを目的とし、その目的に添い、人間理解に力を入れ、人間の福祉
（well－being）について心身両面から科学的に探求することを挙げている。
さて、人間福祉学科では、2007(平成 19)年度より新たなコース制を設け、将来の進
路に合わせてより深い学びができるようにカリキュラム履修に工夫をこらした。具体的
には、
「身体・健康福祉コース」「保健・医療福祉コース」
「家族・生活福祉コース」の
3 つのコースを設け、また、1 年次履修の「フレッシュマン・セミナー」の内容充実化、
同じく 1 年次に「社会福祉原論」という専門科目の履修等、教育内容の充実強化を図っ
ている。
人間福祉学科の教育目標を実現するための学士課程としての教育課程は、具体的には
全学共通科目

24 単位、専門教育科目（学科基礎科目：18 単位）、
（学科専門科目：44

単位）
、自由科目 38 単位、
（合計）124 単位（卒業に必要な単位数）という 4 年間の課
程を構築している。
なお、保育士資格、社会福祉士国家受験資格、精神保健福祉士国家受験資格、公認障
害者スポーツ指導員資格、本学独自の認証健康福祉運動指導者資格等の資格課程につい
ても、充実化をはかった。
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国際社会学部国際社会学科
国際社会学部国際社会学科の教育目標は、国際社会学部と同様に（1 学部 1 学科であ
るため）、広い視野と国際的な教養を備えた、社会に積極的に貢献しうる女性を育成す
ることにある。
2007（平成 19）年度、本学科は新たな学科体制の下、新カリキュラムをスタートさ
せた。すなわち、本学科は 2002（同 14）年度から始めた認定方式によるコース制を改
め、
「国際コミュニケーション専攻」
（定員 120 名）と「社会システム専攻」
（同 80 名）
の 2 つの専攻を設置した。同時に、両専攻はそれぞれ入試を分けて実施し、異なるカリ
キュラムの下で授業を進めている。
ただし、本学科では、専攻別カリキュラムをもっているが、演習科目については両専
攻共通の科目とし、学生たちの選択肢を拡げる形を取っている。また、こうした従来の
演習科目に加えて、異なる学年の学生が少人数の授業でともに学べるように、学年縦断
型（1 年次～4 年次）の「プロジェクト演習」を新たに設置した。さらに、自分の学び
たい分野を「副専攻」として設定し、大学から認定を受ける「自分学副専攻」という仕
組みを新たに導入した。以下、専攻別に、言及する。
「国際コミュニケーション専攻」の教育目標は、グローバル化する世界や日本の動き
に対応し、必要な幅広い教養を身につけ、英語によってコミュニケーションを図ること
のできる、創造性に満ちた女性を育成することにある。この目標を実現するため、新カ
リキュラムでは、海外留学を中核に位置づけて新たな特色とした。学生の海外体験を奨
励するために、希望者全員の海外研修（2 年次後期以降に、1 セメスターないし 2 セメ
スター）という仕組みを作り、「海外研修」を単位化した。また、今回、英語科目はも
ちろん、グローバリゼーションや異文化理解関連の科目も充実させた。
「社会システム専攻」の教育目標は、ボーダーレス社会に対応し、複雑化する政治・
経済や社会の実態を理解して、広い視野と教養を備えた、国内外で社会に貢献できる女
性を育成することにある。この目標を実現するために、新カリキュラムでは、キャリア
教育に着目し、キャリア教育と専門教育を同時並行的に行う点に特色をもたせた。イン
ターンシップおよびワークショップを必修化（2・3 年次）し、マスコミやメディアへ
の理解を深める科目を新設した。さらに、本専攻に、中学校「社会」と高等学校「公民・
地理歴史」の教諭 1 種免許課程を設置した。

＜１－２ 教育課程における基礎教育、倫理性を培う教育の位置づけ＞
(3学科共通）
本学部・本学科の基礎教育・倫理教育に関しては、全学共通科目という枠組みで、必
修として課している。たとえば、本学の建学の精神に基づく基本的思想・倫理感を教育
するために「キリスト教概論」を必修としている。また、女子大ならではの、女性とし
ての生き方、考え方、社会における女性の位置について必修授業の「女性学」を通して

18

学び、社会の中での生活者・消費者としての生き方・考え方について必修授業「現代社
会と生活」を通して学ぶことになっている。
基本的スキルとしては、週3日の英語を大学1、2年で課しており、また、コンピュー
タスキルを「基礎情報科学Ⅰ・Ⅱ」で1年間かけて学ぶことになっている。
また，入学したての学生に対して、大学における学びや、物の考え方、議論の仕方、
発表の仕方、レポートの書き方などをゼミナール方式で指導する各学科の独自性を生か
した「フレッシュマン・セミナーⅠ・Ⅱ」を必修としている。
これらの共通科目の上に、2年次になると、「基礎演習Ⅰ・Ⅱ」という必修授業の中
で、専門書の読み方、レジュメの書き方、発表の仕方、議論の仕方をさらに発展させて
ゼミナール形式の少人数で学ぶ。
以上の共通科目を通して大学における学び、そして、教養ある人間を育成することを
目指し、さらに、各学科に設置する「概論」「基礎演習」によって、専門を学んでいく
ための基礎と位置付けている。

＜１－３「専攻に係る専門の学芸」を教授するための専門教育的授業科目とその
学部・学科等の理念・目的、学問の体系性並びに学校教育法第83条との適合性＞
人間科学部人間科学科
人間文化専攻では、心理学・教育学・社会学・宗教学の4つの分野を1年次に幅広く学
んだ上で、2年次以後その中の1つの分野を深く学習し、人間科学の理解を深めることが
目的である。
そのために、まず、1年次において、上記4つの分野の概論を必修として学ばせている。
また、これらの異なる4つの学問領域をつなげるために、これらの分野に属さない人間・
文化という学際的専門科目から構成される科目群を設置し、異なる学問領域を有機的に
つなげる学びを促している。
人間・文化の科目群では29、心理学分野は37、社会学分野は21、教育学は14、宗教学
は16の専門科目を設置している。学生は、アドバイザーの意見と、自分の関心にあわせ
てこの中から、自分の学びに最適な科目を選択して卒業単位をめざしていくことになる。
学びの最終形として、「卒業研究Ⅰ・Ⅱ」の中で卒業研究を必修として課し、今まで
学んだ専門科目での成果を生かしてまとめあげていくことを目指している。
臨床心理・社会心理専攻では、心理学・教育学・社会学・宗教学の4つの分野を1年次
に幅広く学んだ上で、2年次以後特に、心理学・社会学を深く学習し、心理学的アプロ
ーチで人間について深く理解することが目的である。
この専攻では、臨床心理・社会心理学を学ぶ基礎として、統計学と社会調査の基礎知
識と、実際に調査から分析までが遂行できる能力を求めている。これにより、社会心理
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は当然であるが、臨床心理においてもケース研究だけではない数量的な解析ができる学
生を育成したいと考えている。このために、「心理統計学Ⅰ（2単位）」「心理統計学
Ⅱ（2単位）」を必修として課している。さらなる統計的知識と技術習得のために「心
理統計演習Ⅰ（2単位）」「心理統計演習Ⅱ（2単位）」「心理学調査演習（4単位）」
「社会調査演習Ⅰ（2単位）」「社会調査演習Ⅱ（2単位）」の中から8単位を選択必修
として課している。これらの統計的知識・技術の習得をしながら、社会心理学や臨床心
理学の専門を学ぶことになる。本専攻では、社会心理学分野から16科目、臨床心理学分
野から14科目、さらに、両専攻共通の基礎心理学領域として7科目を設置している。
保育子ども専攻は、建学の精神および、キリスト教的人間形成の上にたち、人間に関
する幅広い知識をもつ、保育者（幼稚園教諭、保育士）を育成することが目的である。
本専攻が、独立した学科ではなく、人間科学科のもとにあるのは、広い人間理解を学生
に求めるからである。したがって幼稚園教諭1種免許取得のために必要となる科目以外
にも、人間科学の教養科目を多く設置して履修させており、学科としての共通科目であ
る「心理学概論Ⅰ」「教育学概論Ⅰ」「社会学概論Ⅰ」「宗教学概論Ⅰ」を必修として
課すほか、共通科目から教養科目の履修を課している。さらに、1年次のフレッシュマ
ン・セミナーⅠ・Ⅱ」と2年次の「基礎演習Ⅰ・Ⅱ」は、あえて専攻内に限定せず、ほ
かの2専攻と合同で開講している。そのため、広い視野で学問分野の基礎を学ぶことに
なり、さらに他専攻の学友と触れあうことでいろいろな意見を知り、本専攻の目的と合
致した、幅広い人間理解に有効に作用している。
キリスト教保育を学ぶためには、全学共通科目として1年次の必修となっている「キ
リスト教概論Ⅰ・Ⅱ」だけでなく、2年次以後も共通科目の「キリスト教と現代A」～「キ
リスト教と現代F」、人間文化専攻の宗教学分野にある「キリスト教思想史Ⅰ」「キリ
スト教思想史Ⅱ」「キリスト教と日本A」「キリスト教と日本B」「宗教音楽A」を選択
必修としている。また、学科専門科目として「キリスト教人間形成論」「キリスト教保
育」を含むキリスト教保育に関する基礎学問を選択必修としている。

人間科学部人間福祉学科
人間福祉学科では、リベラルアーツを土台として、福祉を支える諸学問の蓄積から知
見を得られるカリキュラムを構築し、それと同時に、それぞれの関心や将来の進路に合
わせてより深い学びができるよう、2007(平成19)年度より、新たにコース制（
「コース」
というのは、ゆるやかな「専攻」）を設けた。
コース制については、自らの関心や将来の進路に応じて、どのような資格取得をめざ
すかにより、次の3つのコースの履修モデルを参考にして、2年次からの多様な学科専門
科目の履修が始められるような仕組みをつくることとした。
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「身体・健康福祉コース」
「福祉」に限定することなく、広く、人間のこころとからだの健康についての学びを
深め、将来は幼児対象の運動指導、障害者スポーツ指導などの分野で活躍が期待される。
「身体福祉指導論」
「スポーツ障害」
「生涯スポーツ論」などの学びに特色がある。
なお、このコースに進むと、社会福祉士国家試験受験資格、保育士、公認障害者スポ
ーツ指導員、健康福祉運動指導者などの資格を取得できることとなっている。
「保健・医療福祉コース」
こころの病をもつ人々や思春期に特有の課題をもつ若者などへの支援に関わる専門
職を養成し、将来は、地域で暮らす精神障害者の支援に関わる専門職としての活躍が期
待される。「精神保健学」「死生学」
「カウンセリング論」などの学びが重要になる。
なお、このコースでは、社会福祉士国家試験受験資格、精神保健福祉士国家試験受験
資格などの資格が取得可能となっている。
「家族・生活福祉コース」
福祉と保育の専門性を生かせる分野で力を発揮できる専門職を養成し、将来は、保
育・療育や学童保育の専門職、高齢者・障害者などの地域の暮らしを支援する専門職、
さらに福祉職の公務員としての活躍も期待される。特に乳児期の保育や病児保育、虐待
された児童の支援、障害がある子どもの保育・療育、学童保育の指導員など、福祉と保
育の専門性を生かせる分野で力を発揮できる専門職を養成する。「地域子育て支援論」
「病児・病棟保育論」
「特別支援保育論」などの科目の履修に特徴がある。なお、この
コースに進むと、社会福祉士国家試験受験資格、保育士などの資格が取得できる。
人間福祉学科で学び卒業した学生は、福祉の現場等に就職したり、また、教員は、福
祉現場の職員の現任研修にかかわること等を通して、研究成果を広く社会に提供し、ま
た、社会の発展にも貢献している実績から判断し、学校教育法第 83 条との適合性があ
ると考える。

国際社会学部国際社会学科
国際社会学科では、国際社会を分析する知識や方法を習得し、パーソナルな問題から、
リージョナル、そしてグローバルな諸課題までを的確に把握することができるように、
専門教育的な授業科目が幅広く設置されている。国際社会の一員として、学生が諸問題
について、論理的にバランスよく考え、その解決策を見出し、積極的に発信できるよう
になることを目標としている。
本学科の専門教育科目は、1 年次以上を対象とする「学科基礎科目」
、2 年次以上で履
修する「学科専門科目」に分かれている。以下、両専攻別にみてゆく。
「国際コミュニケーション専攻」の教育目標は、グローバル化が海外のみならず日本
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国内において進むなか、国際関係論や地域研究をベースとした国際教養と、コミュニケ
ーションを図る語学力を身につけた女性の育成である。
学科専門科目は、
「国際関係科目群」
「実践科目群」
「異文化理解科目群」
「文献購読科
目群」
「グローバリゼーション科目群」の 5 つから構成されている。例えば、
「国際関係
科目群」では、政治・経済・安全保障などの多様な視点から、複雑な国際社会の実像に
迫り、
「異文化理解科目群」では、日本を含めた世界の様々な地域を対象とする多くの
地域研究科目が開講されている。また、英語科目も充実しており、専門科目の中にも設
置されている。例えば、学科基礎科目として、週 2 回授業の「English Workshop」が 1・
2 年次必修科目となっている。また、学科専門科目には、
「英語で学ぶ地域問題」
「英語
で学ぶ国際問題」といった科目を置き、海外研修をカリキュラムに組み込んだこと（希
望者全員が海外留学可能）と合わせて、学生が英語を中心とした高度なコミュニケーシ
ョン能力を身につける機会を確保している。
「社会システム専攻」の教育目標は、ボーダーレス社会に対応して、政治・経済・メ
ディアを社会の仕組みとして理解し、それを一つのシステムと捉え、国内外において広
い視野をもって活躍できる女性の育成である。
学科専門科目は、
「ガバナンス・マネージメント科目群」
「メディア・コミュニケーシ
ョン科目群」
「エリア・スタディーズ科目群」
「実践科目群」
「キャリアサポート科目群」
の 5 つから構成されている。例えば、「ガバナンス・マネージメント科目群」では、政
治・経済・法律などの基本的概念を学習するだけでなく、公共・福祉・環境といった現
代社会を理解する際に不可欠な講義も設置されている。
「メディア・コミュニケーショ
ン科目群」では、「ジャーナリズム論」
「マルチメディア論」「アナウンス技術論」など
の科目を置いている。また、
「実践科目群」では、インターンシップおよびワークショ
ップを必修化し、実社会をより身近に体験することによって実践力を磨くプログラムを
充実させた。
「キャリアサポート科目群」は、学生が将来の就職を意識して学生生活を
送れるように配慮したもので、とりわけ「キャリア設計」は、1 年次から卒業後の進路
を考えさせる必修科目である。

＜１－４ 一般教養的授業科目の編成における「幅広く深い教養及び総合的な
判断力を培い、豊かな人間性を涵養」するための配慮の適切性＞
（3学科共通）
本学では、3 学科が同様に、専門教育に根ざした幅広い教養教育を身につけるリベラ
ルアーツ教育を重視している。こうした教育は、主に「全学共通科目」として広範な学
問領域にわたる科目を通じて進められる。これらの科目は、学生の基礎的な能力を養い、
知識に幅と奥行きを与える役割を果たすことができると思われる。
「キリスト教学」
「女
性・生活・健康」「情報・コンピュータ」などに加えて、豊かな人間性を涵養するため
に、
「基礎講座」や「総合講座」といった諸分野、さらに、語学教育として、
「基礎英語」
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「選択英語」および「第 2 外国語」に関しても多様な科目を設置している。

＜１－５ 外国語科目の編成における学部・学科等の理念・目的の実現への配慮
と「国際化等の進展に適切に対応するため、外国語能力の育成」のための措置
の適切性＞
人間科学部人間科学科
本学科は、専門分野の英語の読解がある程度できるまでの英語力と、さらに、人間文
化専攻、臨床心理・社会心理専攻では、教養としての第2外国語の習得を求めている。
まず、共通に1年、2年次に必修として設置される英語は週3日の12単位にとどめてい
る。「専門分野の英語の読解がある程度できるまでの英語力」のためには、週3時間の
英語でも十分である。人間科学科が求めているのは、英語ですらすらと論文が読めると
いうより、論文が与えられれば辞書を片手になんとか読むことができる程度の能力であ
る。会話に関しては特段求めてはいない。
人間文化専攻では、2～4年生対象の「国内外歴史文化研修B」において、3週間のデン
マーク研修が夏季休暇にあり、ここでは、英語でデンマーク文化の講義がある。そのた
め、この授業を履修している学生に対しては、前期にさらに週2日の英語の授業を課し
ている。もし履修年度が2年であれば、毎日英語の授業が行われる計算になるため、半
年間の英語の毎日のトレーニングによってデンマークでも英語の授業にある程度つい
ていけるものと思われる。
さらに、人間文化専攻では、古代の専門的文献を使った授業がおこなわれるため、そ
の理解のために、入門的かつ履修は自由ではあるが、「古典語A」～「古典語D」として
アッカド語、ギリシャ語、ラテン語、ヘブライ語の授業を設置している。これらの授業
では、古典語をつかった不自由ない読解を求めているわけではなく、特定の文献、特に
これら古代語で書かれた聖書や石盤などの著名な文献の一部を解説つきで理解できる
程度を求めている。そのため、古典や古代文化への導入として有用であると考えている。
臨床心理・社会心理専攻では、大学院進学の学生もおり、また、英語の文献を使用す
る3・4年時のゼミもあるため、1、2年次の週3日の英語の授業だけでは、専門の英語の
論文の読解は不可能である。そのために、両学部共通科目として設置している選択英語
群、および、人間科学科が独自に特に心理学系の英文を読むことができるために設置し
た「人間理解のための英語A」～「人間理解のための英語D」からの履修を選択必修とし
ている。これらの学びによって、大学院受験に必要となる英文読解ができるようになる。
また、保育子どもにあっては、必修ではないが、「文献読解」という科目で、保育・
教育にかかわる英語の文章を読む授業を設置している。

人間科学部人間福祉学科
本学科では、他学部・他学科と同様に国際社会で活躍できる人材の育成も目標のひと
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つに掲げており、専門分野の援護の読解力と教養としての第2外国語の習得を求めてい
る。しかし、国家資格につながるカリキュラムの充実を学科専門科目で図っているため、
他学部・他学科より外国語科目の履修単位をやや軽減し（1年次4単位、2年次4単位）、
さらに、第2外国語を必修から外しているが、外国語を希望すれば、選択英語が1年次か
ら4年次まで履修できるようになっている。さらに、2007(平成19)年度より、海外福祉
研修（例年、欧州の福祉事情への理解を深める8日間程度の研修を計画している）を単
位化するために、「国際社会福祉実習」
（1単位）
、
「福祉実践英語」（2単位）という科目
を設けたことから適切性ありと判断した。

国際社会学部国際社会学科
本学は、伝統的に「英語の東洋英和」といわれ、英語教育には力を注いできた。とり
わけ、急速なグローバル化が進む中、国内外で活躍できる女性の育成を目指す国際社会
学科では、英語および第 2 外国語の教育を重視している。いずれの授業も、国際化・多
文化化する現代社会に積極的に参加しうるためのコミュニケーション能力や読解力に
磨きをかけることを目的としている。
両専攻の内、英語・第 2 外国語教育重視がより鮮明なのは、
「国際コミュニケーショ
ン専攻」である。本専攻では、英語・第 2 外国語に関連する科目が、全学共通科目だけ
ではなく、専門科目の中にも置かれている。まず、学科基礎科目として、週 2 回授業の
「English Workshop」が 1・2 年次必修科目となっている。次に、学科専門科目に「英
語で学ぶ国際問題」
「アジアの現代を読む」
「ヨーロッパの現代を読む」といった外国語
の読解を基礎とした科目（「社会システム専攻」の学生も履修者多数）を置き、さらに、
海外研修（希望者全員が英語圏・非英語圏への海外留学可能）を新たにカリキュラムに
取り入れた。これらは、学生に英語を中心とした国際コミュニケーション能力を身につ
ける機会を提供したものといえよう。なお、第 2 外国語教育に関しては、本学科が多文
化主義を尊重する観点から、両専攻ともに選択必修としている。

＜１－６ 教育課程の開設授業科目、卒業所要総単位に占める専門教育的授業
科目・一般教養的授業科目・外国語科目等の量的配分とその適切性、妥当性＞
（3学科共通）
本学は3学科ともに卒業所要単位は124単位であり、その詳細は次の表のようになって
いる。
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人間文化

臨床心理・社

保育子ども

人間福祉

国際コミュ

社会システ

専攻

会心理専攻

専攻

学科

ニケーショ

ム専攻

ン専攻
全学共通科目

20(16%)

20(16%)

20(16%)

16(13%)

20(16%)

20(16%)

教養の外国語

16(13%)

16(13%)

12(10%)

8(6%)

11(9%)

16(13%)

学科共通科目

22(18%)

26(21%)

26(21%)

18(15%)

25(20%)

17(14%)

学科専門科目

40(32%)

36(29%)

40(32%)

44(35%)

32(26%)

44(35%)

自由選択

26(21%)

26(21%)

26(21%)

38(31%)

36(29%)

27(22%)

計

124

124

124

124

124

124

専門教育科目

数字は単位数。（ ）内は卒業所要単位に占める割合。
この表で、教養の外国語とは、専門科目に組み込まれてない一般的な英語と第2外国
語のことである。保育子ども専攻と福祉学科の割合が低いのは、第2外国語を課してい
ないからであり、国際コミュニケーション専攻が低いのは、英語科目の多くを専門科目
として学ばせているからであり、学科専門科目に組み込まれている。
自由選択とは、専攻や学科の枠にとらわれず、教養科目を数多くそろえる全学共通科
目や他学部・他学科・他専攻の科目を自由に履修できる単位枠である。
このように、教養科目が全体の 1/4、専門が 1/2、自由選択が 1/4 となっている。自
由選択は、他学部・他学科あるいは全学共通科目を含むものであり、学生は、最大で
1/2 が、共通科目や、各自の興味・関心に従った他学科等の科目を履修できることにな
っている。このことは、専門科目ばかりの狭い領域の学びではなく、広い領域での学習
を可能となっている。この意味において、このような履修配分は、幅広い学問領域を習
得でき、バランスのとれた履修配分になっていると考えられる。

＜１－７ 基礎教育と教養教育の実施・運営のための責任体制の確立とその実
践状況＞
(3学科共通）
本学においては、基礎教育・教養教育は、「全学共通科目」として設置してあり、学
科の科目の外に設置している。これらの科目は、各学科の代表者からなる「教務委員会」
で実施・運営している。教務委員会には、基礎・教養教育の分野ごとに下部組織となる
連絡会が存在し、そこに学科の代表も参加し、基礎・教養教育の充実を図っている。具
体的には、語学教育に関しては語学教育調整連絡会、情報教育に関しては情報教育連絡
会、学芸員・司書・日本語教育課程については三資格全学共通科目連絡会、中学・高校
教諭免許課程については教職連絡会がある。これらの連絡会の座長は、教務委員会のメ
ンバーとなり、連絡会での議論は教務委員会に報告・論議され、そして、最終的には学
科・学部で検討されている。
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＜１－８ カリキュラム編成における必修・選択の量的配分の適切性、妥当性＞
(3学科共通)
本学では、科目全体を、全学共通科目、専門科目科目（学科共通科目と学科専門科目）、
自由選択の3つに分類している。
履修の仕方は「必修」「選択必修」「選択」の3種類に分けられる。指定された科目
必ず履修する「必修」と、教員が異なるだけの同一科目から選択して履修する「選択必
修」、いくつかの科目群の中から選んで履修する「選択」がある。
下記に、各学科・専攻ごとの必修・選択必修・選択の単位数とその比率をまとめる。
選択必修はクラスを選べるだけで実質は必修と同じであるので、必修と選択必修をまと
めた数値も掲載している。
学科

人間科学科
人間文化

専攻

全学共通科目

専攻

必修計
選択必修計

ュニケー

社会シス

ション専

テム専攻

攻

26

20

22

24

選択必修

6

6

2

4

7

6

選択

4

4

4

0

2

6

必修

22

26

24

14

15

3

選択必修

0

0

2

0

10

4

選択

0

0

0

4

0

10

必修

6

4

2

8

8

10

選択必修

0

8

4

0

24

4

選択

34

24

34

36

0
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選択

26

26

26

38

36

27

124

124

124

124

124

124

目

計

学科

26

学科専門科

自由選択

も専攻

人間福祉

26

目

目

理専攻

保育子ど

必修

学科共通科

専門教育科

臨床心
理・社会心

国際社会学科
国際コミ

54(43%) 56(45%) 52(42%) 42(34%) 55(44%) 37(30%)
6(5%)

14(11%)

8(6%)

4(3%)

31(25%) 14(11%)

必修＋選択必修計

60(58%) 70(56%) 60(58%) 46(37%) 86(69%) 51(41%)

選択計

64(52%) 54(44%) 64(52%) 78(63%) 38(31%) 73(59%)

全体的には約6割が必修、4割が選択となっている。本学の理念のリベラルアーツを習
得するには広い知識と広い範囲での履修が求められる。したがって、分野ごと細かく必
修・選択必修の枠をもうけて、結果として必修の比率が高くなっているのは目的に合致
している。また、選択の4割のうち、半分は自由選択となっており、学科をまたいで幅
広い教養を身につけられるようになっており、これもまたカリキュラムの目的にかなう
ものである。
必修＋選択必修の比率は、37%～58%と専攻によって異なっている。人間福祉学科が37%
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と低いのは、人間福祉学科では3つの資格（社会福祉士、精神保健福祉士、保育士）を
取得できるため、それらの共通となる科目を必修にして、取得する資格にあわせて選択
するカリキュラムを取っているからである。したがって、資格志向の人間福祉学科のみ
が必修・選択比が大きく異なっているのは、そのためである。
社会システム専攻は、幅広い学問群をそろえており、各分野から必ず履修するように
カリキュラムが組まれているため、必修が多くなっている。

２. カリキュラムにおける高・大の接続
＜学生が後期中等教育から高等教育へ円滑に移行するために必要な導入教育の
実施状況＞
人間科学部人間科学科
本学科では1/3程度の学生が、各種推薦入試によって入学することになり、学術試験
による入試を経た学生にくらべ学習面で劣っている傾向にある。本学では、推薦入試で
早期に合格がきまった高校生に対して、入学前事前教育として、読書感想文を提出させ、
添削し返却し、大学入学前の動機づけに利用している。また、入学前に、日本語プレー
スメントテストの実施を行い、その結果を入学後に返却・指導に用いている。
入学後は、学科基礎科目の一つである1年次の「フレッシュマン・セミナーⅠ・Ⅱ」
では、レポートの書き方、図書館の利用の仕方、ノートの取り方等、高等教育の学生と
しての学び方を学ぶということを中心に少人数のグループ編成のゼミ形式で授業を進
めている。また、フレッシュマン・セミナーの各担当教員がアドバイザーとなり、学生、
個々人への個別指導も行っている。いわば高校時のクラス担任制のようなものであり、
履修指導・進路相談だけでなく、人生相談・家庭問題の相談などの個別指導を行い、ま
た、教員も現代の大学１年生が抱える諸問題を把握でき、カリキュラム、学校環境を見
直しために大変有効に働いている。
2007(平成19)年度より、新規に「日本語表現」という日本語文章表現の指導の授業を
人間科学科と社会システム専攻に必修授業として導入した。その結果、従来稚拙ぎみで
あった文章が劇的に改善され、レポートなどの質的向上が図られた。

人間科学部人間福祉学科
学科基礎科目のひとつである1年次のフレッシュマン・セミナーⅠ・Ⅱでは、レポー
トの書き方、図書館の利用の仕方、ノートの取り方等、高等教育の学生としての学び方
を学ぶということを中心に少人数のグループ編成のゼミ形式で授業をすすめている。ま
た、フレッシュマン・セミナーの各担当教員がアドバイザーとなり、学生、個々人への
個別指導も行っている。近年、その個々人への個別指導をより積極的に行う学生が微増
している傾向である。
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なお、本学科では、推薦入試で早期に入学が決まった受験生に対して、入学前事前教
育として、また、専門分野への動機付けの一環として、福祉・保育等に関する新書・文
庫を読んでもらい、読書感想文の提出と、日本語プレースメントテストの実施を行って
いる。さらに、近年、基礎学力の低下傾向がみられるので、
「日本語表現」の授業を設
置した。

国際社会学部国際社会学科
カリキュラムにおける高・大の接続については、本学科では、まず全学共通科目に基
礎講座の講義科目を選択科目として設置する方策で対応している。具体的には、
「日本
語表現」（社会システム専攻は必修）
「World of English」(国際コミュニケーション専
攻は必修)「歴史」（近代日本史・西洋史・現代史）
「日本国憲法」などであり、これら
の科目を通して、高校までの学習内容を復習しながら、専門教育科目への基礎を固める
ことを目指している。とりわけ本学科では、日本や世界に関する近・現代史への基礎知
識は専門教育にとって非常に重要な意味をもつため、これらの導入教育を不可欠なもの
との認識で実施している。また、1 年次の科目「フレッシュマン・セミナー」では、
「読
み、書き、話す」という大学生に必要な知の技法を修得させることを主眼とし、各担当
教員がアドバイザーとなって、学生への個別指導を行っている。
次に、本学科では、各種の推薦入試によって早期に合格が決定した高校生を対象とし
て、国内外の諸問題をテーマとする多数の新書から一冊を自由に選択させ、読書感想文
の提出を求めている。現状では、各テーマにもっとも近い研究分野の教員が、提出物に
添削およびコメントを加えて全員への返却を行っている。これらは、国語力の向上と分
野を学ぶ上での動機付けになっていると思われる。また、日本語プレースメントテスト
も実施しており、学力水準を把握することによって改善に繋げている。

３. カリキュラムと国家試験
＜国家試験につながりのあるカリキュラムを持つ学部・学科における、カリキ
ュラム編成の適切性＞
人間科学部人間福祉学科
国家試験につながりのあるカリキュラムとしては、保育士、社会福祉士および精神保
健福祉士の国家資格または受験資格取得のためのカリキュラムは、それぞれ法令等で示
されている。法令等で示されている関係で、法令等に示されたカリキュラムに基づき、
本学科のカリキュラムを編成している。単位数等も法令等で示されているが、本学とし
ては、いくつかの科目で、法令等で示された単位数を上回る教育を行っている。
なお、社会福祉士に関しては、2009(平成21)年4月より、新カリキュラムが法令等で
示されたので、2008(同20)年9月末までに、厚生労働省の所管に、新カリキュラムへの
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移行の申請を行う予定にしている。
さらに、2007(同19)年12月には、厚生労働省関東信越厚生局より指定保育士養成課程
に関する指導調査を受け、法令遵守を指摘されたので、2008(同20)年4月以降は、養成
課程施設として、法令遵守に努めるとともに、より養成教育の質の向上を図るために、
学内に既存設置されている「保育者養成連絡会」の活性化を図ることにした。
社会福祉士及び精神保健福祉士国家試験の合格率については、本学は、他大学と比べ
て、低調な結果が近年続いているので、学内の4年次生対象の社会福祉士国家試験受験
対策講座（社団法人神奈川県社会福祉士協会に依頼、9月～10月の毎週土曜日午後に開
講）を2007(同19)年度より3年生にも開講したので、今後、さらに、合格率を上げる取
組みを展開したい。

４ インターンシップ、ボランティア
＜４－１ インターンシップを導入している学部・学科等における、そうした
システムの実施の適切性＞
人間科学部人間科学科
保育子ども専攻では、カリキュラムの中に「サービス・ラーニング」という科目名の
インターンシップがある。資格とは関係なく、保育子ども専攻ではボランティアを通し
ての学びを目指している。3・4年次対象の科目であるため、実施は2009(平成21)年度で
ある。2008(同20)年度までは、科目としてではなく、単位認定のされないボランティア
活動として人間科学科として学生を募集し、幼稚園にボランティア活動をさせてきてい
る。主として幼稚園に就職を希望する学生が参加の主体であり、幼稚園の教育実習とは
異なる視点で幼稚園のさまざまなことを学びとることができる意義深い活動であった。

国際社会学部国際社会学科
社会システム専攻では、社会システム専攻会議が、インターンシップの実施などキャ
リア教育を円滑に進めるため、全学的組織であるインターンシップ・ボランティア科目
連絡会（インターンシップ・ワークショップ科目担当教員、キャリア就職課職員、学生
支援課職員、総合実習センター職員によって構成）と連携しつつ教育システムの中心的
役割を果たしている。2008（同 20）年現在、インターンシップの実動が始まったとこ
ろである。
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＜４－２ ボランティア活動を単位認定している学部・学科等における、そう
したシステムの実施の適切性＞
人間科学部人間福祉学科
学科基礎科目のひとつである「人間福祉序論Ⅰ」
（1 年次必修科目）では、毎回各専
任教員がそれぞれの専門領域を平易にした内容の講義を行っており、専門科目への導入
的な位置付けの科目になっている。また、ボランティア活動を奨励することを念頭に置
き、近年では地域の社会福祉協議会のボランティアコーディネータ等に来校してもらい、
ボランティア活動に関する講話を行ってもらっている。その講話に触発され、ボランテ
ィア活動を行う学生も多くなってきた。本学では、学内に総合実習センターと学生の自
主的団体の英和サポートネットがあり、それぞれがボランティア活動の調整活動を行っ
ている。今年度は、ボランティア活動等の体験型学習を単位認定化することを始めた。

５．授業形態と単位の関係
＜各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における、その各々の授業科目
の単位計算方法の妥当性＞
（3学科共通）
2007(平成19)年度にカリキュラムの大幅変更を行った際、以下の点について「教務委
員会」にて十分検討し、学科の科目についても確認を行い、妥当性を検証した。
1)

講義・演習・実習の割り振りの再確認
従来、特に演習・実習という名称が、安易に授業科目につけられている傾向があり、

その実態に合わせて名称変更を行った。
たとえば、「心理統計実習」「心理学調査実習」「人格測定実習」という通年の科目
は、授業形態は「演習」にもかかわらず「実習」という名称を使っていたが、それぞれ
「心理統計演習」「心理学調査演習」「臨床心理査定演習」と改めている。
2)

1単位とは45時間の修学を要する内容をもって構成することを標準とすることを、
あらためて確認した。それに伴い、2007(同19)年度より以下の改善を行った。
・自学自習を積極的に学生に課することを確認した。
・従来、半期間における授業回数は、多くても13、14回程度しか確保できなかった
が、学事暦を大幅に変更し、必ず15回の授業と1回の試験を確保できるようにした。

3)

フィールドワーク、研修のような授業形態の場合には、必ず現地での実習だけでな
く、事前・事後授業を課することとし、単位数にふさわしい授業時間を確保している。

4)

セメスター制の導入のために、従来通年であった授業をすべて半期化した。
これは、単純に通年科目を半期化しただけではなく、半期で授業を完結させられるも

のは極力2科目に分割した。これにより、後期から開始される授業だけを履修すること
ができるようになり、学生の履修の幅が広がった。また、半期完結により、前期半ばで
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履修をあきらめた学生に後期から改めて学習意欲をもたせて学習を継続させることが
可能となった。

６． 単位互換、単位認定等
＜国内外の大学等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の適切性(大
学設置基準第 28 条第 2 項、第 29 条)＞
６－１ 国内の大学：
６－１－① 単位互換制度について
本学は 2001（平成 13）年度の「横浜市内大学間単位互換制度」への参入以来、現在
は「首都圏西部大学単位互換制度」にも参加している。教務委員会が管轄し、利用希望
者へのガイダンスを踏まえて学生に周知している。実務は、学生支援課（2006（同 18）
年度まで「教務課」
）が単位互換窓口となって、本学受け入れ可能科目一覧を送付して、
受け入れ体制を整え、かつ送り出しの諸手続きを行っている。諸手続きは、前期・通年
開講科目については、4 月上旬まで、後期開講科目については 9 月中旬までと分けて対
応をしている。
受け入れの現況については表 1 にまとめる。なお受け入れ対象者については、本学が
「女子教育」を建学の精神と掲げている以上、正規科目を開放することは、一部「共学
化」をすすめることになる、との意見が主流を占めるため、現在も「女子学生のみ受け
入れる」との原則方針を維持している。受け入れ科目内容については、2005（同 17）
年度は 172 科目で、ここ 4 年間で最多となった。2008（同 20）年度は前期ですでに 155
科目に達している。なお、2006（同 18）年度より、単位互換に提供する科目の一部を
e-learning 科目としても開講することとした。収録された素材は次年度移行も可能な
範囲で活用することした。
「心理学概論」
「人格特性論」など e-learning 科目の他大学
履修希望者が漸増していることがあげられる（表 2）
。本学が女子大であるため、上述
したように、男子学生への科目開放を行っていないが、e-learning 科目に限っては視
聴科目であるため、男子学生も受講可能とした。
単位互換・受入者数推移（表１）

前期
2005年度 後期
合計
前期
2006年度 後期
合計
前期
2007年度 後期
合計
前期
2008年度 後期
合計

横浜市内 首都圏西部
7
12
0
5
7
17
9
3
0
0
9
3
10
18
0
0
10
18
2
23
-
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合計
19
5
24
12
0
12
28
0
28
25
-

e-learning 科目一覧（表 2）
年度

2006

2007

2008

科目名（旧ｶﾘｷｭﾗﾑ名）
心理学概論Ⅰ・Ⅱ（心理学概論）

岡本 浩一

日本研究入門 B（地域研究日本Ⅱ）

ｽｲｯﾍﾟﾙ，ﾊﾟﾄﾘｼｱ

日本研究 B（地域研究日本Ⅱ）

ｽｲｯﾍﾟﾙ，ﾊﾟﾄﾘｼｱ

人格特性論

岡本 浩一

認知心理学

岡本 浩一

World of English Ⅱ（人間と社会Ⅴ）

竹下 裕子

教育心理学

久保田 まり

平和のための社会システム

長谷川 かおり

日本国憲法

坪井 龍太

World of English Ⅰ（人間と社会Ⅵ）

竹下 裕子

日本外交史・前期（日本外交史・通年）
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送り出しの現況については、表 3 にまとめる。特筆すべき傾向としては、2007（同
19）年度より、本学からの「送り出し学生」が激減していることである。
本学卒業単位に認定できる「単位互換科目」の認定については、
「単位互換協定に関
する取り扱い規程」に基づき、毎学期ごとに、共通基本科目については、教務委員会お
よび専門科目については学科主任がその適切性を合議して認定案を作成し、教授会で協
議承認される。単位の認定に際しては、「本学で開講されているものは学内履修を優先
する」
「他大学での科目については本学のどの分野に関連するものであるかを確認する」
との基本方針を踏襲している。ガイダンスにはこの認定内容を記載した資料を配布し指
導をおこなっている。
単位互換制度の活用は、本学・他学双方にとって低調な状況である。これは主要駅か
らの交通利便性に劣る本学の立地条件、建学の精神により男子学生を受け入れることの
できない制限があること、2005（同 17）年度から「履修上限制度」が導入されたため
「履修は学内優先」との意識が学生の中にあることが主たる原因と考えられる。
特に第 3 の点について以下に自己評価を行う。すなわち、単位互換制度は、学修の多
様性を拡大するものであるが、安易な履修登録を防ぐための「履修上限制度」の導入が、
本制度の拡大に抑制的に働いたことは残念である。量的側面では後退したと言わざるを
得ない。一方で、ガイダンスでもこの点を含めた指導をしている結果、
「送り出し履修」
については、学習内容を十分に検討した上での履修申請となっており、運用の質的適切
性においてはむしろ向上がみられると評価することもできよう。しかし、単位互換制度
の本学利用者は、今後も 15～20 名程度の規模で推移するのではないかと推察され、か
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つ積極的利用を促進することも難しい。
一方で「受け入れ履修」については、前項にあるように、e-learning の提供が効果
をあげつつあることは評価できる。放送形態による科目の提供は、当然の帰着として男
子学生の履修への門戸を開くことになったこともあわせて評価できる。また、これに関
連して、2008（同 20）年度より、e-learning の心理学関係科目については、本学大学
院生（共学）にも聴講使用可能であるとの教務委員会承認を受け、今後の活用拡大に向
けて準備を整えている。
今後の方策について述べる。単位互換制度における e-learning 科目の充実は期待で
きるだろう。これは、学内一般学生にとっても再履修時や、講義欠席の補填的自習につ
いて、非常に教育効果を期待できるので、この点においても発展させていくことが望ま
れる。特に資格課程の必修科目等の参加を促進・拡大していく意向がある。しかし、そ
の際の留意点として、講義内にマルチメディア資料を放映した場合の著作権の問題、ま
た、学生の姿・発言など、映像が残ることについて問題、など制作上の限界・その運用
について十分な検討があわせて必要であろう。
他学における卒業認定科目の選択の方法論については改善の余地がある。送り出し学
単位互換・送出者数推移（表３）
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われる。また、履修の入り口だけでなく、履修成果をフォローしつつ、ガイダンス内容
を充実させていく必要があるだろう。

６－１－②

国内の大学：編入生の単位認定制度について

編入生の動向は p.95 の表(第 5 章)に示すとおりであり、20 名から 40 名程度の規模
で推移している。本学における編入生の出身大学等における既修得単位の認定に関して
は、一括認定および個別認定を組み合わせる方式をとっている。すなわち、編入生は、
資格取得希望者を含め、専門教育への導入をスムーズにするため、単位負担を軽減する
配慮が妥当である、との教務上の解釈に基づき、既修・未修にかかわらず、52～60 単
位の範囲で一括認定として行っている。また個人面談にて、過去の履修内容および編入
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生の単位認定希望に対応し、個別認定を行っている。また、履修済みの科目であっても、
共通科目の『基礎情報科学』のように、最新の技能が習得されている必要のある実践的
科目や、国際社会学部における『ソフォモア英語』のように、本学独自の科目内容の実
力を求め、かつ専門教育上、再学習が必要であるものについては重ねての履修指導を行
っている。
表 4 にあるように、また、2005（同 17）年度から導入の「履修上限制度」について、
編入生は十分な学習意欲と、卒業までの修業年限へ配慮して、2007（同 19）年度より
「履修上限単位 44 単位から 12 単位を限度に超過を認める」
との移行措置を行った。
2007
（同 19）年度末に履修成果を検討したところ、非常に良好な学業成績であることが確
認された。よって、引き続き 2008（同 20）年度も緩和措置を継続している。
以上の点から、編入生への単位認定については、当該対象の規模が小さいこともあり、
きめ細かい対応が実現しており、現状では妥当であると判断できる。
今後に関しては、編入生の学力・学修成果について二極化の兆しがある。この学業不
振の契機について、当該学生の属性によるものか、選抜方法の問題によるものか、それ
とも本項目で検討してきたような教務レベルでの受け入れ制度の問題があるのか、現状
では不明である。しかし引き続き二極化傾向が進むのであれば、一括認定を主軸とする
単位認定方法についても再検討の必要性が高まるものと思われる。
2007（平成 19）年度 3 年編入学生履修上限単位超過基準（表 4）
○人間科学部
110 単位（卒業要件単位 130 単位－20 単位）に達するまで履修を認める。
ただし、1 年度における上限超過履修は 12 単位を上限とする。
○国際社会学部
104 単位（卒業要件単位 124 単位－20 単位）に達するまで履修を認める。
ただし、1 年度における上限超過履修は 12 単位を上限とする。

６－１－③

国内の大学：放送大学における修得単位の認定について

放送大学における履修予定科目を事前に申請し、教授会承認を経ることによって、単
位修得後本学の単位として認定が可能である。しかし、2005（同 17）年度から 2007（同
19）年度において本制度を利用した学生はいない。
本制度準備がなされていることは評価できる。また、在宅での履修可能性についても
学生に潜在的ニードがあるかもしれない。しかし、通学制の本学において、
「単位認定
される」ということ以上に、放送大学提供科目について、どのような積極的活用方法が
あるのかは未知数である。また履修の手引きに言及があるだけで、実際に学生が周知し
ているかどうかは疑問である。
今後は、本学教育上の位置づけについての十分な検討の必要がある。

34

６－２

国外の大学：海外留学単位認定制度について

本学における全学的な留学制度には、学内選考を経て、本学が交換留学協定を結んだ大
学へ留学する協定校留学、学内選考を経て、本学によって選定された学校のプログラムへ
参加する推薦校留学と協定校や推薦校以外の大学へ出願し、入学許可を得た場合、本学

への申請により適当と認められれば、正規の留学として扱われる認定校留学の 3 種類が
ある。
ほかに、国際社会学部国際社会学科国際コミュニケーション専攻では、2007（同 19）
年度入学生より、原則として希望者全員が専攻の専門教育課程の一環として留学を行う
ことが可能になった。なお、このプログラムは 2008（同 20）年度後期より実施される
ため、「評価・改善」報告は行わない。
本学外国留学規程に則り、帰国時に個別面接によって、30 単位を上限として認定案
作成作業を行っている（その後、学部教授会の議を経て、単位認定を確定）
。認定には、
当該科目のシラバスを検討し、かつ履修総時間数を本学規定の学修時間にて換算して
単位数を算出している。
※単位換算方法
語学・実技科目：22.5 時間（90 分×試験含め 15 週）＝1 単位
講

義

科

目：22.5 時間（90 分×試験含め 15 週）＝2 単位

なお、留学期間は在学期間に含めることが可能であるため、留学時期や履修状況によ
っては 4 年間で卒業することが可能となる。
海外留学は、2006（同 18）年度以前は協定校・推薦校・認定校の学部留学のみであ
ったが、2007（同 19）年度より国際コミュニケーション専攻において大学付属の語学
学校等への留学も可能となった。これにより、語学科目も以前より多く卒業に必要な単
位として認定できるようになり、本専攻において学内履修と留学の両立の促進を果たし
た。これは、単に利便的に「4 年間卒業」への可能性を広げるにとどまらず、
「国際コ
ミュニケーション」の学習過程に、本学として留学体験とその成果をより積極的に含み
こんでいこうとする教学的姿勢のあらわれであり、この点を十分評価できる。
単位認定方法について、2006（同 18）年度以前は留学先の大学の単位数をもとに本
学での認定単位数を決定していた。すなわち、留学先で 2 単位の科目は原則として本学
でも 2 単位として認定した。しかしながら、留学先の国や大学の事情により 1 単位修得
に要する授業時間数が本学とは異なるため、不公平感が問題となっていた。この点につ
いて、2007（同 19）年度以降、上述のように、
「現地での授業時間数を 22.5 時間で割
る」とする同定作業を行うことによって認定単位数を算出する方法に変更した。これに
より、留学先に関わらず、認定単位数を平等に算出することができるようになった。
単位認定のための面接は、帰国生と 2 名の教員（教務委員でかつ、帰国生の所属専門
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領域担当を含む）で行っている。学生が持参する科目シラバス、教科書、レポート、な
らびに本学での履修状況を示す書類を参照しながら、当該科目を本学科目へ認定できる
かどうか、内容に立ち入って詳細に検討し、認定原案を作成する。留学先と本学の科目
名が違っていても、内容が同等のもの及びそれに準ずるものは基本的に単位認定を行っ
ているが、このような個別判定の手法は、教学上、この単位認定を質的に保証するだけ
でなく、面談の中で帰国生の海外体験の困難さや学習成果について教員が報告を受ける
ことになり、助言指導をふくめ、帰国生の本学学習への再適応のための重要なプロセス
になっている。この点は、本学の少人数教育の方針に沿う大変意味あるものと考えてい
る。しかしながら、このプロセスに通常 30 分前後の時間を要する。
派遣人数が少ない現時点においては、前項に述べたように実効性のある方法である
が、今後人数の大幅な拡大が見込まれる現状において、このプロセスを効率化するため
の方策が必要になるであろうと思われる。具体的には、留学先によって、あらかじめ想
定される単位認定案を用意しておき、教学上の面接は必要のある場合のみ行い、適応指
導は学科にゆだねる等、単位認定手続きの簡略化を検討したいと考えている。

７ 開設授業科目における専・兼比率等
＜７－１ 全授業科目中、専任教員が担当する授業科目とその割合＞
＜７－２ 兼任教員等の教育課程への関与の状況＞
人間科学部人間科学科及び人間福祉学科と国際社会学部国際社会学科における「共通
基本科目」および「専門教育科目」の専・兼比率は大学基礎データ（表 3）に示す。
専門必修科目についての専任担当比率は、各学科、専攻においては、新旧カリキュラ
ムともほぼ 90％以上であり、それぞれ専門教育の中核基幹的科目である専門必修科目
において、ほぼ全科目に近い科目を専任教員が担当している。ただし、語学科目の
「English Workshop」が必修になっている国際コミュニケーション専攻では、
「フレッ
シュマン・セミナー」と「基礎演習」が開講されている前期は 61％、後期は 31％と他
の専攻とは全く異なる数字になっている。
なお、大学基礎データ（表 20）で示したように、
「演習科目（フレッシュマン・セミ
ナー、基礎演習、専門演習）
」は専任教員が担当している。一方、旧カリキュラムであ
る共通基本科目では、専任担当比率が、40％前後である。新カリキュラムである全学共
通科目は、社会システム専攻の 47％を除き、20％から 40％の間で推移している。
英語基礎科目については、2007（同 19）年度より、全学のものとは別に英語教育連
絡会が「授業アンケート」を実施し、専任担当授業との整合性を確認している。また、
非常勤講師委嘱にあたっては、2007（同 19）年度後期より、教務委員会から、各非常
勤講師に対して主管者となる専任教員を担当者として当てることと、そして、依頼段階
から、教育内容の確認、教育方法・評価にいたるまで、本学の教育方針共有および綿密
な連携を取るよう、要望通達を行っている。
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全体として、専任比率は減少傾向にあるといえる。この傾向は、主に全学的な 18 歳
人口漸減に伴う専任教員削減方針に沿って展開したものであり、教務内容に対応して変
動しているのではない。その中で、『演習科目』を専任教員がすべて担当し（例外：専
任退職時および専任教員の離職時）、かつアドバイザーとして学修支援をおこなう方針
については適切であると評価できる。特に、本学においても、学生の基礎学力不足が目
立つ昨今、専任教員が可能なかぎり個別に対応し、長期的に指導することが今後益々必
要になっていくと考えられる。
英語関連科目や、各種実践科目（
「情報科目」や「健康科目」
「キャリアサポート科目」
「学芸員資格課程」
「日本語教育課程」
「司書課程」等）は従来どおり、非常勤講師の委
嘱により、教育の多様性を実現できていると考える。特に、英語関連科目については、
（a）基礎的英語教育を少人数クラス（平均：20 名、国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻のみ 16 名程度）
確保していること（b）特に英語関連科目担当者に多数の外国人（母語を英語とする、
の意）および英語圏大学出身者へ教育を委嘱し、学生がより多様性に富む英語体験を積
み重ねる機会を保証する、との本学の教育方針に沿ったものであり、積極的な評価がで
きる。
また非常勤担当へ転化した科目についても、前項に報告したような専任・兼任連携の
対応により、現況は適正なる教育水準を保っていると考えている
本学の教育方針として、
「リベラルアーツとともに、専攻制充実・各資格科目の充実
へ」の改革の流れを鑑みても、また有資格者として、真に有為の人材育成を行うために
も、今後、学内学修生活・学外実習活動の広範囲にわたる個別教育の部分がより重要度
を示していくものと考えられる。この点から特に専門必修科目の専任占有率は 9 割を保
つよう努力しなければなるまい。

専任教員の担当コマ数
専任教員担当比率の漸減の背景には、専任教員の担当コマ数の上限問題がある。専
任占有率の向上と、専任教員の超過負担の解決は相反する側面があるが、教育充実の
ためには、専任教員の適正な科目担当を保持することも重要であるという改善が目標
であった。この点について、2003（同 15）年度は学部科目担当だけであったが、その
後は、以下に示すように、カリキュラム関連担当（「生涯学習センター」など）も考
慮されることとなった。今後は科目の負担の軽重を勘案した計算方式への改善が求め
られよう。
専任教員の担当コマ数は大学基礎データ（表 20）に示されているとおりである。本
表は、学部科目担当に加えて、
「大学院」担当・
「生涯学習センター（一般社会人向け
の公開科目）」担当・「こころの相談室（大学院生の学内実習指導）」担当について、
すべて「在室責任 90 分・半期＝2.0 時間（毎週授業時間数）
」の計算式にて計上した
ものである。
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本学では専任教員の担当コマ数（責任授業時間数）12.0 時間と定められている。基
礎データ表 22 によると、最高は 26 時間、最低は 1 時間（学長を除くと 5 時間）、平均
は、人間科学部が 13.5 時間、国際社会学部は 12.2 時間（国際社会学部は、生涯学習セ
ンターの授業を担当している教員が多いため）となっているが、明らかに専任教員の過
剰負担の傾向がはっきり現れている。これは、コマ計算の改善によって、明らかになっ
た事実である。また、そのなかでも教員間に負担の軽重がみられる。特に臨床心理・社
会心理専攻、保育子ども専攻、人間福祉学科を擁する人間科学部の授業時間数が責任授
業時間数を上回っている。これらはどれも「実習・研修（大学院を含む）
」科目を有し
ており、厚生労働省・文部科学省管轄の資格課程や、大学院における（財）臨床心理士
認定協会管轄の認定を保持する要件としての「専任教員担当」の義務科目が多いためで
ある。
前項で報告したように、専任削減の傾向のなかで教育水準を保ち、かつ地域への貢献
を拡大することができているのは、本学専任教員の多大な貢献によるものであることが
判明した。しかし、教育の内実は、構造的な配慮なくしては恒常性を保つことは難しい
ことから考えるならば、次項に述べるような改善が必要であることは明らかである。
今後の改善策を以下にまとめる。
１．12.0 時間への担当調整が最重要課題であり、専任教員の補充が抜本的改善となる。
しかし、これは全学的運営状況からすると容易なことではない。まずは現在進めている
「学部・学科改革」の方針にそって、全学的教員の配置調整も含め改善策を講じていく
ことになろう。
一方、資格充実は実際的な要請でもあるが、
「専門者育成」をうたう大学院や「資格取
得を前提とした」専門学校とは違い、本学では教育の一環としての資格、との位置づけ
も踏まえながら、全学的な改善をすすめなければなるまい。一方で、幼稚園教職、中高
教職、保育士、社会福祉士、精神保健福祉士等の資格取得のためには、専任教員担当で
なくてはならないとの現状もあり、非常に困難な課題である。
２．具体的な方策としては、副次的方略ではあるが、漸減的対応から着手することが現
実的であると考える。まずは、非常勤委嘱の可能性を拡大すること、学部・大学院の連
携を調整すること、全学的な改革検討の中で、開講科目そのものの調整を図っていくこ
との 3 点から着手することができると思われる。
３．計上方法の改善によって、教員の「超過負担」は明らかになったが、この計算式の
欠点として、
「負担の内実」を無視している点がある。すなわち、
「時間拘束」を規定要
因としており、今後は、クラスの構成人数、対象の属性（学部・大学院、一般学生・社
会人、能力別クラス等）、実習を伴う科目（非実験講座として科目計上）の扱い、など
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の実質に踏み込んだ調査法に向けての改善が必要である。

１．２ 教育方法等
＜１ 教育効果の測定＞
＜１－１ 教育上の効果を測定するための方法の有効性＞
本学の現状では、残念ながら、教育上の効果を質的・量的に測定する主たる策を持っ
ていない。本学では、卒業後およそ 98％の学生が社会人として就職しているが、その
進路選択においては、学生の希望と本学での学習の効果に応じて門戸が開かれていくも
のと思われ、その内容によって本学の教育上の効果を推察するにとどまる。そこで本節
では、外在化される副次的な側面について概略を示してみたい。
卒業と退学
本学学生はその 95％が 4 年間の在籍にて卒業を果たしていく。この数字は全国的に
見ても低いものではなく、入学時の目的意識に見合う教育効果を得られているとの実感
をあらわすものであると考える。しかし残念ながら、卒業にあたって、それぞれの学生
にどのような学習効果が表れているかについては、そもそもその算定の手段自体を持ち
得ていない。2006（平成 18）年度入学生までは、3 年次進級にあたり進級条件を課して
いたので、これが一定の学習効果を確認する機能をもっていたが、新カリキュラム導入
により廃止した。4 年間で成果を上げる、という指導方針への転換には十分教育学的根
拠があるものの、「効果測定」の面から考えると一歩後退した感がある。確かに退学理
由のうち、
「進路変更」、
「学業不振」であるものについては、
「本学の教育効果」と連動
したものであると思われる。しかし、本学では、退学に至るプロセス、あるいは退学後
の将来計画に向けての活動をきめ細やかにサポートすることを重視しており、退学の原
因についてはあくまでもその一環としての個別聴取にとどまるため、教育効果との関連
でその原因を詳細に調査することを行っていない実情がある。
大学院への進学
大学院進学を果たした学生の数を表に示す。なお、本学大学院は「社会人大学院」を
うたっている現況であるために、大学からの進学先は必然的に他大学への転出が前提と
大学院進学者数

なっている。人間科学科の進学先の内
訳は、臨床心理士資格認定協会の「1
種校」を目指すものが多い。

人間科学科
人間福祉学科
国際社会学科

2006.3卒 2007.3卒 2008.3卒
7
12
6
2
2
1
0
2
1

人間科学科：幼稚園教諭 1 種免許取得
幼稚園教諭１種免許取得者は、2003（平成 15）年度一時的に減少したが、2001（同
13）年度から 2007（同 19）年度まで年々増加している。2007（同 19）年度は 90 名で、
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2001（同 13）年度 25 名の 3.6 倍に達している。
幼稚園教諭１種免許取得者数
幼稚園 教諭１ 種免 許取得
者推移
学科

年度

2001

人間科学科

2002

25

人間福祉学科：国家試験合格

2003

27

2004

19

2005

40

2006

64

2007

70

90

大学院、国家試験合格者数の変遷（全国平均との比較）

社会福祉士、精神保健福祉士ともに正確なデータは、2 年間に留まる。授業の中での
指導や受験対策講座を実施しているが、現況では、全国福祉系大学の合格率を下回って
いる。
社会福祉士・精神保健福祉士 合格率（新卒）
2006年度
受験者数 合格者数
東洋英和女学院大学
59
12
社会福祉士
福祉系大学
15,153
5,038
東洋英和女学院大学
16
7
精神保健福祉士
福祉系大学
2,264
1,344

2007年度
合格率 受験者数 合格者数
20.3%
80
15
33.2%
15,218
5,437
43.8%
29
11
59.4%
2,359
1,390

合格率
18.8%
35.7%
37.9%
58.9%

保育士資格取得者は、2001（同 13）年度から 2007（同 19）年度まで順調に増加している。
2007（同 19）年度は 79 名が取得。2001（同 13）年度取得者 24 名の 3.3 倍に達している。
保育士資格取得者数
保育士資格取得者推移
学科

年度

人間福祉学科

2001

24

2002

2003

42

55

2004

2005

2006

2007

60
68
※70
79
※科目等履修生（既卒者）1名含む

総合的に分析を振り返ると、本学として学生全体を対象とした有効な教育効果評価を
行っていないことは明らかである。むろん、教育の一環として、教授内容に対して受講
者がどの程度教育効果があがっているのか、については、成績評価とは別に小レポート
や課題作成、チェックなど、担当者が独自に評価活動をしており、またそれぞれの専門
領域内で、また学科レベルで話題を共有していることは行われているが、前述したよう
に数値算出に結び付く調査活動ではない。
卒業時の学習能力においては、教員からは、主観的レベルにおいて、おおむね教育の
成果や効果があがっているという報告がある。それは、ディスカッションの能力、卒業
論文の作成や、専門書の読解能力、プレゼンテーション・スキルの獲得として言及され
るものであるが、いずれも人文科学分野特有の教育効果要因についての個別判断であり、
今のところ、これらの能力をデータ化する方法が確立されていない。もちろん、授業ア
ンケートから満足度の項目にて若干の比較が可能であるが、これもまた主観的な評価で
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あるし、学生側からの自覚的評価はやはり本質的な「教育効果評価」にはなるまい。特
に社会科学系の教育内容の効果を正確に反映した測定方法についての検討は全く着手
されていないことは大きな問題である。
まずは 4 年間で学生が身につけるべき学力、資質、能力の具体的要件について、
「学
部・学科改革方針」と照らし合わせながら確認していくことが肝要であると考える。あ
わせて、卒業後のフォローアップも有力な情報素材となると考えられるが、本学では、
卒業生からの「意見聴取」の仕組みが整備されていない。卒業生の声は本学の教育独自
性や発展の方向性、そして長期的展望での教育効果について考える上で示唆が多いと思
われる。同窓会などと連携しながら、卒業生から広く率直な「意見聴取」に向けての組
織的取り組みの方法を模索していくことも有用であろう。

＜１－２

卒業生の進路状況＞

下記資料に見られる通り、本学の就職内定率は安定して 98％を確保しており、このこと
からも本学における学士課程教育が、企業・公共団体等の要求する質を保っているという
ことが評価される。
2008(平成 20)年 3 月卒業生進路状況

総

2008 年 5 月 1 日現在【（ ）は社会人学生数を示す】

人間科学部

人間科学部

国際社会学部

全

学

部

人間科学科

人間福祉学科

国際社会学科

全

学

科

数（A）

２４３（７）

１３４（０）

２０７（１）

５８４（８）

就職希望者（B）

２１４（３）

１２６（０）

１９３（０）

５３３（３）

就職内定者（C）（注１）

２１１（３）

１２３（０）

１９０（０）

５２４（３）

就職内定率（C／B）

９９％

９８％

９８％

９８％

【

】は 2006 年度同時期の数字

【９８％】

【９８％】

【９８％】

【９８％】

［

］は 2005 年度同時期の数字

［９８％］

［９８％］

［９８％］

［９８％］

就職を希望しない

２８（４）

８（０）

１３（１）

４９（５）

大学院（D）

５（１）

１（０）

０（０）

６（２）

内

留

学

０（０）

０（０）

０（０）

０（０）

訳

進

学

２（０）

１（０）

２（０）

５（０）

２１（３）

６（０）

１１（０）

３８（３）

不明（注３）

１（０）

０（０）

１（０）

２（０）

実質就職率―①（C/A）

８７％

９２％

９２％

９０％

実質就職率―②（C/A－D）

８９％

９２％

９２％

９１％

その他（注２）

(注１)就職内定者（c）とは、活動終了者ではなく、最低 1 社内定をもっている学生数。 (注２)その他とは、大学院再受験、
資格取得、結婚、家事手伝いなど。

(注３)不明とは、求職登録および進路について届けていない場合を指す。

※社会人学生は外数で、そのうち就職希望者の欄は、主に転職希望者。
※人数には 9 月卒業生 3 名を含むため、大学基礎データ表８と数字が異なる。
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２ 厳格な成績評価の仕組み
＜２－１ 厳格な成績評価を行う仕組みと成績評価法、成績評価基準の適切性
成績評価について＞
成績評価にあたっては、出席 3 分の 2 を条件として、試験、レポート、およびそのほ
かを総合評価の上，次のように評価表示を行っている。
表

示

点

数

グレードポイント

AA

秀

100～90

４

A

優

89～80

３

B

良

79～70

２

C

可

69～60

１

F

不可*

Z

放棄*

59～ 0

０

GPA：（履修科目の単位数×グレードポイント）の合計÷修得単位数の合計
*「不可」は、試験を受験したが、合格点に達しなかった場合
*「放棄」は、欠席過多等により試験受験要件を満たしていない場合、あるいは自ら試
験を受験しなかった場合
また、同時に成績評価のガイドラインを設定し、
「秀」評価および「優」評価を与え
る学生の割合は、履修者数が 30 名以上の科目については、履修者数に対して、原則と
して合計 40％を上限としている。
ただし、次の履修者数が 29 名以下の授業科目、全ての英語科目、実習および演習、
資格科目いずれかに該当する授業科目は、担当教員の判断によりこのガイドラインを適
用しないことができることになっている。
また、2005（同 17）年度より、学生の勉学上の動機付け・学習の質的向上を狙いと
して GPA 制度を導入している。また、これは国際化への対応を図るものでもある。
なお、「総合評価」の点について、各科目において実際にどのような評価方法を採用
するかについては、詳細は各教員の裁量に委ねられている。よって全ての科目において
「シラバス」に評価方法を明示するよう、学生への周知徹底を行っている。
（１）上記表中にあるように、2005（同 17）年度より、
「秀」評価を導入し、成績優秀
者に対して、よりこまやかな対応を行うことが可能となった。なお、
「秀」評定には、
慎重な教育的判断を求めている。2007（同 19）年度より、単位認定不合格においては、
「不可」「放棄」の区別を導入したため、学生側の学習努力に付いても反映する成績評
価となっている。
（２）本学における成績評価は，上記の通り「相対評価」を原則としているが、科目の
性格により「絶対評価」との併用が可能とされている。表 14 に示すように、30 名以上
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の評価分布はおおむねガイドラインに沿ったものであるが、
「秀」＋「優」比率につい
ては、概して高く、特に 100％と言う数字も得られており、教務委員会より 2008(同 20)
年度学科懇談会にて警告・検討を依頼した。
「評価の甘さ」の問題点を共有しつつも、
この数字の背景としては、科目特性による点が明らかになった。すなわち、
「専門演習」
においては、既に選抜された受講生が集まることも予測される、数名レベルの少人数科
目が含まれる、幼稚園免許関連の実習科目の中には、
「優」
「秀」をとることが全国的な
合格基準である、などである。
一方、能力別クラスでの評価は成績上位者にとって不利になるとの指摘も重要である。
本学 GPA の値が、米国基準に照らし合わせた場合、低めに算定されている（例：人間科
学科 3.77、人間福祉学科 3.52、国際社会学科 3.77）などの問題点もあわせて明確にな
った。なお、グレードポイント・システムは神奈川県下で用いられている、最も一般的
なものであり、学内・国内での運用には問題は見られていない。
以上に述べたことから、ガイドラインは適切な方向性を示していると考える。このガ
イドラインの求める分布に近づくよう、引き続き指導・努力する必要がある。また GPA
については、学内での運用には問題がないが、特に米国大学・大学院留学に際し、仮に
本学のグレードポイント・システムを明示しても、GPA との呼称を使用することにより
学生に不利な印象を与えかねないことは大きな問題である。
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本学教育として海外留学を積極的に進めていることからも考えて、今後は、グレード
ポイントの数字の再検討、もしくは、呼称（
『英和 GPA』など）の再検討など、国際的
に活躍しようとする学生への利便性についても検討すべきである。
２００７年度全成績データによる分析
全科目数
履修者数３０人以上

1466 科目
359 科目

本データは、科目コードに基づき分類しているため、同一科目に複数科目コードがある場合は別科目として計算されている

履修者３０人以上の秀＋優の比率分布
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全科目の秀＋優の比率分布
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０％の213科目は、保留、認定、旧カリ再履修用科目コードによる

全科目の秀の比率分布
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＜２－２ 履修単位の上限設定等、単位の実質化を図るための措置とその運用
の適切性＞
人間科学部、国際社会学部とも履修単位上限制度を敷いていて、上限は半期 22 単位
である。ただし、履修登録上限対象外科目は以下の通りである。
○資格課程科目及び以下の科目は履修登録上限対象外
全学共通科目
海外英語実習 A

選択外国語Ⅰ～Ⅵ

海外英語実習 B
人間科学科専門教育科目
音楽 AⅠ・Ⅱ

情報処理試験対策講座 B

音楽 BⅠ・Ⅱ

総合演習

図画工作 A

教育実習Ⅰ～Ⅲ

図画工作 B

音楽表現の指導法 A

体育 A

音楽表現の指導法 B

体育 B

造形表現の指導法

憲法・行政法特別講義Ⅰ・Ⅱ

身体活動の指導法

民法特別講義Ⅰ・Ⅱ

身体表現の指導法

時事問題・論述特別講義Ⅰ・Ⅱ

国内外歴史文化研修 A・B・C

数的処理特別講義Ⅰ・Ⅱ

社会調査演習Ⅰ・Ⅱ

経済原論特別講義Ⅰ・Ⅱ
情報処理試験対策講座 A
人間福祉学科専門教育科目
国際社会福祉実習

精神保健福祉援助演習Ⅰ・Ⅱ

社会福祉援助技術論Ⅰ～Ⅳ

社会福祉援助技術現場実習Ⅰ・Ⅱ

精神保健福祉援助技術各論Ⅰ・Ⅱ

社会福祉援助技術現場実習指導Ⅰ・Ⅱ

社会福祉援助技術演習Ⅰ～Ⅳ

精神保健福祉援助実習
国際社会学科専門教育科目

海外研修

憲法・行政法特別講義Ⅰ・Ⅱ

インターンシップ／ボランティア A・B・C

民法特別講義Ⅰ・Ⅱ

国際社会を読む

時事問題・論述特別講義Ⅰ・Ⅱ

政治・経済を読む

数的処理特別講義Ⅰ・Ⅱ
経済原論特別講義Ⅰ・Ⅱ
情報処理試験対策講座 A
情報処理試験対策講座 B
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本制度の施行により、一学生あたりの履修単位数は総じて減少し、また不可学生の割
合が激減した。学生が限られた学修時間の中で、着実に授業内容を習得し、単位の実質
化を図るために重要な枠組みとして着実に機能していると評価できる。一方問題点とし
ては、非常に学習意欲が高く、かつ能力にも恵まれた学生にとっては必ずしも有効な制
度とはいえないことが判明した。学生間の不満は、部分的には例外措置の冠する学生の
理解不足に起因しているが、履修上限の導入に伴い、1 科目あたりの学習内容の拡充が
図られなかったことも背景にあると考えられよう。
また、心身の不調により計画的な履修が中断した学生にとっては、
「4 年卒業」を早
期に断念せざるを得なくなる状況も出現している。現況では個々の事例を検討しつつも、
いずれも原則どおりの運用が教育上好ましいとの判断の上で履修指導を行っている。
完成年度以降は、その教育成果を踏まえて、例外規定を充実させ、かつ学生への周知
徹底を工夫していく必要がある。あるいは、上限対象外科目の見直しも有用であろう。
例外規定については、学習意欲の高い編入生への緩和措置が高い教育効果をもたらして
いる事実を踏まえることができる。しかし、本制度はそもそも「4 年間の長期視野に立
った履修計画」を学ばせる意味もあるので、例外規定は入学時に示されておかねば、一
般学生にとって不利益を与えることに留意しつつ、調整をはかる必要がある。

＜２－３ 各年次および卒業時の学生の質を検証・確保するための方途の適切性＞
（１） 各年次あたりの教育
本学では、既述したように、
「全学共通科目」として幅広い分野の科目が用意されて
いる。特に第 1・2 年次に配置されることにより、単に
専門分野へ進む前提としての基礎的な能力を養うだけでなく、幅広い学問教養的視野
を確立する目的がある。
（２） 進級制度
2006（平成 18）年度入学生までは、第 3 年次進級に当たり、
①修得単位が合計 50 単位以上であること
②1 年次必修科目フレッシュマン英語のうち 3 科目 6 単位を修得していること
③2 年次必修ソフォモア英語のうち 1 科目 2 単位を修得していること
④1 年次必修第 2 外国語の中から 1 科目 4 単位を修得していること、との「進級基準」
を設け、水準に満たない学生には「留年」
「仮進級」との対応を行ってきた。
（なお、2007
（同 19）年度生より、新カリキュラム施行にともない、この「留年制度」を廃止した
ため 2009（同 21）年度よりこの進級判定は行われない。
） それ以外に、両学部共通基
本科目および、各学科ごとの学科基礎科目から、学科専門科目へと積み上げ方式（履修
条件明示など）をとることにより、専門履修にむけての態勢への配慮を実現している。
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（３） 卒業生の質
卒業については、履修の手引きに示されているように、各学部とも 4 学年以上（編入
生を除く）在学し、卒業に必要な授業科目について必要数の単位を修得した者に卒業を
認め、学業成果の達成を確認している。また、その詳細については、毎年 4 月に、学年
単位の履修ガイダンスを行って解説を行っている。しかし、質的保証については、各科
目担当教員の個別の成績評価の集積によると言うことになる。すなわち、
「卒業論文・
卒業研究」については、専門演習において履修上義務化している科目はあるが、学科と
して、あるいは専攻として独立した卒業要件とはしていないため、総合的評価としての
卒業判定という制度は採られていないのが現行カリキュラムの状況である。
（なお 2007
（平成 19）年度入学生より人間科学科人間文化専攻学生には「卒業研究」が必修とな
る。
）
また、卒業認定基準単位数にわずか（慣例として 2 科目 4 単位まで）に届かない学生
には、条件を満たした場合にのみ再試験を許可する制度を設けている。加えて、成績通
知後に「確認制度」が設定されており、学生から評価の確認を受け付けている。この制
度によって、教員の過誤評価（転記ミスなど）を防ぐことが可能となる。同時に、確認
後、特に評価変更がない場合でも、教員側から学生へ問い合わせに答える形で、
「なぜ
その評価なのか」のフィードバックが行われている。
（４）表彰制度
本学院では、大学・大学院を卒業する学生の中で学業・人物ともに優れた学生を各学
科・各研究科から各 1 名を選考している。
以上の現状報告をふまえて、点検・評価を行う。まず、留年制度についてであるが、
学修成果に問題のある学生に早期に積極的履修指導を行っており、基礎学力の質の保証
をおこなう機能を有してきたことになろう。毎年 4 月に対象者には、注意及び、当該学
生所属学科の教務委員及び学生支援課職員による進路相談や履修指導を含む個別面談
を行っている。しかし、留年決定は必然的に卒業延期を意味し、経済的問題、所属集団
の喪失、さらには、修学意欲そのものの低下から新たな適応困難を引き起こす危険のあ
ることが指摘される。特に、留年者の中核群を見ると圧倒的に「語学不振」によるもの
であったが、2007（平成 19）年度新教育課程より、「4 年間で必修履修」とする方式に
転換したため、語学問題により専門演習への配属が許可されない「ねじれ現象」は解消
され、これは教育的に評価できる。一方辺縁群としての「全般的学業不振者」への手当
てが薄くなる危険は看過できない。
また卒業認定の適切性については、科目ごとの判断の集積による評価システムであり、
卒業試験式、卒業課題式認定システムに比べ複数の段階で教員相互のチェック機能が細
かく働き、比較的公平さを保つことができる利点がある。一方、本学が掲げる教育目標
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（学力、資質、能力）への総合的到達度を客観的に見ることには難点がある。卒業後の
進路の内容においては、有用な人材を育成し、社会に貢献する教育機関としての役割を
果たしているとの実績を、全体像として示すに留まるのは残念なところである。なおこ
の点では、2007（同 19）年度生の「卒業研究」の成果が待たれる。
最後に、卒業要件について述べる。成果集積主義においては、科目ごとの成績評価の
「適切性」が重要になるが、近接領域内での相互理解や判定後の妥当性の確認など、十
分であるとはいい難い。
学生の研究活動の実績や、成果を判断できるような課題、実習内容の状況などについ
ては、専攻や関連領域ごとに把握がなされているものの、部局としてのまとまったデー
タは作成されていないことが、今後の課題と思われる。また成績評価の正確さを担保す
るための措置をいかに講じていくかも大きな課題となるだろう。現状では少人数教育の
枠組みの中で、「確認制度」が意思疎通の機会を提供するものとして機能しているが、
「成績評価に関する申し立て制度」の必要性について、まずは検討を開始する時期にあ
ると判断する。

３ 履修指導
＜３－１ 学生に対する履修指導の適切性＞
（１）履修オリエンテーション
本学では、毎年度 4 月初旬に、各学年ごとに履修オリエンテーションを行っている。
教務委員の教員と、学生支援課職員が担当する。
「履修の手引き」に従って、これから
学習していくカリキュラム、履修方法、卒業要件、単位互換制度など応用的カリキュラ
ム、単位、評価判定、など包括的な履修指導を集中的に行っている。その上で、履修計
画については、アドバイザー教員と「履修登録用紙」を必ず持参して、個別に相談しな
がらこれを作成するよう求めている。この際、主にオフィス・アワーが活用されている。
オフィス・アワーとは、教員が研究室にて在室し相談・質問が可能な時間帯を明示し、
かつ連絡アドレスおよび研究室電話番号を研究室ドアに一律公開することで、学生が教
員と接触を取りやすい環境を作るための全学的制度である。アドバイザーとは、単位の
履修、学習計画など、本人の資質・能力・関心に合わせて、アカデミックな問題につい
ての相談・指導・助言を行い、履修の最終確認を行うことになっている。当該学生の所
属する各学年ごとの必修演習（フレッシュマン・セミナー、基礎演習、専門演習）の専
任教員がその任を担う。
なお、進級不可者には、個別に面談および履修ガイダンスを行っている。また、成績
不振のため所属ゼミをもつことができない学生には、学科主任がアドバイザーとなって
いる。
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（２）ゼミ分属オリエンテーションのガイダンス
2 年次の基礎演習、3 年次の専門演習への分属に際しては、毎年 10 月ごろ、各学科に
おいて、ガイダンスが開催される。担当教員がそれぞれの演習の教育内容に関して、お
よび選抜の方法について説明を行う。また、ゼミ公開や、個別相談期間を設け、それぞ
れの学生の状況や要請に対応できるよう実質的な工夫を行っている。
（３）特色ある科目についてのガイダンス
海外渡航を含むもの、学外での活動を含むもの、複雑な履修条件・制限のあるもの、
など、本学ならではの特色のある科目については、担当教員が資料を作成し、詳細なガ
イダンスを開いている。
（４）シラバス
次節「教育改善への組織的な取り組み」にて詳細を示すが、総じて、集団式・個別式
ガイダンスを組み合わせて効果的な履修指導が行われていると考える。集団式では、説
明に過誤が生じないよう、綿密な「説明マニュアル」に則って、確実な情報伝達が行わ
れるよう配慮しており、この点も妥当であると考えている。CD-ROM による配布、ウェ
ブサイトでの閲覧という電子媒体導入が行われた事は特筆すべきであろう。
また個別式の面においては、履修登録時期には、オフィス・アワー制度によって、活
発な研究室訪問が行われ、より決め細やかな学生指導が実現している。一方で、毎年履
修登録方法についての理解不足から、
「履修手続きミス」が相当数生じている。これは、
学生の全般的な学力低下によるものと推察される。
あわせて、新カリ・旧カリ混在という特異な状況下において、学生はもとより、全て
の教員がカリキュラムの変動を熟知しているとは言い難く、例年よりもトラブルが多い。
カリキュラム移行に伴う理解不足・履修過誤については、学生に不利にならないよう最
大限の実務的配慮と、個別面談による厳重注意およびフォローアップを教務委員担当教
員により併せて行っており、問題の最小化に努めていることは評価できる。
集団ガイダンスでは十分理解できない 1－2 割程度の学生への対応、少人数に分けたテ
ーマ別履修指導など、さらに新たな改善が求められる。理解しやすい「履修の手引き」
への全面改訂も今後の重要な課題である。

＜３－２

留年者に対する教育上の措置の適切性＞

「留年制度」は 2006（平成 18）年度入学生までで廃止される。
（１）個別面談
4 月の履修ガイダンスの時期に、個別面談を行っている。面接者は、教務委員教員 3
名で、うち 1 名は当該学生の所属専門学科の教員と配慮されている。面接では、成績情
報をもとに、留年に至ることになった原因を検討し、必要な対応を協議する。経済的問
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題については学生支援課と連携、メンタルな問題の学生には学生相談室、適性の問題に
は進路指導、また学業全般の不振については学習方法の教授など、多面的な援助を行っ
ている。さらに、留年者は、所属ゼミを持たないことが多いため、面接を踏まえてアド
バイザー（各学科主任となっている）への連携も行う。
こうした個別面談を中心とした対応は教育上非常に有効に機能していると考える。即
ち、文書での一方的通知ではなく、手厚い指導を受けることで、学習意欲の回復のみな
らず、背後にある生活上の諸問題を見つけることができる。面談への 9 割以上の出席率
からみても、学生側の期待とその成果をみることができよう。
留年制度の終了と共に、今後は広義の学業不振者への新たな対応を考えていく必要があ
る。実際は、学園生活を送る中で心理的課題を抱えているために、結果として学業不振
となっているケースが多くみられるため、まずは支援母体の見直しが必要だろう。

４ 教育改善への組織的な取り組み
＜４－１ 学生の学修の活性化と教員の教育指導方法の改善を促進するための組
織的な取り組み(ファカルティ・ディベロップメント(FD))およびその有効性＞
学生の学習を活性化するための本学の特色ある措置としては第一に、習熟度クラスの
実施が挙げられる。これは、英語基礎教育においては学力査定後、能力別授業を実施し
ているというものである。学習効果だけでなく、動機付けを保つことが可能となってい
るが、具体的な教育効果を測定するには至っていない。第二には、履修カリキュラム上
の個別配慮がある。これは、①上限対象外課目の設定。
：p.45 の表にあるように、資格
科目や特定指定科目を上限対象外とすることにより、学習意欲のある学生に対応してい
る。②履修制限制度を設け、科目の性質や設備に状況により、履修者を選抜している。
適正人数を厳密に保つこと、または、十分な基礎学習を終えた学生のみにて構成してい
る科目を用意している。③単位互換制度：項目１に既述したとおりである。
また、学園生活における工夫としては、オフィスアワーの設置（別項目に既述）が行
われ、学生・教員間をつなぐ機能をはたしている。さらに、自主学習への配慮としては、
①図書館の開館時間の延長、②学生の自主的研究会・学習会に対しての、講義室・演習
室の使用許可、③情報機器の使用の開放化、の 3 点が挙げられるだろう。
これらの現況をふまえて分析を行ってみたい。まず、恵まれた大学施設環境・学習機
器を最大限学生に供給している取り組みは評価できる。一方、FD は教育母体の根幹を
活性化する長期的方略として重要であるが、全学的な取り組みは現在のところ活発とは
言えず、また専門的なテーマについても教員の自主的活動レベルにとどまっており、今
後の課題となろう。学科懇談会がその実質的な組織活動の場であるが、今後その具体的
取組について検討が求められる。特に授業評価の検討、教育方法・成績評価問題など、
体制の充実、教員参加の構造づくり、実際的取り組みに結びつく活動が起案されねばな
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らない。これに加え、短期的方略としては、基礎学力、大学での学習に困難を抱えてい
る学生の増加に対する支援充実が急務となると思われる。

＜４－２

シラバスの作成と活用状況＞

2004（平成 16）年度より、CD－ROM 化が実現し、同時にウェブサイト上で検索できる
こととなった。
「テーマ内容」
「授業計画」
「テキスト・参考書」
「成績評価の方法・基準」
「要望・注意」の項目をフォーマットとして規定し、各教員にモデルを示して内容の充
実を図っている。非常勤講師においても同様である。
このようにして、適切なシラバスが作成され、かつ CD－ROM により電子媒体化が図ら
れたことで活用を飛躍的に拡大したこととなり、あわせて評価できる。しかし同時に問
題点として、PC 運用能力に劣る一部学生および新入生には、かえって扱いきれなくな
ったとの報告があり、次年度からの対応が求められている。

＜４－３

学生による授業評価の活用状況＞

(1) 全学対象の授業評価の実施概要
全科目を対象に、半期ごとに授業評価アンケートを実施した。これは年度比較のため、
あえて同一評価項目、同一実施方法を継続的に使用している。前期には前期の半期科目
のみ、後期には後期半期科目と通年科目について、授業時間内にマークシートを配布し
回収する。評価内容の概略は以下のとおりである。各評価項目は Q1 から Q3 が「授業へ
の参加について」、Q4 から Q7 が「授業について」
、Q8 から Q14 が「教員の教え方につい
て」
、Q15「履修の理由」、Q16 から Q19 が「全体的評価」である。教員による設問を 2
問分設け、最後に自由記述欄として、
「この授業の良かった点、評価できる点」
「この授
業の改善すべき点」
「その他、この調査票や学生による授業評価方法についてのコメン
ト」の自由記述欄を設けている。
（２）授業評価結果の公開と課題
各担当教員には、前期、後期別に、それぞれの担当授業の評価および、自由回答をま
とめて返却した。公開については論議があったが、学内限定でウェブ上に公開した。前
期の結果について、非常勤教員から、学生による評価の妥当性についての意見があった。
学生の回答には学年の無記入や評価回答にミスもある（特に休講回数など）が、マーク
シートにマークされたとおりを集計したものであることをご理解いただいた。しかし、
授業評価は、学生側にも評価するだけの力量があるのかという問題もあり、自由記述欄
では、教員の人柄に触れる回答が多いことから、人気取りにつながる危険を含んでいる。
授業評価は、授業の改善につなげることに意義がある。評価結果の示し方の工夫も必
要であろう。またその読み方と対応は、各教員それぞれの判断と努力に任されているの
が現状であるが、広い視野からの支援も必要であろう。
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なお評価結果は別記に示すように、おおむね肯定的なものであることもあり、このよ
うな形で教員の個別の活用を促すにとどまっている。今後の積極的活用が望まれる。
（３）英語科目の授業アンケート
2007(平成 19)年度より、英語関連科目について、半期ごと授業アンケートが実施さ
れている。これは同一科目について多数が担当し、かつそこに非常勤講師を多数抱える
科目であるため、授業内容に具体的に踏み込んで、シラバス通りばらつきなく授業実施
されていることの確認がその主たる目的となっている。幸い、英語教員の積極的協力に
より実施され、問題なく授業水準が保持されていることが明らかとなり、今後も継続す
る予定である。
＊＊＊＊＊＊＊
別記：2007(同 19)年度授業評価の回答概要
2007（同 19）年度は前期の回答数 12058、後期の回答数 15933、合わせて延べ履修登
録者数に対して回答率は 70%である。
2006（同 18）年度と 2007（同 19）年度の回答学生（延べ）の学年、学科別は表１の
とおりである。2007（同 19）年度カリキュラム改革で、ほとんどの授業を半期とした
ため、1 年生の前期の評価対象授業が増えており、前期と後期・通年の回答数がほぼ同
じになっている。また、4 年生の回答数が少ないのは、4 年次の履修授業数が少ないた
めである。
回答カードに学科、学年が無記入のものが、2006（同 18）年前期調査では 4%程度あ
ったが、後期調査、2007（同 19）年度前期調査、後期調査と次第に減少している。カ
ード様式の調査に慣れたことが考えられる。
各項目の 2007（同 19）年度調査と 2006（同 18）年度調査のそれぞれ全体の回答分布
を並べて図 1 に示す。いずれの項目についても、2006(同 18)年度よりも 2007（同 19）
年度の方が評価 5 の割合が多く、評価が良くなっているということになる。
2007（同 19）年度入学生は新カリキュラムであり、2006（同 18）年度調査の 1 年生
の評価と 2007(同 19)年度調査の 1 年生の評価の比較は新旧カリキュラムの比較になる
と考えられるため、1 年生のみと、2 年生以上に分けて比較してみた。これを、5 段階
の評価を評価点とした平均値で示したのが表２である。差は、2007（同 19）年度の平
均値から 2006（同 18）年度の平均値を引いたもので、プラスは 2007（同 19）年度の方
が評価が高いことを示すが、1 年生だけでなくむしろ 2 年生以上でも 2007（同 19）年
度の方が評価が高く変化している項目が多く、むしろ 2 年生以上の方が差が大きい傾向
を見ることができる。このことは、カリキュラム改革による違いを見出すことができな
いことを示している。もちろん、教員の努力の結果であると見ることもできるが、2 年
以上による評価の差は、学生の質の違いや、同様の調査を繰り返すことによって評価が
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安直になる傾向とも受け取れることに注意したい。
表 1a 2006 年度
前期

後期・通年

1 人間
2 福祉
3 国際
無記入
合計
1 人間
2 福祉
3 国際
無記入
合計

1年
384
385
539
1
1309
1850
1311
2065
5
5231

表 1b 2007 年度
前期

後期・通年

1 人間
2 福祉
3 国際
無記入
合計
1 人間
2 福祉
3 国際
無記入
合計

回答学生の状況（延べ人数）
2年
1098
502
595
6
2201
2479
1399
1845
4
5727

3年
1128
665
459
4
2256
1782
1460
957
11
4210

4年
362
102
134
5
603
541
365
399
3
1308

無記入
9
6
6
261
282
34
24
36
456
550

合計
2981
1660
1733
277
6651
6686
4559
5302
479
17026

回答学生の状況（延べ人数）

1年
2446
976
2741
20
6183
2268
791
2318
7
5384

2年
1012
591
641
1
2245
1792
1172
1805
14
4783
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3年
1294
696
649
3
2642
1846
1091
1234
3
4174

4年
無記入 合計
391
16
5159
198
14
2475
92
18
4141
3
256
283
684
304
12058
537
15
6458
377
18
3449
333
27
5717
3
282
309
1250
342
15933

図１

2006(平成 18)年度 2007(同 19)年度授業の評価回答結果
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2006年

Q2 予習・復習
Q3 シラバス確認

Q4 開始・終了時間
Q5 休講

Q6 シラバスに準拠
Q7 体系的に実施
Q8 教員の声や言葉
Q9 理解度に配慮
Q10 私語・遅刻への対応
Q11 教科書・プリント
Q12 学習意欲
Q13 指導や情報提供
Q14 質疑応答の機会
Q16 教員の姿勢
Q17 授業内容
Q18 新しい知識や能力
Q19 満足
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表 2 評価項目回答結果 2007(平成 19)年度 2006(同 18)年度の比較
2007 年

2006 年

Q1 出席
Q2 予習・復習
Q3 シラバス確認

4.01
3.29
3.61

4.21
3.31
3.29

2～4
年
3.86
3.28
3.84

Q4 開始・終了時間
Q5 休講

4.48
4.50

4.48
4.61

Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q16
Q17
Q18
Q19

4.22
4.33
4.41
4.24
4.25
4.28
4.15
4.15
4.22
4.50
4.21
4.35
4.29

4.09
4.24
4.32
4.15
4.19
4.19
4.05
4.06
4.13
4.43
4.12
4.26
4.20

全体

シラバスに準拠
体系的に実施
教員の声や言葉
理解度に配慮
私語・遅刻への対応
教科書・プリント
学習意欲
指導や情報提供
質疑応答の機会
教員の姿勢
授業内容
新しい知識や能力
満足

1年

差

3.90
2.98
3.54

4.06
3.05
3.26

2～4
年
3.84
2.95
3.66

4.49
4.42

4.38
4.46

4.42
4.50

4.32
4.40
4.47
4.31
4.29
4.34
4.22
4.22
4.29
4.56
4.29
4.42
4.36

4.11
4.23
4.35
4.14
4.13
4.18
4.02
4.01
4.08
4.48
4.11
4.28
4.21

4.04
4.14
4.34
4.08
4.10
4.11
3.95
3.92
3.99
4.39
4.01
4.19
4.11

全体

1年

全体

1年

2～4 年

0.10
0.31
0.07

0.15
0.25
0.03

0.02
0.33
0.18

4.37
4.44

0.10
0.04

0.06
0.12

0.12
-0.03

4.13
4.26
4.36
4.16
4.14
4.20
4.05
4.04
4.10
4.51
4.15
4.32
4.24

0.11
0.10
0.05
0.10
0.12
0.10
0.13
0.14
0.15
0.02
0.10
0.07
0.08

0.04
0.10
-0.02
0.07
0.09
0.08
0.11
0.14
0.13
0.03
0.11
0.07
0.09

0.19
0.14
0.11
0.14
0.15
0.14
0.17
0.18
0.19
0.05
0.14
0.11
0.11

主に 2007（同 19）年度調査結果について述べる。

ａ．学生自身の受講態度と履修の理由
評価項目 Q1 から Q3 は学生自身の受講態度に対する自己評価である。
「Q1 出席」については、3 分の 2 が出席１回以下と回答しているが、このアンケート
を配布した授業に出席して回答した学生の 3 分の 2 ということであり、ここで欠席した
学生の出席率はこれ以下と考えられる。
学年別の学生自身による出席率評価を学年別に図 2 に示した。明らかに学年が上がる
ほど出席率低く、特に 4 年生は 3 回以上欠席という回答が 3 分の 1 に及ぶ。
図2

学年別の出席率自己評価（5：欠席なし、4：欠席１回、・・・、1：欠席 4 回以上）
5

4

3

2

1

1年
2年
3年
4年
0%

20%

40%

60%

55

80%

100%

「予習・復習などの自習」は、語学は高め、共通科目、両学部の専門科目で低めであ
る。3 年次、4 年次の演習は、国際社会学部の方が高い。
「履修の理由」は、授業の性質にも依存するが、後期・通年科目について表 3 に示し
た。複数回答で平均 1.36 個回答されている。2006 年（同 18）
、2007 年（同 19）ほぼ同
様である。前記科目については 2006（同 18）年度の前期半期科目は選択科目のみであ
るため、
「必修だから」は 20％程度である。2007（同 19）年度は新カリキュラムとなり、
「必修だから」が増加しているのは当然である。
表 3 履修の理由（複数回答）
1
必修だか
ら

2
内容に
興味

3
シラバス
に興味

4
進路に
有益

5
教員の
人柄

6
単位取
得容易

7
時間帯
に空き

8
その他

2007 年

59

34

13

12

12

1

5

2

(2006 年)

(58)

(34)

(14)

(13)

(12)

( 1)

( 5)

( 2)

学生自身の授業への参加についての評価、特に予習・復習に対する評価が低い。受講
態度に問題があることを学生自身が認識している。

ｂ．授業内容についての評価
授業評価は各授業に対して意味があるが、科目コード別に総合して比較すると、
「フ
レッシュマン・セミナー」と演習科目では評価が高く、資格科目では評価が低くなって
いた（注：評価の総合は、評価回答数の集積であるため、人数の多い授業に対する評価
のウェイトが高くなっており、授業単位の集積ではない）
。
2006（平成 18）年度中に行われた新カリキュラムの実施準備作業の一環として、従
来 80 分間だった 1 回の授業を、2007（同 19）年度より 90 分間にすることを決定した。
また、特に保育士資格課程に関する厚生労働省の指導を踏まえ、講義実施回数が確実に
各学期 15 回になるよう、学事暦も大きく変更した。さらに、多くの科目を半期科目と
し、通年の内容が必要である科目についても、半期ずつに分けⅠ、Ⅱとし、Ⅰのみで終
えることを可能とした。これらの改革の効果について、今回の授業評価アンケートで比
較することはなかなか困難である。
2007（同 19）年のアンケートで 2 年生以上は旧カリのままで、90 分授業に変わった
とこだけが変化である。1 年生は 2006（同 18）年度の旧カリと 2007（同 19）年度の旧
カリの比較となる。図 1 と表 2 に示したように、2007（同 19）年度の方が評価が上が
っており、それは 1 年生だけではないことが分かった。これを何の効果と見るかは、個
別の検討が必要である。
分析：評価項目についての検討
2006（同 18）年度と 2007（同 19）年度は同じ評価方式によって学生アンケートが行
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われたが、その項目内容はそれ以前の数回の調査の経験を経て検討されたものである。
ここでもう一度その評価項目について検討しておく。
19 項目の相関をみると、Q1 の出席状況、同様に Q5 休講状況の評価は、他の評価とは
無関係である。学生自身の受講態度 Q2 予習復習、Q3 シラバス確認、Q4 の開始終了時間
への評価は、Q6 シラバスに準拠していたかの評価以降の授業評価とわずかに正の相関
がある。
Q6 シラバスに準拠していたかの評価はそれ以降の評価と中程度の相関で、Q7 以降 Q19
までの項目間の相関より低い。Q7 から Q19 までの相互の相関はほぼ 0.6 以上であり、
特に関連の強い項目は、Q12 学習意欲を引き出したか、Q13 指導や情報提供が十分かの
2 項目間、
Q17,Q18,Q19 の、授業内容総合評価、新しい知識が得られたか、満足か、の 3 項目間で
ある。
これらの関係は 2006（同 18）年度も 2007（同 19）年度もほぼ同じ様相であるが、い
ずれも、2007（同 19）年度の方がわずかに相関は高くなっている。このことは、学生
の評価が画一的になっている傾向と見ることができ、学生による授業評価を行えばよい
というものでもないことを示している。授業評価アンケート実施に対する学生たちが自
覚と緊張感を持った評価できてこそ、意味がある。

５ 授業形態と授業方法の関係
＜５－１ 授業形態と授業方法の適切性、妥当性とその教育指導上の有効性＞
授業形態の分類としては、第一に講義、演習、実習の 3 つの形態への大別、第二に大
教室における大人数の伝達型授業形態と、少人数の参加型授業形態との大別、との提示
が可能である。いずれにしても授業方法は科目担当教員の裁量に一任されており、これ
を全学的に評価する仕組みは、現在のところ学生による授業評価アンケートのみであり、
教員側の個々の工夫や留意を把握できるような調査は行っていない。
大人数の授業であっても、双方向性を確保するために、毎回のミニレポート（本学指
定の用紙が複数様式、設置されている）によって、学生の意見を汲み取って反映させる、
補助教材としての多種類のプリント作成、グループワークの実施、パワーポイントをは
じめとする非言語的素材の導入、社会問題を積極的に取り上げるなどのさまざまな方略
が行われている実情があり、これにより学生が能動的に授業へ関与できている。ただし、
いずれの方法論も個人レベルでの試行錯誤による成果である。英語基礎科目ではその授
業内容水準維持と授業方法の適切性確認のための調査を始め、その意義が確認されてい
るが、近接領域内教員間での情報共有にとどまっており、今後は各領域での取り組みを
期待したい。
2007（同 19）年度新教育課程において「国内外歴史文化研修 B(デンマーク)、」
「国内
外歴史文化研修 A(京都歴史)」
「海外研修」
「インターンシップ」など、学外活動をくみ
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こんだ体験型授業が新しく開講され、綿密なガイダンスの元で開講準備を行っている。
しかしながら、学期中にキャンパスを離れることによる、他講義欠席のほか教務上の問
題が生じている。前者については受講生の履修計画指導、後者については web 拡大によ
る実務対応など、特色ある講義を定着させていくための処遇を充実させねばならない。
なお、2007（同 19）年度より、1 コマあたりの授業時間を 90 分へ拡充し、全国標準
に到達できたことは評価できる。
以上の現況を総覧し、かつ学生による授業アンケートの結果も合わせてみると、全体
として、本学の授業形態・授業方法は有効・適切と評価できるだろう。特に少人数教育
の方針の下、専門科目・演習科目（人間科学 20 名以下、人間福祉、国際社会）におい
ては相互交流的な授業が実現できているといえる。しかし、1、2 年次の概論科目など
の授業では、学力低下の問題もあり、大教室（100～200 名程度）での座学の実施の難
しさが表面化しつつあり、今後ますます問題となるといえる。多くの教員が同様の問題
(私語、欠席者の扱い、あるいは効果的な補助教材の活用方法について)を抱えているが、
教員間のネットワークの中で工夫と努力を重ねつつ、概ね適切・妥当な授業方法を構築
していると推察され、その教育指導上の有効性も確保されていると考えられるだろう。
メディア活用については次項にのべる。
今後あらたに検討すべき課題を総括するならば、教員を対象とした授業方法調査の立
案・実施、教員間の情報交換の仕組みの確立の 2 点に集約されると考える。

＜５－２

多様なメディアを活用した授業の導入状況とその運用の適切性＞

PC を利用できる教室が増え、マルチメディアの利用は日常化している。また学生も、
基礎情報教育の充実により、着実に運用能力を身に着けている。メディア機器の教室配
備の充実により、学科の演習においても「パワーポイント」を使用したプレゼンテーシ
ョンが飛躍的に実践されている。しかし演習においてはメディア活用の到達目標が設定
されておらず、その結果、所属ゼミによって、応用能力について格差が生じている。
学生に対する情報教育全般においては、実務能力の育成だけではなく、昨今の情報（イ
ンターネット）犯罪に対応できる倫理教育も行われており、授業内で求められるレポー
ト課題でのメディア活用については、安易な引用(盗用)を警告する指導が重ねて行われ
ている。今後も学生の倫理意識への働きかけを続けねばなるまい。また、DVD やビデオ
教材の活用も、LL 準備室スタッフとの協同作業にて進められている。
全学的な方向性として、メディア活用の活性化を目指している点は評価できる。しか
し、教員間においてその利用に格差が目立つのは、
「授業アンケート」に見られる通り
である。これが今後の課題であるが、まずは、新しいメディア活用方法論を常に共有で
きるような体制が望まれる。そのためには新しい授業展開についての交流が教員間で恒
常的に、かつ積極的に行われるような環境づくりが必須である。
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＜５－３ 「遠隔授業」による授業科目を単位認定している大学・学部等にお
ける、そうした制度の運用の適切性＞
従前から参加している首都圏西部大学単位互換協定会の方針を受け、2006（平成 18）
年度より、単位互換に提供する科目の一部を e-learning 科目として開講した（表 2）
。
収録された素材は次年度以降も可能な範囲で活用することとし、今後は学生の履修上の
便宜を図るべく（再履修、時間割上の科目バッティングなどに対して）
、促進・拡大し
ていく意向である。なお、大学院においても、一部の科目は、活用が可能になっている。
以上、新しい取り組みとしての e-learning 科目は、学生の需要に応じたものとして
好評を得ており、適切性を認めることができる。問題点としては、課題参加型の講義の
収録の困難さ、参加受講生側（視聴学生ではなく）のためらいなど、新しい時代の「様
式」に若干の抵抗感があり、積極的な拡大には至っていない。
しかし、たとえば「国際通話割引サービスの利用による、双方向性の遠隔地授業」
、と
いうような本来の理想から考えるとまだまだ本学はその緒に就いたばかりであるとい
えよう。国際化を目指す本学教育としても、また次世代をになう学生にも関心のある方
法論と思われ、FD の活動の中でもさらに充実が望まれる。

１．３ 国内外との教育研究交流
１．国内外との教育研究交流
＜１－１ 国際化の対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性＞
１．本学における国際交流活動の歴史と現状の概略
本学は、母体である東洋英和女学院が、1884(明治 17)年にカナダ人宣教師マーサ・J・
カートメルによって創設されたという歴史を持つ。またその後学院全体が、定期的かつ
頻繁に海外との交流の伝統を培ってきたこともあって、1989(平成元)年の大学創立時に
はすでに国際的な伝統の上に立ち、国際化を標榜していたと言える。さらに 1995(同 7)
年の改組により大学が二学部構成へと発展した後、2001(同 13)年には当時の社会科学
部社会科学科が国際社会学部国際社会学科へと生まれ変わり、いっそう広く国際環境を
視野に入れた教育を実践してきた。
しかし現代のグローバル化の潮流の中にあって、そのような国際化志向を持つ大学と
しては、国際交流活動の規模・内容ともに不十分であったことは、従前より自己点検・
評価等においても指摘されてきた点である。近年まで大学が公式に行う国際交流として
は、英語やフランス語（現在は中止）の短期語学研修、人間福祉学科による「北欧（の
ちに海外）社会福祉研修」の実施に加え、毎年若干名の学生の海外留学を支援すること
が主たる活動であった。したがって 2007(同 19)年度に実施された大学改革において、
全学的方針として国際交流活動の促進が目指されたのは当然のことだったといえる。
以下に詳述するように、この方針に沿って、2007(同 19)年度の大学改革とその前後
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の期間を通して、本学における国際交流活動は内容の充実および多様化と規模の拡大が
実現されつつある。この改革の成果がすべて具現化するには、今暫く時を待たなければ
ならないが、以下では本報告書作成時における現状を説明すると共に、今後見込まれる
成果を示し、またさらなる改善に向けて点検・分析を行う。
２．本学学生による海外留学等
２−１．全学を対象とした海外留学プログラム
学部や学科・専攻を問わず、本学学生の誰もが応募することができる長期（1 セメス
ター以上）の海外留学には次の三種類がある。まず交換留学協定に基づいて留学する「協
定校留学」、次に、本学が特に選定した海外の大学で留学を行う「推薦校留学」、最後に
上のいずれにも該当しない海外の大学において本学学生が修得した単位を認定する「認
定校留学」である。これらの留学は一部を除いて語学習得を主目的とするものではなく、
通常の学部授業を履修し、帰国後本学で単位認定を受けるものである。派遣に当たって
は出発前の各種オリエンテーションへの参加が義務付けられており、事務手続きや心構
え、危機管理について説明を行っている。また、派遣留学生からは定期的にレポートが
提出されるので、大学のウェブサイトに掲載することにより、現地の最新情報を共有化
すると共に、一般学生の留学への関心を高めている。以下に留学先一覧を示し、各派遣
先への 2004(同 16)年度以降の派遣実績を併記する。なお以下全ての集計において
2008(同 20)年度における人数は、公式承認済みの派遣・受入予定人数を含む。
協定校・推薦校留学の留学先および実績
協定校留学

年度

2004

2005

2006

2007

2008

アメリカ

サンディエゴ州立大学

0

1

0

1

0

韓国

梨花女子大學校

2

3

1

0

2

トルコ

イエディテペ大学（2007 年度派遣開始）

1

0

イタリア

サレント大学（2008 年度派遣開始）

2

タイ

チェンマイ大学（2008 年度派遣開始）

1

チュラロンコーン大学
（2009 年度派遣開始）

推薦校留学
アメリカ

年度

2004

2005

2006

2007

2008

デューク大学

0

0

0

1

0

センテナリー・カレッジ

2

3

2

1

5

ニューカッスル大学

1

1

4

1

メルボルン・プログラム

5

1

2

0

（2005 年度までは協定校）
オーストラ
リア

60

認定校留学の留学先および実績
認定校留学の留学先および実績は以下の通りである。
2004(同 16)年度

0名

2005(同 17)年度

米国・ﾃﾞﾝﾊﾞｰ大学 1 名

2006(同 18)年度

米国・ﾃﾞﾝﾊﾞｰ大学 1 名、米国・ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州立大学１名、
中国・上海師範大学１名

2007(同 19)年度

0名

２−２．短期語学研修プログラム
全学科・専攻の希望者を対象として、英語力向上を主目的とした短期（4－6 週間）
英語研修を、夏季休暇中にアメリカおよびカナダにおいて「海外英語実習 I/A」および
同「II/B」として毎年実施している。いずれも現地での英語研修と本学での事前事後の
集中講義を組み合わせたプログラムであり、研修先により、本学学生のみを対象とする
プログラム、日本の他大学とのジョイント・プログラム、研修先大学の既存のプログラ
ムに参加する形態の場合がある。いずれのプログラムにも本学教員による引率はない。
以下に 2007(同 19)年度における研修先を示し、2004(同 16)年度以降の各プログラム
への参加人数実績を併記する。
短期語学研修先および実績
海外英語実習Ⅰ

年度

2004

2005

2006

2007

2008（予定）

アメリカ

西ワシントン大学

8

15

6

11

5

カナダ

ヴィクトリア大学

33

37

47

21

15

2004

200

2006

2007

2008（予定）

海外英語実習Ⅱ

年度

カナダ

ヴィクトリア大学

3

5

2

2

1

アメリカ

スタンフォード大学内ＶＩＡ

0

0

1

1

1

AsiaUS Service Learning Program

２−３．人間科学部人間福祉学科の海外福祉研修
国際交流センター運営委員会（
「国際交流活動担当組織」の項で後述）が企画・立案
の段階から扱う全学的な国際交流活動とは別に、人間科学部人間福祉学科が主催する海
外研修として 2000(同 12)年度から「北欧福祉研修旅行（のちに海外福祉研修）」が開始
され、現在まで継続実施されている。これは福祉先進地域といわれる北欧等において福
祉の実情を視察し、日本の社会福祉のあり方を考えるという趣旨に沿った短期研修
（2007(同 19)年度は 2008/2/17～2/25 の 9 日間）で、以下に示すように毎年、学生の
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活発な参加が見られる。
2004(同 16)年度

参加学生 45 名

引率教員 2 名

2005(同 17)年度

参加学生 33 名

引率教員 2 名

2006(同 18)年度

参加学生 33 名

引率教員 2 名

2007(同 19)年度

参加学生 35 名

引率教員 2 名

２−４．人間科学科人間文化専攻の国内外歴史文化研修
2008(同 20)年度より、人間科学科の企画・立案により「国内外歴史文化研修」が開
始されている。国外研修としてはデンマークの国民高等学校である International
People's College のサマーコース（7 月〜8 月上旬）に参加する「デンマーク研修」が
ある。これはデンマークの文化や社会について世界各国から参加する学生と英語で学ぶ
もので、事前事後の本学での英語授業等と現地での研修参加を組み合わせたプログラム
となっている。定員（20 名）に余裕がある場合には、人間科学科以外の学生の参加も
認められており、2008(同 20)年度は 11 名の派遣が決定し、出発を前にして事前研修に
参加している。
２−５．人間科学科保育子ども専攻の海外フィールドワーク
本学の建学の精神「敬神奉仕」に則り、広い視野と行動力のある資質の高い保育者の育
成のため、海外でのフィールド･ワークが 2008(同 20)年度より正式な科目となった。そ
の内容は、海外幼児教育・保育及び児童福祉の現場にて、現地教育者や子どもとの交流
を行う。加えて、地域独特の文化や社会問題を学び、日本との比較考察を行う。本科目
は、文部科学省の教員養成 GP の中のプログラムの一つであり、フィリピン(現地事情に
より現在中止)やケニアにおけるパイロットスタディが基点である。2008(同 20)年度は
カナダコースに 10 名、ルーマニアおよびドイツコースに７名の学生が参加予定である。
今後、ケニアや韓国を検討している。
２−６．国際社会学科国際コミュニケーション専攻の希望者全員留学
2007(同 19)年度より、国際社会学部国際社会学科において「国際コミュニケーショ
ン専攻」が設置された。この専攻では、原則として希望者全員が二年次後期以降に１ま
たは 2 セメスターの間海外留学を行うことができ、かつ制度上は 4 年間で卒業が可能で
ある。この専攻のみを対象に新設した留学制度においては、従来のように大学の学部で
学ぶだけでなく、主として大学付属の語学学校とボランティア施設へ留学することも可
能とした。このため、大学学部への留学に必要な英語力（TOEFL スコア）基準に達しな
い学生でも、長期留学への参加が可能となった。いずれの場合も派遣先機関での学習・
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活動の内容を精査し、授業・活動時間を基準として、本学で単位認定を行う。実際の派
遣開始は 2008(同 20)年度後期となり、現在はその学期の留学予定者２３名が、オリエ
ンテーションやアドバイジング等の事前指導を受けている。以下に、本専攻の学生のみ
が留学できる機関の一覧と出願者数を示す。なお本専攻には、従来どおり協定校留学等
の大学学部への留学に参加する学生もいるが、その人数はここから除き「２−１．全学
を対象とした留学プログラム」の表に含めた。
国際コミュニケーション専攻のみを対象とした留学先
国・地域

学校・団体

アメリカ

サンディエゴ州立大学付属語学学校

10

メリーランド大学付属語学学校

0

ギヴ・キッズ・ザ・ワールド（ボランティア施設）

1

ヴィクトリア大学付属語学学校

5

オタワ大学付属語学学校

0

オーストラリア

メルボルン大学付属語学学校

2

イギリス

ロンドン大学ユニヴァーシティ・カレッジ付属語学学校

0

ハムステッド・ガーデン・サバーブ・インスティテュート（コミュニティ・

0

カナダ

出願者数

カレッジ）
韓国

梨花女子大學校付属語学教育院

1

中国

華東師範大学（中国語語学研修）

0

台湾

国立政治大学（中国語語学研修・英語開講科目履修）

0

タイ

タイ･プログラム（チュラロンコーン大学におけるタイ語研修とインター

2

ンシップ・ボランティア活動）
フランス

パリ・カトリック学院付属語学学校

0

フランシュ・コンテ大学付属語学学校

0

スペイン

サラマンカ大学（スペイン語・文化コース）

1

ドイツ

ライプチヒ大学付属語学学校

0

イタリア

スクォラ・ロレンツオ・デ・メディチ（語学学校・米国大学単位認定校）

2

なお希望者全員留学制度の開始によって、学部への留学に要求される英語力基準に満
たない学生にも長期留学の道が開かれたが、これは国際コミュニケーション専攻におい
て英語教育を重視しないということを意味しないのは言うまでもない。本専攻において
は、オリジナル教材を使用した専攻独自の英語授業を開講したり、TOEFL 対策講座を実
質的な必修科目とするなどして留学希望者の英語力向上を図り、また事情により留学へ
参加できない学生へも質・量共に充実した英語教育を提供している。
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３．外国人留学生の受け入れ
交換留学協定にもとづく交換留学生および私費留学生を受け入れている。
2004(同 16)
年度以降の受け入れ留学生数の実績は以下の通りである。
私費留学生

交換留学生

2004 年度

0名

梨花女子大學校 3 名

2005 年度

1 名（韓国）

梨花女子大學校 3 名

2006 年度

1 名（韓国）

梨花女子大學校 3 名、サンディエゴ州立大学 1 名

2007 年度

1 名（韓国）

梨花女子大學校 3 名、サンディエゴ州立大学 2 名
イエディテペ大学 1 名

2008 年度

1 名（韓国）

梨花女子大學校 4 名、サンディエゴ州立大学 1 名
チェンマイ大学 1 名、サレント大学 1 名
チュラロンコーン大学 1 名

これらの留学生は、1 または 2 セメスターの間、本学で学ぶ。近年、複数の大学と新
たに交換留学協定を結んだことにより、受け入れ留学生の数は増加傾向にあり、またそ
の出身国が多様化してきた。同時に留学生の日本語能力も一様ではなくなってきたこと
から、2007(同 19)年度より留学生向け日本語授業をレベル別複数開講としている。
４．その他の国際交流活動
本学学生による外国人留学生への支援活動を促進するため、2001(同 13)年度より新
たにバディ・システムが開始され、現在も継続実施されている。このバディ・システム
は、留学生 1 名につき、日本人学生 1～2 名がバディ（
「仲間」
）として登録し、諸手続
きや学習・生活一般に関して支援を行うと同時に、貴重な異文化交流の体験を得るとい
う趣旨の制度である。
また、留学生が日本文化を体験するとともに、日本人学生と交流する場を提供する目
的で、
「留学生文化研修」を実施している。
教職員による国際交流としては、2006(同 18)年度に教員 1 名が、東洋英和女学院留
学規程を利用して、一年半の海外留学（スイス）をおこなった。
５．国際交流活動担当組織
2005(同 17)年度までは教員 6 名により構成される「国際交流委員会」が国際交流活
動の計画・立案の多くを担い、教務課（現「学生支援課」
）所属の職員が実施業務の多
くを担当していた。しかし国際交流の大幅な拡大を伴う大学改革を前にして、独立した
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国際交流担当部署の必要性が認められ、2006(同 18)年度より学長をセンター長として
「国際交流センター」が発足した。旧国際交流委員会を拡大発展した形で計画・立案を
担うのが「国際交流センター運営委員会」であり、教員 14 名、職員 3 名により構成さ
れている（2008(同 20)年度）
。また同センター事務室には事務長 1 名と専任職員 3 名が
着任し、国際交流事業の実施やそれに伴う広報業務を担う職員側の体制も強化された。
このようにして、2007(同 19)年度からは「留学ハンドブック」の制作や資料コーナー
の設置等の留学支援や、外国人留学生と一般学生との交流イベント実施等の学内国際交
流活動を実施している。また外部専門家を招き教職員向けに「海外危機管理セミナー」
を開催する等、一層の安全・危機管理に努めている。
さらに国際交流センター運営委員会では国際交流に関するセミナーやアメリカで開
催される留学関係の年次総会へ定期的に委員を派遣して情報と知識を収集し国際交流
活動の組織作りに取り組んでいる。
以上、本学における国外との教育研究交流の実態を述べたが、総合的に見れば、本学
における国際交流活動は、その内容・規模共に大幅に改善されてきており、2007(同 19)
年度の大学改革の成果が概ね順調に形となりつつある。それは例えば、交換留学協定を
結ぶ海外の大学が増加し地域的にも拡大したこと、受入留学生が若干名ながら増加し出
身国が多様化したこと、各学科がその専門領域の学びと関連づけて計画・実施する海外
研修・留学が増えつつあること、国際コミュニケーション専攻における希望者全員留学
制度の導入により長期留学参加者が大幅に増える（予定）こと、国際交流を担う事務担
当部署が独立したこと、等から明らかであろう。ただし先に述べたように、2007 年度
改革がすべて具現化されるにはまだ時間がかかることから、今後も慎重にこれらの点を
見守っていく必要がある。
これら現状を検討した上で、さらに改善が必要と思われる問題としては、次の 3 点が
挙げられる。
１．外国人留学生の受け入れが少ないこと
２．海外の大学（学部）への留学のためには英語力が十分ではない学生が多いこと
３．教職員による国際学術交流が活発とは言えないこと
これらに対して将来の改善に向けての方策として以下のように考える。
１．外国人留学生受け入れについて
まず交換留学協定による交換留学生を増やすためには、本学を留学生にとって魅力的
な留学先とすることが肝要である。このためには、（a）良質で安価な宿舎の確保、
（b）
奨学金支給といった生活面における改善のほか、
（c）留学生向け日本語授業の増加、
（d）
「日本事情」のような、日本の文化、歴史、社会等に関わる留学生向け科目の開講、
（e）
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英語で講義される科目の増加、等の授業面での変更・改善が望まれる。これらの点のう
ち a～c についてはすでに一部実現し、各部署で継続して努力中であるが、d と e に関
してはカリキュラムの変更が必要であることから、次のカリキュラム改革に向け学内の
コンセンサスを得ながら、担当部署に働きかけて具体案を作成していく必要がある。
一方、私費留学生を増やす努力はこれまで特にされていなかったが、現在その必要性
や是非の議論、具体的な方法の検討が、大学運営委員会や国際交流センター運営委員会
等の関連部署で始められている段階である。

２．本学学生の英語力について
この問題の抜本的な解決策は、本学における英語授業をより充実させ、学生の英語力
向上を現在以上に強く支援することであろう。しかし英語科目の種類や数を増やすには、
言語・語学系の専攻や学科を持たない本学のカリキュラムにおいては自ずと限界がある。
学部レベルの留学者数を増やすというだけの目的でカリキュラムの変更はしないにせ
よ、国際的な舞台で活躍する社会人に英語力が不可欠になりつつあるという世界的な傾
向を考慮すると、英語教育により重点をおいたカリキュラムの開発も、次のカリキュラ
ム改革の際に検討するべきであろう。
また現行のカリキュラムにおいても、たとえば三年次後期や四年次前期に留学をするの
であれば、二年次後期に比べて一年（以上）多く準備期間が取れるので、TOEFL スコア
の条件をクリアできる可能性も高くなる。就職活動との兼ね合いもあり、学生本人の決
断を優先すべきなのはもちろんだが、そのような選択肢もありうることを今後の留学オ
リエンテーション等を通じて学生に周知していく予定である。
３．教職員による国際学術交流について
東洋英和女学院（法人）には留学に関する規程があり、本務職員であれば国内外を問
わず留学（有給扱い）の申請をすることができる。また近年新たに海外の大学と交流協
定を結ぶ際には、ほとんどの場合協定内容の一部として教職員による国際学術交流を促
進することを含めている。今後、教職員に対して制度の存在の一層の周知を図り、国際
学術交流が活発に行われるよう、国際交流センター運営委員会としては検討したい。
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第４章

大学院

修士課程・博士課程の教育内容・方法等
【到達目標】
〇 教育内容は、専門職業に従事するに必要な専門的・実践的科目とともに 21
世紀世界にふさわしい教養を涵養する科目を提供する。
〇 修士課程の修了要件に関しては、学生の多様化に十分に対応する。
〇 修士論文ならびに研究成果の指導に関して、社会人学生の研究条件を配慮
しつつ、丁寧かつ適切な指導体制を確立する。
〇 博士論文の審査基準及び審査方法の透明性・客観性を高めるための具体的
検討を行ない、審査基準と方法の規定化を図る。
Ⅰ．人間科学研究科
１．１

教育課程等

１．教育課程
＜１－１

大学院研究科の教育課程と各大学院研究科の理念・目的並びに学校

教育法第 99 条、大学院設置基準第 3 条第 1 項、同第 4 条第 1 項との関連＞
人間科学研究科は、現在修士課程及び博士後期課程を有している。本大学院は「近
年のわが国社会・経済における多様化、高齢化、国際化の急速な進展」を踏まえて、
これに対応できる「高度の知識と広い視野をもった人材の育成」が緊要の課題として
設置され、高度専門職に就く学生が人間の発達・行動・精神に関して専門的、多角的、
学際的に研究を行うためのカリキュラムが設けられている。この設置趣旨は学校教育
法第 99 条、大学院設置基準第 3 条第 1 項、同第 4 条第 1 項の各条文に合致したもので
ある。

＜１－２

「広い視野に立って清新な学識を授け、専攻分野における研究能

力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養う」という修士課
程の目的への適合性＞
人間科学研究科は、人間科学専攻修士課程（入学定員 37 名）と人間科学専攻博士後
期課程（入学定員 3 名）を設置している。修士課程は人間に関する高度な研究と教育
を通して、教育、医療、臨床心理、社会教育、社会福祉、宗教等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養成を目的としている。
何度かの微修正を経て、現在は、人間科学領域、臨床心理学領域、ならびに幼児教育
コースの構成となっている。人間科学領域は、発育・発達学、社会・社会福祉学、教
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育学、宗教学と死生学の 5 分野からなる学際的研究を目指している。また、臨床心理
学領域は、高度専門職業人の育成という本研究科の目的を具体化するものである。臨
床心理学領域の一環として、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
入れている。また、幼児教育コースは、今日の幼児教育分野で活躍できる人材の育成
を目指している。
なお、本研究科のカリキュラムは、各領域・コースの選択科目範囲を拡大すること
により、人間科学全般の知見に基づいた研究能力の養成を図っており、基礎的研究の
上に現代社会の実際的問題に関する研究と教育を重視して編成されている。例えば、
老年心理学、現代の女性論、非行問題、神話や宗教思想の比較、在宅ホスピス論、生
命倫理等が扱われる。これには本学専任教員の他、必要に応じて、関連分野の実践に
おいて指導的な役割を果す専門家による講義を行う。

＜１－３ 「専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又は
その他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の能力を養う」という博
士課程の目的への適合性＞
博士後期課程では、修士課程において展開してきた人間科学領域をさらに高度化し、
社会に寄与する人材を養成するために、修士課程との継続性と専門性を考慮しつつ、
近年の当該分野における教育研究の方向性や社会的要請等を十分に勘案して、教育課
程を構想した。
2002（同 14）年 4 月から博士後期課程を開設し、当初は、宗教学や障害福祉研究を
含む死生学領域と発達医学研究・社会調査研究・ジェンダー研究を含む臨床心理学領
域の二つの領域からスタートしたが、2005（同 17）年度には宗教学及び教育学、2006
（同 18）年度には発育・発達学の専門分野にも博士後期課程を設置した。これによっ
て、悲嘆の作業など死生学領域の専門援助者、心理臨床現場における臨床心理士など
の指導者・スーパーバイザーの育成や幅広い視野と総合的な判断力を備えた研究者養
成を目指すことになった。

＜１－４

学部に基礎を置く大学院研究科における教育内容と、当該学部の学

士課程における教育内容との関係＞
人間科学研究科は、人間科学部専任教員の専門科目を中心に据えて、研究科の教育
課程を編成している。人間科学研究科の修士課程は、1)発育・発達学、社会・社会福
祉学、教育学、宗教学と死生学の 5 分野からなる学際的研究を目指す人間科学領域、
2)臨床心理士養成教育の為の実際的な研究と教育に力を入れている臨床心理学領域、
3)今日の幼児教育分野で活躍できる人材の育成を目指す幼児教育コースによって構成
されている。
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本大学院に専属教員はおらず、学部教員が兼任となっている。臨床心理学領域にお
いては、人間科学部人間科学科に属する臨床心理学を専門とする教員 6 名、人間科学
領域（発育・発達学、社会・社会福祉学、教育学、宗教学、死生学）ならびに幼児教
育コースにおいては、人間科学科及び人間福祉学科に属する教員 19 名が、それぞれの
専門領域を授業科目として担当している。このことから、専門科目を中心に据えて研
究科の教育課程を編成している点は、学部・大学院における教育内容に緊密な関係が
あると言える。しかし、本大学院が、社会人再教育の場として設置されたため、実際
には、学部から大学院への内部進学者は少ない。一方、従来内部進学者が 3 分の 1 を
占めていた臨床心理学領域でも、最近ではその数が減少している。したがって、学部
との関係性においては、入学者のほとんどが他大学出身であること、及び担当教員に
過大なる負担をかけている点に問題が残る。

＜１－５

修士課程における教育内容と、博士(後期)課程における教育内容の

適切性および両者の関係＞
本研究科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、社会に
寄与する人材を養成するために、修士課程との継続性と専門性を考慮しつつ、近年の
当該分野における教育研究の方向性や社会的要請等を十分に勘案して、教育課程を構
想した。2002（同 14）年にまず、死生学と臨床心理学の二つの領域からスタートした
が、2005（同 17）年度には、教育学、宗教学を加え、2006（同 18）年度には発育・発
達学の専門分野にも博士後期課程を設立した。これらの分野の博士後期課程の応募者
の中には本研究科修士課程の修了者が多いことから、本研究科における教育・指導体
制がかなり評価されているということと同時に、様々な専門職において博士という学
位を取得することがますます求められている中で、そのような社会的需要に応える上
で大事な役割を担っていると考える。
なお、臨床心理学領域では、博士後期課程の学生は、修士課程の学生の指導的立場
をとり、両者が有機的連携をとり、教育研究体制を充実させる試みをしている。

＜１－６

博士課程における、入学から学位授与までの教育システム・プロセ

スの適切性＞
博士後期課程の修了要件としては、研究指導 12 単位を含む授業科目 20 単位の履修
が求められる。所定の単位を取得し、博士論文に対する面接試験など付随の試験に合
格することによって、博士（人間科学）の学位が授与される。研究指導は、学生の研
究テーマに応じて、研究指導教員と、それに協力する副研究指導教員で指導を行う。
入学後に主・副指導教授を決定するにあたっては、学生の希望を優先しており、また、
途中の変更希望に対しても柔軟に対応し、担当教員と相談した上で変更願いを提出し、
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研究科委員会にて承認するという手続きを取っている。複数の教員による複合的な指
導によって、多面的な視点から指導が受けられるようにしている。研究指導のために、
「特殊研究」というコマが時間割の中に設定されており、さらに個別指導を時間外に
も設けている。
学生は 1 年次と 2 年次の終わりに、教員、在学生及び聴講を希望する学外の方々が
参加する研究成果発表において研究の進展を発表することが義務づけられている。指
導教授及び副指導教授は発表内容に関しての評価文書を作成し、それに基づいてさら
に指導を行う。加えて、学生は関連学会での研究発表、論文発表の指導を受ける。研
究指導のほかに、学生は講義科目の中から 8 単位以上を履修する。
博士論文は、原則として 3 年次の 10 月末を期限として提出することになっている。
提出する論文は指導教授及び副指導教授が完成された論文だと判断されたものである
こととなっている。論文提出後に 5 名の審査委員が決定され、約 1 ケ月後に一次面接
審査が行われる。主査は面接終了後、その結果を研究科委員会に報告し、研究科委員
会においてこのまま審査を続けるか、あるいは、基準に達しないと判断された結果、
取り下げるかの方向を決定する。一次審査を通過した場合は、約１ケ月後、必要な加
筆・修正が行われた論文が提出される。研究科委員会に所属する教員も閲覧できるた
めに一部ずつ横浜校舎と六本木の大学院校舎におかれ、論文に対してのコメント等が
あった場合は主査に文書で伝えることにしてある。修正論文が提出された約１ケ月後
に、最終審査が行われる。最終面接審査は人間科学研究科に所属する教員および大学
院生に対して公開で行なう。審査委員会は審査結果をまとめ、研究科委員会はその報
告に基づいて審議し、学位を授与することの可否を決定する。この決定は研究科委員
会の構成員の 3 分の 2 以上が出席し、出席者の 3 分の 2 以上の賛成が必要とされる。
なお、博士論文を提出する際には、専門領域の定評ある学術誌に掲載された副論文の
提出を求め、論文審査の参考とする。
この一連のプロセスは適切なものと考える。ただし、社会人大学院のため、仕事と
研究との両立に苦労する学生が多く、3 年間で博士論文を完成させることが困難であ
る。また、博士号取得者がひとつの専門領域に偏る傾向があった。これらの問題を克
服することは難しいが、多様なバックグランドを持ち、また、仕事・家庭等の責任を
担う学生の個別なニーズにできる限り柔軟に対応できるための方策をさらに検討する
必要がある。これに向けては、入試・選抜方法あるいは修了要件についても工夫を重
ねることが求められる。 対策の一つとしては、現時点では修士課程のみ適用されてい
る長期履修制度を博士課程の学生も利用できるようにすることを検討することだと考
える。

70

２．授業形態と単位の関係
＜各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における、その各々の授業科目
の単位計算方法の妥当性＞
授業科目はすべて、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、ほぼすべての講義および演習科目
は半期開講、15 回 30 時間で 2 単位に設定されており、2 年間で 30 単位以上の修得で
修士課程が修了可能なように授業科目が配置されている。臨床心理学領域では、実習
科目（臨床心理基礎実習・臨床心理実習）として、付属の心理相談室および学外協力
機関で臨床心理実践研修(通年、毎週)、ならびにケースカンファレンスおよび個人ス
ーパービジョン（通年、毎週）を課している。このように多様な科目を設定し、無理
なく修了可能な単位計算がなされており、妥当であると考える。
ただし、ほとんどの授業が隔年に開講されていることに対して、学生側からは履修
したい授業が重なってしまうという問題が指摘されている。教員は学部の授業プラス
大学院の授業を担当しているため、授業を毎年開講することは非常に困難であるが、
時間割を組む際、常に工夫はしている。

３．単位互換、単位認定等
＜国内外の大学院等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の適切性
（大学院設置基準第 15 条）＞
大学院生の学びの可能性を広げるという点から、宗教学専攻および宗教学専門科目
を開講する専攻については、首都圏における大学院の単位互換制度に 2008(平成 20)
年度から参加することになった。

４．社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮
＜社会人、外国人留学生に対する教育課程編成、教育研究指導への配慮＞
人間科学研究科では、
「男女を問わず高度専門職業教育をめざす社会人養成型の大学
院」として設置された。したがって、社会人に対する教育課程編成および教育研究指
導方法として次の 4 点において配慮を施している。
①授業開始時刻および授業時間帯に関して、月曜から金曜日までの平日は、午後 6
時半から午後 8 時、午後 8 時 10 分から午後 9 時 40 分までの夜間授業を実施し、また
土曜日は午前 9 時から午後 7 時 30 分までの授業時間を設定し、有職学生に対する履修
上の便宜をはかっている。また、修士論文指導に関しては、指導教員と学生との密接
な連絡が求められ、指導場所や時間などは柔軟に対応する研究指導体制が出来ている。
②修士課程修了のための要件として、教育課程編成において、人間科学領域の学生
は修士論文または研究成果を提出する場合、人間科学領域から演習 2 科目（4 単位）
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を含む合計 30 単位以上を履修する。2 年間で 30 単位を修得するうえでは大きな支障
もなく 2 年間で修了可能なように配慮されている。
修士課程における人間科学領域及び幼児教育コースの学生は修了要件を、指導教授
との相談によって、修士論文を提出する、または「研究成果」を 2 本提出することが
できるとしている点である。
（臨床心理学領域の学生は「修士論文」の作成が必須であ
る。
）
「研究成果」は学術的な研究が求められる「修士論文」に対し、実学的な側面を
重視し、学生本人の業務内容に関連した身近な素材や収集したデータなどの問題を主
題とした事柄が中心となるため、実務経験を背景にした社会人学生に取っては修士号
を取得する上での適切な選択肢となっている。なお、
「研究成果」はテーマ設定と取り
組みの方法が異なるだけで、
「修士論文」と比べて研究水準が低いということではなく、
「修士論文」と同等のレベルのものであると認められている。
③長期履修制度を設けていることである。本大学院は、学則第 11 条において、学生
が職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画
的に教育課程を履修し、課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、その計
画的な履修を認めている。この長期履修制度は、修業年限は最大で 4 年で、授業料は
2 年間（標準修業年限）に支払うべき授業料総額を、あらかじめ認められた修業年限
で除した額をそれぞれの学期に支払うことになる。長期履修を希望する者は、あらか
じめ出願書類と共に「長期履修申請書」等の必要書類を提出し、審査を受けることに
なる。現時点では修士課程にのみ適用されているが、今後は博士後期課程において適
用することを検討したい。この制度を利用できることになり、具体的には、人間科学
研究科では 2007（同 19）年度 9 月に 3 年間の長期履修希望者が 5 名入学し、2008（同
20）年度 4 月に 3 年間の長期履修希望者が１名、最長である 4 年間の長期履修希望者
が１名入学してきた。国際協力研究科では、2007（同 20）年度 4 月に最長である 4 年
間の長期履修希望者が入学してきた。
④論文・研究成果の作成についてのガイダンスを行っている点である。社会人が大
きな割合を占める本大学院生の中には、大学卒業後、論文を書いた経験があまりない
場合もあり、論文作成についての指導を求める声が多数の学生から挙がった。こうし
た要望に対応するため、2006（同 18）年度から両研究科の学生を対象として、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として、
「論文・研究成
果の作成についてのガイダンス」を年に 2 回、前期と後期に行なっている。毎回 50 名
以上の学生が参加し、大変好評である。2008（同 20）年 5 月に開催された院生との懇
談会では、論文作成についての指導に加えて、統計、データ分析やエクセルの使い方
に関する指導を求める学生が数名いたので、集中講座等によって対応することを検討
する予定である。
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１．２ 教育方法等
１．教育効果の測定
＜教育・研究指導上の効果を測定するための方法の適切性＞
人間科学研究科では、修士論文提出予定者は 1 年目の終わりに、修士論文の研究内
容・方法・論文構成・参考文献・論文作成のスケジュール等を示した中間報告を提出
することになっている。研究成果を作成する学生は、研究成果を提出しない学期には
中間報告を提出する。また、長期履修生等、3 年以上かけて修士論文を作成する学生
は、1 年ごとに中間報告を提出する。中間報告の審査は、指導教授、副指導教授の 2
名で行い、作成した審査要旨をもって学生の指導に活用する。不合格とすることはな
いが、不十分な点があった場合は、指導教授の指導のもとで修正・加筆を行った上で
再提出を求める。教員が学生の研究進度を確認し、それまでの教育・研究指導上の効
果を測定するための非常に適切な機会となっている。また、各期の授業終了後にはす
べての科目に関して、学生による授業評価アンケートが実施されている。その結果が
毎学期後各教員にフィード・バックされることで、教育・研究指導上の効果が測定可
能と考える。今後の課題としては、学生から指摘されたことを教員がその後実際にど
のように教育・指導のあり方に反映させているかをチェックすることだと考える。

２．成績評価法
＜学生の資質向上の状況を検証する成績評価法の適切性＞
人間科学研究科では、毎年度学生が履修を行う前段階で、各年度開講予定の授業概
要（シラバス）を冊子、及びウェブ上で公開している。授業概要には、テーマと内容、
授業計画、使用する教科書・参考書、成績評価の方法・基準の各項目で構成され、さ
らに授業担当者から当該授業を履修する学生に対する要望と注意が記載されている。
また、備考欄において授業担当者との面談方法・手段が載せられる。
このように、授業概要では履修学生に対して、
「授業及び研究指導の方法及び内容」
、
15 回にわたる授業及び研究指導計画が学生に提示され、学生が授業の進度を理解でき
るように配慮する一方で、教員側にとっても学生の授業理解度を確認し、適宜授業内
容のフィード・バックが可能なようにしている。また、成績評価方法も同概要に載せ
ている方法に従って付けられている。しかしその一方で、有職者対象の大学院として、
仕事上回避できない欠席に対応するべき、授業担当教員との面談方法・手段を明示し、
授業の補習指導などの選択肢も排除していない。
このように、本大学院ではシラバスを有効に利用し、毎期 15 回の授業を通じて、学
生の授業理解度を確認し、また適宜小テストやレポートを求めることで、学生の知識
修得度の再確認を行いながら、成績評価を行っており、このプロセスは至極適切と考
える。
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３．研究指導等
＜３－１

教育課程の展開並びに学位論文の作成等を通じた教育・研究指導の

適切性＞
人間科学領域及び幼児教育コースでは、修士論文あるいは研究成果執筆に向けた演
習科目の履修を通じて指導教員から適切、かつ懇切丁寧な修士論文指導を受ける教育
課程の展開がされている。臨床心理学領域も同様であるが、論文指導に加えて臨床指
導も個別に行われている。
修士論文指導に関しては、原則学生自身の修士論文執筆テーマに則した演習を履修
し、その演習指導教員が演習を通じて修士論文指導を実施する。ただし、人間科学研
究科においては、一教員による指導だけに頼るのではなく、主指導教員と副指導教員
がチームを組んで指導を行うことになっている。またさらに、必要に応じて他の教員
の指導・アドバイスを積極的に求めることを学生に奨励しており、教員は自分が指導
している学生以外に対しても指導することがよくある。しかしながら、有職学生にと
って演習時間内だけの修士論文指導では不十分な場合も多く、その場合は指導教員と
の連絡を密接に行うことで、別個の指導時間を設けて対応をしている。ただし、学部
と大学院のキャンパスが離れており、多くの教員は隔年に大学院の授業を行っている
ため、多くの場合仕事を持つ社会人学生のスケジュールに合わせて直接会って指導す
ることが困難であることも確かだ。

＜３－２

学生に対する履修指導の適切性＞

人間科学研究科では、4 月入学、10 月入学の各入学式に併せてオリエンテーション
が開催される。そこでは、入学者全員を対象とする履修に関する指導に加えて、分野
毎に履修指導が行われる。その一方で、個別対応の履修指導に関しては、事務局スタ
ッフが随時担当しており、場合によっては教員が指導する場合もある。いずれにせよ、
学生に対する履修指導の機会は随時用意されており、履修上の問題が生じる可能性は
かなり低く、適切な履修指導を行っているものと考える。

＜３－３

指導教員による個別的な研究指導の充実度＞

人間科学研究科では、原則学生に対する研究指導は専任教員の中から原則として学
生が選んだ指導教授及び副指導教授が担当するが、個々の専門領域に関しては非常勤
教員にも指導に加わってもらう場合もある。しかし、修士論文・研究成果指導に関し
ては指導教授と副指導教授が担当する。指導教員の学生に対する研究指導は、主に社
会人を対象とする大学院という特殊事情に鑑みて、個別的な研究指導も随時実施され
ている。ただし、学部と大学院のキャンパスが離れており、多くの教員は隔年に大学
院の授業を行っているため、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
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ある。このため、電話、ファックス、E メールによって連絡できるように、教員各自
の研究室の電話番号や E メールアドレスを学生に伝えてある。臨床心理学領域では、
付属の心理相談室での事例に即して臨床指導が行われるほか、修士 1 年終了時に、教
員合同面接（ヒアリング）を設定し、心理臨床活動全般の指導と院生の今後の要望等
を聴取している。博士後期課程の場合は、研究指導のために「特殊研究」というコマ
が時間割の中に設定されているが、修士課程においては、多くの教員が個別指導を時
間外に設けているものの、それは制度化されていない。授業アンケートにも、学生か
らこの点について改善が求められているので、今後は博士課程と同様に修士課程にお
いても個別指導を受ける時間を時間割の中に組み込むことを予定している。

４．教育・研究指導の改善への組織的な取り組み
＜４－１

教員の教育・研究指導方法の改善を促進するための組織的な取り組

み(ファカルティ・ディベロップメント(FD))およびその有効性＞
人間科学研究科では、ファカルティ・ディペロップメント（FD）に対する取り組み
として、年 2 回、大学院入試説明・相談会前の１週間を大学院授業見学週間として位
置づけている。主目的は当大学院希望者に対する授業内容の公開であるが、他方でこ
の機会を公開の授業研究週間として位置づけ、教育・研究指導方法の改善と促進を実
施している。受験生などからの授業後の質疑応答などを通じて、一定程度の有効性が
あるものと考える。
FD のためのもうひとつの試みとして、2005（同 17）年度より年 2 回（春･秋）、大学
院生と教員との懇談会を再開した。これは、大学院生の回答による「大学院授業評価
アンケート」の結果を学生に報告する場であると共に、大学院生が大学院の現状改善
の要望を教員に直接話したり、大学院生と教員との親睦を深める良い機会にもなって
いる。各研究科では、この懇談会の結果を研究科委員会で討議の議題として取り上げ、
改善できるものについては、適切な処置を講ずるようにしている。
また各研究科委員会や大学院委員会とは別に、1 ヶ月に 1 度開催される自主的な両
研究科役員会（両研究科長＋両研究科主任）においては、両研究科の理念・目的と現
状の問題点・解決方法・今後の方向性についての定期的討議が行われており、教育・
研究指導への具体的指針や実践方法が練られている。これは各研究科および大学運営
委員会を通して、全教員の教育・研究指導に反映される。同時に、両学科の相違とと
もに共通性を見出し、教育・研究指導上の協力体制を強化するのに役立っている。

＜４－２

シラバスの作成と活用状況＞

人間科学研究科では、シラバス作成は、新年度を迎える前に授業担当者によって提
出される。シラバスは原則、前期・後期を含めた当該年度開講される全授業科目を対
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象にされる。また、シラバスは冊子媒体と電子媒体の両方で検索可能になっている。
シラバスでは、講義名・単位数・開講期・担当教員名、備考では担当教員との連絡方
法・手段が記載される。講義テーマ・内容、15 回に対応する授業計画、講義に使用さ
れる教科書名、参考書一覧、成績評価の方法・基準、講義担当者から履修予定者に対
する要望・注意事項が記載可能になっている。
学生は 4 月入学後、及び 10 月入学後の 1 週間の履修登録期間に、各授業科目のシラ
バスを利用して授業内容検討し、可能な限り第 1 回目の授業に参加することで、新年
度の履修科目を選択する。他方、授業担当者はシラバスで授業概要を説明し、シラバ
スの授業計画にそって 15 回分の授業を行う。特に、有職学生にとっては仕事上の理由
で欠席もあり得るので、シラバスの授業計画は非常に重要なものとなっている。

＜４－３

学生による授業評価の活用状況＞

本大学院の教育を社会的ニーズに応えてさらに充実させるために、2005（同 17）年
度から前期と後期の授業終了後（7 月と 1 月）に学生による授業評価アンケートを実
施してきた。学生は、シラバスに記載されている授業概要および授業計画と、実際の
授業内容および授業計画を比較して、各授業担当教員の授業評価を行っている。大学
院側は、学生側からのコメントを踏まえて、改善すべき課題解決に臨んでいる。
具体的には、授業評価アンケートを通じて、各授業担当者は「授業の内容・進め方」
の回答結果が学長からそれぞれの担当教員に知らされ、それらを参考にしながら授業
や指導のあり方を工夫することが求められる。大学院の指導体制に関する「研究指導・
論文指導」、「時間割・カリキュラム」
、
「図書館・その他の施設」
、
「事務体制」の評価
についても結果を真摯に受けとめ、改善点を検討し、可能な対策を迅速に実行してき
た。その結果、学生の各項目に対する満足度は徐々に高まっている。
しかし、その一方で個人個人の学習状況が違い、全員の学生の希望に沿う形での改
善の難しさに直面している。今後のさらなる工夫が必要とされるのと同時に、学生か
らの指摘に対して個々の教員が実際にどのような改善を実行したかをチェックするこ
とが必要だと考える。
アンケートに協力してくれた学生にアンケート結果をフィードバックするために、
ウェブ上に掲載すると共に、大学院生と教員の懇談会の場で報告している。

１．３ 国内外における教育・研究交流
＜国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性＞
人間科学研究科では、学部の国際化および国際交流の方針の延長線上で対応してい
る。したがって、受験を希望する留学生がいた場合は、通常の大学院入試制度のもと
で日本人受験生と同様の試験を留学生に課している。
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１．４ 学位授与・課程修了の認定
＜１

学位授与＞

＜１－１

修士・博士学位の各々の学位の授与状況と学位の授与方針・基準の

適切性＞
本大学院研究科では、大学院学則第 3 章「課程の修了及び学位の授与」で修士課程、
博士後期課程の修了要件が第 15 条に記載されている。
同条第 1 項では「修士課程の修了要件は、修士課程に 2 年以上在学し、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」。また、本大学学位規程第 3 章の修士学位に関する第 4 条から第 15 条
まで、博士学位に関しては第 4 章第 16 条から第 33 条の規程に従って各学位が授与さ
れる。なお、本大学院の学位授与方針・基準は、大学院設置基準第 6 章第 16 条（修士
課程の修了要件）並びに第 17 条（博士課程の修了要件）、及び同設置基準を一部改正
する省令の第 9 条（課程の修了要件等）を受けて、修士課程に関しては「特定の課題」
研究の成果の提出でも修士号の取得を可能にしている。したがって、本学学位授与規
程の方針・基準は極めて適切と考える。
人間科学研究科では、この 5 年間の学位授与状況は次の表のとおりである。
人間科学研究科における学位授与状況
年 度

修士学位授与者数

博士学位授与者数

2003(平成 15)

53

-

2004(平成 16)

38

2

2005(平成 17)

28

2

2006(平成 18)

28

0

2007(平成 19)

30

0

合計

177

4

＜１－２

学位審査の透明性・客観性を高める措置の導入状況とその適切性＞

本大学院では、大学院学則第 16 条第 1 項で「学位論文等の審査及び最終試験は、学
位論文又は特定の課題についての研究の成果を中心としてこれに関連のある学問領域
について行う」と記され、具体的な学位審査プロセスに関しては、
「東洋英和女学院大
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学学位規程」修士学位審査は第 3 章で、博士学位審査に関しては第 4 章で詳細に規定
されている。なお、第 8 条の学位論文審査に関しては、2 名以上の審査委員が選出さ
れるとあるが、修士論文において、実際上は主査 1 名と副査 2 名の 3 名で審査されて
いる。審査委員会の構成と決定方法および論文審査のあり方については、2006(同 18)
年 12 月に研究科委員会にて承認された「論文に関する規程の改正及び内規作成に向け
て」という申し合わせ事項にさらに詳しく明記されている。
修士論文の場合は、3 名の審査委員のうち、一人が指導教授（主査)、副査は１名が
同分野から、もう一人は他分野からの教員が当たることが望ましい。審査は厳しく行
い、2 年間の修了が無理な学生には、もっと時間をかけて、よりよい論文を仕上げる
ように指導する。論文提出の際は、必ず副指導教授の確認を必要とする。論文提出後
も、副査等が問題ありと判断した場合、取り下げるように指導する。
博士学位審査においては審査委員の人数は主査を含めて 5 名となっている。ただし、
専門分野はそれぞれ異なるとしても、人間科学研究科の全ての分野の教員が読んで、
評価を得ることのできる論文であることの必要性から、5 名の審査委員の内 2 名は他
分野からの教員としている。また、指導教授、副指導教授以外の審査員（3 名）に関
して、１名は学外からの専門分野に関わる教員を招くことが望ましいとしており、実
際に今まで行われた審査においては必ず学外の専門家が審査に関わってきた。
なお、本大学院入学者には毎年同上大学院学則及び学位規程の記載されている「大
学院便覧」が配布され、入学時オリエンテーション並びに随時大学院事務室でも説明
を行っており、学位審査の透明性・客観性は高いものと考える。したがって、学位審
査の適切性は極めて高いと考える。

１．５ 課程修了の認定
＜標準修業年限未満で修了することを認めている大学院における、そうした措
置の適切性、妥当性＞
人間科学研究科では、大学院学則第 3 章第 15 条 1 項で、修士課程について「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」と規定されている。
しかしながら、有職学生が主たる本大学院では、該当する学生はほとんどいない状況
である。むしろ、長期履修制度あるいは休学制度を利用し、修業年限 2 年を超えて研
究生活を過ごす学生の方が多くみられる。しかしながら、実際の学生の希望状況は別
として、本学大学院学則では標準修業年限未満での修了を認める措置を規定しており、
適切性・妥当性を備えている。
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Ⅱ．国際協力研究科
１．教育課程
＜１－１

大学院研究科の教育課程と各大学院研究科の理念・目的並びに学校

教育法第 99 条、大学院設置基準第 3 条第 1 項、同第 4 条第 1 項との関連＞
国際協力研究科は、現在修士課程のみを有している。本研究科は、2003(平成 15)年
度より、それまでの「社会科学研究科」を「衣替え」してカリキュラム上の再編成を
行い、
「国際協力研究科」として再スタートを切った。2008（同 20）年度 5 月現在ま
で 5 年間余を、国際社会で活躍しうる人材の育成という研究科の理念・目的に沿って
カリキュラムを補強してきた。この研究科の方向性は、本大学院の設立趣旨に沿った
ものである。すなわち「近年のわが国社会・経済における多様化、高齢化、国際化の
急速な進展」を踏まえて、これに対応できる「高度の知識と広い視野をもった人材の
育成」が緊要の課題、との認識である。この設置趣旨は学校教育法第 99 条、大学院設
置基準第 3 条第 1 項、同第 4 条第 1 項の各条文に合致したものである。

＜１－２

「広い視野に立って清新な学識を授け、専攻分野における研究能

力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養う」という修士課
程の目的への適合性＞
国際協力研究科は、主たる目標として、社会人の再教育を通して、現代社会に山積
する諸問題に対応できる高度の「専門職業人」育成をめざしている。そのために、第
一に、国際関係、グローバル経済・企業、日本の政治・外交などの国際関係・経済・
政治分野の教育課程を通じた現代的課題を探求する授業を展開し、併せて変容する国
際社会が直面する諸問題の解決をめざしている。また第二に、アジア、中近東、ヨー
ロッパ、ラテン・アメリカ、北米などの地域研究の授業を充実させることで、第一で
培った諸問題解決の分析枠組みを実際の地域研究を通じて知識の普遍化を求めている。
第三に、問題解決型能力の実践を国際協力の場で可能な限り展開できる場の提供をめ
ざしている。
この過程を通じて、高度の「専門職業人」の育成とともに、異文化を理解する幅広
く国際的な視野に立つ教養人の育成をも企図している。これらの点から修士課程の目
的と適合性は合致しているものと考える。

＜１－４

学部に基礎を置く大学院研究科における教育内容と、当該学部の学

士課程における教育内容との関係＞
国際協力研究科は、国際社会学部専任教員の専門科目を中心に据えて、研究科の教
育課程を編成している。具体的には、国際社会学部における国際関係論（国際協力も
含む）
、地域研究、政治学や経済学を専門とする専任教員 11 名が、それぞれの専門領
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域を国際協力研究科国際協力専攻で授業科目として担当している。なお、学部におい
ては 2009（同 21）年度から施行される予定の教育課程の一部改編を行ったので、同年
度からはさらに学部専任教員の大学院担当者が増える見込みであり、学部との関係性
が強まると予測される。
また、大学院授業の学部へのフィード・バックの試みとして、2006（同 18）年度後
期に行われた「国際協力特殊講義Ⅱ」
（NGO 関係者を講師にしたオムニバス形式授業）
を、学部学生が受講可能なように、インターネットを介したテレビ電話機能を使うこ
とで、大学院所在地の六本木から学部所在地の横浜に遠隔授業を実施した。しかしな
がら、大学院授業が午後 6 時半開始である点と、該当授業が学部学生には単位に換算
されない点などで、一回の試みで終えた。今後は、オンデマンド方式を採用すること
でこれらの問題を解決したいと考える。しかしながら、この「オムニバス授業」のビ
デオ記録は、年度ごとに保存用アーカイブズとして現在、編纂作業中である。

２．授業形態と単位の関係
＜各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における、その各々の授業科目
の単位計算方法の妥当性＞
授業科目はすべて、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、ほぼすべての講義および演習科目
は半期開講、15 回 30 時間で 2 単位に設定されており、2 年間で 30 単位以上の修得で
修士課程が修了可能なように授業科目が配置されている。
教育課程は、＜基礎科目＞、＜応用科目＞、＜ワークショップ科目＞、＜地域研究
科目＞、＜特殊講義＞、＜演習＞から構成されている。国際協力研究科という学際的
研究分野である一方で、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＞には、社会科学的分析手法や思考方法を学ぶ国際関係論、政治学、経済学
の各領域の基本科目を設置した。＜応用科目群＞では、基礎科目をより細分化した専
門科目を国際関係論、政治学、経済学の領域から 20 科目を設定した。＜ワークショッ
プ科目群＞は、国際協力専攻に相応しい国際社会が抱える諸問題を扱う科目群（14 科
目）を設置し、授業担当者も実務家を多く採用した。また＜地域研究科目＞に関して
は、学生のなかに具体的な研究対象とするフィールドをもっている者も多いことから、
8 つの地域科目を設置した。＜特殊講義＞では、インターン希望者を対象とする国際
協力実習、国際協力のフィールド経験者によるオムニバス授業を提供した。最後に、
修士課程学生が修士論文の研究対象とする領域で、専任教員指導可能な演習科目を設
置した。
このように多様な科目を設定し、無理なく修了可能な単位計算がなされており、妥
当であると考える。
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ただし、ほとんどの授業が隔年に開講されていることに対して、学生側からは履修
したい授業が重なってしまうという問題が指摘されている。教員は学部の授業プラス
大学院の授業を担当しているため、授業を毎年開講することは非常に困難であるが、
時間割を組む際、常に工夫はしている。

３．単位互換、単位認定等
＜国内外の大学院等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の適切性
（大学院設置基準第 15 条）＞
国際協力研究科には、現在該当しない。
その理由は、これまで国際協力研究科では、本学学部 4 年生で優秀な学生に対して、
大学院の授業を 1 年間無料で受講でき、さらに 5 コマ（10 単位）までの単位修得が可
能で、その単位を大学院入学後に修了単位の一部として認定、加算できるという制度
を設けているが、4、5 年前までは毎年 2～5 名程度の利用者があったものの、近年で
はきわめて少なくなっているからである。
大学院間の単位互換に関しては、国際協力研究科では、これまでそのような可能性
を検討してこなかったことを率直に認める。人間科学研究科が 2008(平成 20)年度より
特定科目に関して単位互換制度に参加したことを機に、国際協力研究科でも、今後の
課題として前向きに検討していきたい。

４．社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮
＜社会人、外国人留学生に対する教育課程編成、教育研究指導への配慮＞
国際協力研究科では、
「男女を問わず高度専門職業教育をめざす社会人養成型の大学
院」として設置された。したがって、社会人に対する教育課程編成および教育研究指
導方法として次の 4 点において配慮を施している。
①授業開始時刻および授業時間帯に関して、月曜から金曜日までの平日は、午後 6
時半から午後 8 時、午後 8 時 10 分から午後 9 時 40 分までの夜間授業を実施し、また
土曜日は午前 9 時から午後 7 時 30 分までの授業時間を設定し、有職学生に対する履修
上の便宜をはかっている。また、修士論文指導に関しては、指導教員と学生との密接
な連絡が求められ、指導場所や時間などは柔軟に対応する研究指導体制が出来ている。
②修士課程修了のための要件として、研究科が適当と認めるときは、特定の課題に
ついての研究の成果の審査をもって修士論文の審査に代えることができる。なお、こ
の場合、国際協力研究科では修士論文を提出する場合の 30 単位に加え、応用科目から
4 単位、ワークショップ科目から 4 単位を含む合計 38 単位以上を修得することが必要
である。
「研究成果」は学術的な研究が求められる「修士論文」に対し、実学的な側面を重
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視し、学生本人の業務内容に関連した身近な素材や収集したデータなどの問題を主題
とした事柄が中心となるため、実務経験を背景にした社会人学生に取っては修士号を
取得する上での適切な選択肢となっている。なお、
「研究成果」はテーマ設定と取り組
みの方法が異なるだけで、
「修士論文」と比べて研究水準が低いということではなく、
「修士論文」と同等のレベルのものであると認められている。
③長期履修学生制度を設けていることである。本大学院は、学則第 11 条において、
学生が職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり
計画的に教育課程を履修し、課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、そ
の計画的な履修を認めている。この長期履修学生制度は、修業年限は最大で 4 年で、
授業料は 2 年間（標準修業年限）に支払うべき授業料総額を、あらかじめ認められた
修業年限で除した額をそれぞれの学期に支払うことになる。長期履修を希望する者は、
あらかじめ出願書類と共に「長期履修学生申請書」等の必要書類を提出し、審査を受
けることになる。現時点では修士課程にのみ適用されているが、今後は博士後期課程
において適用することを検討したい。この制度を利用できることになり、具体的には、
人間科学研究科では 2007（同 19）年度 9 月に 3 年間の長期履修希望者が 5 名入学し、
2008（同 20）年度 4 月に 3 年間の長期履修希望者が１名、最長である 4 年間の長期履
修希望者が１名入学してきた。国際協力研究科では、2007（同 20）年度 4 月に最長で
ある 4 年間の長期履修希望者が入学してきた。
④論文・研究成果の作成についてのガイダンスを行っている点である。社会人が大
きな割合を占める本大学院生の中には、大学卒業後、論文を書いた経験があまりない
場合もあり、論文作成についての指導を求める声が多数の学生から挙がった。こうし
た要望に対応するため、2006（同 18）年度から両研究科の学生を対象として、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として、
「論文・研究成
果の作成についてのガイダンス」を年に 2 回、前期と後期に行なっている。毎回 50 名
以上の学生が参加し、大変好評である。2008（同 20）年 5 月に開催された大学院生と
の懇談会では、論文作成についての指導に加えて、統計、データ分析やエクセルの使
い方に関する指導を求める学生が数名いたので、集中講座等によって対応することを
検討する予定である。

１．２ 教育方法等
１．教育効果の測定
＜教育・研究指導上の効果を測定するための方法の適切性＞
国際協力研究科では、修士論文提出予定者、あるいは「研究成果」提出予定者に限
らず、それらの提出予定者は「修士論文中間発表会」で、自らの修士論文等の内容報
告をしなくてはならない。発表形式は、修士論文等の内容に関する要旨をまとめたレ
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ジュメを用意し、報告が行われる。報告後は、質疑応答が行われる。
中間発表は、入学後 1 年を経過した時期から可能になる。実際は、修士論文等の提
出 1 年前、少なくとも半年前の決まった時期に中間報告をする学生が多いが、教員側
からは学生の研究進度を確認するうえで、また逆にどの局面で研究が遅滞しているの
かを知るうえで、教育・研究指導上の効果を測定するうえで非常に適切な機会となっ
ている。中間報告会には研究科専任教員が原則全員出席し、当該学生の指導教員以外
の専門領域からの貴重なコメント、助言が得られる重要な機会にもなっている。
また、各期の授業終了後にはすべての科目に関して、学生による授業評価アンケー
トが実施されている。その結果が毎学期後各教員にフィード・バックされることで、
教育・研究指導上の効果が測定可能と考える。

２．成績評価法
＜学生の資質向上の状況を検証する成績評価法の適切性＞
国際協力研究科では、毎年度学生が履修を行う前段階で、各年度開講予定の授業概
要（シラバス）を冊子、及びウェブ上で公開している。授業概要には、テーマと内容、
授業計画、使用する教科書・参考書、成績評価の方法・基準の各項目で構成され、さ
らに授業担当者から当該授業を履修する学生に対する要望と注意が記載されている。
また、備考欄において授業担当者との面談方法・手段が載せられる。
このように、授業概要では履修学生に対して、
「授業及び研究指導の方法及び内容」
、
15 回にわたる授業及び研究指導計画が学生に提示され、学生が授業の進度を理解でき
るように配慮する一方で、教員側にとっても学生の授業理解度を確認し、適宜授業内
容のフィード・バックが可能なようにしている。また、成績評価方法も同概要に載せ
ている方法に従って付けられている。しかしその一方で、有職者対象の大学院として、
仕事上回避できない欠席に対応するべき、授業担当教員との面談方法・手段を明示し、
授業の補習指導などの選択肢も排除していない。
このように、本大学院ではシラバスを有効に利用し、毎期 15 回の授業を通じて、学
生の授業理解度を確認し、また適宜小テストやレポートを求めることで、学生の知識
修得度の再確認を行いながら、成績評価を行っており、このプロセスは至極適切と考
える。

３．研究指導等
＜３－１

教育課程の展開並びに学位論文の作成等を通じた教育・研究指導の

適切性＞
国際協力研究科国際協力専攻における教育課程は、国際関係論、政治学、経済学の
各科目を応用科目に据え、それらの応用専門科目修得を通じて社会科学のディシプリ
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ンを学ぶことを期待している。また、現代国際社会の存在する諸問題をワークショッ
プ科目群で学び、それら諸問題を社会科学のディシプリンで分析・考察する能力を養
う。さらに、それら諸問題が地域固有の場合も多々ある点で、比較の視点を持って地
域研究科目を修得する。そして、修士論文執筆に向けた演習科目の履修を通じて指導
教員から適切、かつ懇切丁寧な修士論文指導を受ける教育課程の展開が予想されてい
る。
修士論文指導に関しては、原則学生自身の修士論文執筆テーマに則した演習を履修
し、その演習指導教員が演習を通じて修士論文指導を実施する。しかしながら、有職
学生にとって演習時間内だけの修士論文指導では不十分な場合も多く、その場合は指
導教員との連絡を密接に行うことで、別個の指導時間を設けて対応をしている。なお、
2005（同 17）年度から実施しているアンケート項目「研究指導・論文指導」に対する
評価では、学生の満足度が高く（サンプル数が 30％前後ではあるが、両研究科併せて
毎年「満足」に「やや満足」を含めると 80％前後）
、故に論文指導体制の妥当性は高
いと判断している。
なお、2009(同 21)年度より教育課程を改編し、修士論文指導を明確に目的化した「基
礎演習」「演習Ⅰ」
「演習Ⅱ」の各演習科目を、修士 1 年次後期より設置し、教育・研
究指導のさらなる充実を図ることになっている。

＜３－２

学生に対する履修指導の適切性＞

国際協力研究科では、4 月入学、10 月入学の各入学式に併せてオリエンテーション
が開催される。そこでは、入学者全員を対象とする履修に関する指導に加えて、分野
毎に履修指導が行われる。その一方で、個別対応の履修指導に関しては、事務局スタ
ッフが随時担当しており、場合によっては教員が指導する場合もある。いずれにせよ、
学生に対する履修指導の機会は随時用意されており、履修上の問題が生じる可能性は
かなり低く、適切な履修指導を行っているものと考える。

＜３－３

指導教員による個別的な研究指導の充実度＞

国際協力研究科では原則学生に対する研究指導は専任教員が担当するが、個々の専
門領域に関しては非常勤教員にも指導に加わってもらう場合もある。しかし、修士論
文･研究成果指導に関しては専任教員が担当する。すでに述べた通り、国際協力研究科
では演習科目指導教員が修士論文指導を担当する。しかし、指導教員の学生に対する
研究指導は、有職学生という特殊事情に鑑みて、個別的な研究指導も随時実施されて
いる。2005（同 17）年度実施の学生に対する「研究指導・論文指導」評価でも両研究
科併せての数値ではあるが、80％前後の学生が満足しているという回答を寄せている。
なお、2009（同 21）年度より教育課程の改編が行われ、学生は修士 1 年次後期から修
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士論文指導演習の選択が可能になる。

４．教育・研究指導の改善への組織的な取り組み
＜４－１

教員の教育・研究指導方法の改善を促進するための組織的な取り組

み(ファカルティ・ディベロップメント(FD))およびその有効性＞
国際協力研究科では、ファカルティ・ディペロップメント（FD）に対する取り組み
として、年 2 回、大学院入試説明・相談会前の１週間を大学院授業見学週間として位
置づけている。主目的は当大学院希望者に対する授業内容の公開であるが、他方でこ
の機会を公開の授業研究週間として位置づけ、教育・研究指導方法の改善と促進を実
施している。受験生などからの授業後の質疑応答などを通じて、一定程度の有効性が
あるものと考える。
FD のためのもうひとつの試みとして、2005（同 17）年度より年 2 回（春･秋）、大学
院生と教員との懇談会を再開した。これは、大学院生の回答による「大学院授業評価
アンケート」の結果を学生に報告する場であると共に、大学院生が大学院の現状改善
の要望を教員に直接話したり、大学院生と教員との親睦を深める良い機会にもなって
いる。

各研究科では、この懇談会の結果を、研究科委員会で討議の議題として取り

上げ、改善できるものについては、適切な処置を講ずるようにしている。
また各研究科委員会や大学院委員会とは別に、1 ヶ月に 1 度開催される自主的な両
研究科役員会（両研究科長＋両研究科主任）においては、両研究科の理念・目的と現
状の問題点・解決方法・今後の方向性についての定期的討議が行われており、教育・
研究指導への具体的指針や実践方法が練られている。これは各研究科および大学運営
委員会を通して、全教員の教育・研究指導に反映される。同時に、両学科の相違とと
もに共通性を見出し、教育・研究指導上の協力体制を強化するのに役立っている。

＜４－２

シラバスの作成と活用状況＞

国際協力研究科では、シラバス作成は、新年度を迎える前に授業担当者によって提
出される。シラバスは原則、前期・後期を含めた当該年度開講される全授業科目を対
象にされる。また、シラバスは冊子媒体と電子媒体の両方で検索可能になっている。
シラバスでは、講義名・単位数・開講期・担当教員名、備考では担当教員との連絡方
法・手段が記載される。講義テーマ・内容、15 回に対応する授業計画、講義に使用さ
れる教科書名、参考書一覧、成績評価の方法・基準、講義担当者から履修予定者に対
する要望・注意事項が記載可能になっている。
学生は 4 月入学後、及び 10 月入学後の 1 週間の履修登録期間に、各授業科目のシラ
バスを利用して授業内容検討し、可能な限り第 1 回目の授業に参加することで、新年
度の履修科目を選択する。他方、授業担当者はシラバスで授業概要を説明し、シラバ
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スの授業計画にそって 15 回分の授業を行う。特に、有職学生にとっては仕事上の理由
で欠席もあり得るので、シラバスの授業計画は非常に重要なものとなっている。

＜４－３

学生による授業評価の活用状況＞

本大学院の教育を社会的ニーズに応えてさらに充実させるために、2005（同 17）年
度から前期と後期の授業終了後（7 月と 1 月）に学生による授業評価アンケートを実
施してきた。学生は、シラバスに記載されている授業概要および授業計画と、実際の
授業内容および授業計画を比較して、各授業担当教員の授業評価を行っている。大学
院側は、学生側からのコメントを踏まえて、改善すべき課題解決に臨んでいる。
具体的には、授業評価アンケートを通じて、各授業担当者は「授業の内容・進め方」
の回答結果が学長からそれぞれの担当教員に知らされ、それらを参考にしながら授業
や指導のあり方を工夫することが求められる。大学院の指導体制に関する「研究指導・
論文指導」、「時間割・カリキュラム」
、
「図書館・その他の施設」
、
「事務体制」の評価
についても結果を真摯に受けとめ、改善点を検討し、可能な対策を迅速に実行してき
た。その結果、学生の各項目に対する満足度は徐々に高まっている。
しかし、その一方で個人個人の学習状況が違い、全員の学生の希望に沿う形での改
善の難しさに直面している。今後のさらなる工夫が必要とされるのと同時に、学生か
らの指摘に対して個々の教員が実際にどのような改善を実行したかをチェックするこ
とが必要だと考える。
アンケートに協力してくれた学生にアンケート結果をフィード・バックするために、
ウェブ上に掲載すると共に、大学院生と教員の懇談会の場で報告している。

１．３ 国内外における教育・研究交流
＜国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性＞
国際協力研究科では、学部の国際化および国際交流の方針の延長線上で対応してい
る。したがって、受験を希望する留学生がいた場合は、通常の大学院入試制度のもと
で日本人受験生と同様の試験を留学生に課している。国際協力研究科では現在 2 名の
中国からの留学生を受け入れている。

１．４ 学位授与・課程修了の認定
＜１

学位授与＞

＜１－１

修士・博士学位の各々の学位の授与状況と学位の授与方針・基準の

適切性＞
国際協力研究科では、この 5 年間の学位授与状況は次の表のとおりである。
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国際協力研究科における学位授与状況
年 度

修士学位授与者数

2003(平成 15)

3

2004(平成 16)

12

2005(平成 17)

10

2006(平成 18)

5

2007(平成 19)

5

合計

35

なお、国際協力研究科においては、修了予定者数に対する学位授与者数の率が低い
傾向(大学基礎データ表 7)が認められるが、2009(平成 21)年度の教育課程の改編に伴っ
て、国際協力研究科を国際社会領域と国際協力領域に分類し、学生の進路に応じた履
修モデルを導入することにより、より質の高い目的意識を持った有職学生の入学およ
び学位授与状況の改善が期待できると考えている。

＜１－２

学位審査の透明性・客観性を高める措置の導入状況とその適切性＞

本大学院では、大学院学則第 16 条第 1 項で「学位論文等の審査及び最終試験は、学
位論文又は特定の課題についての研究の成果を中心としてこれに関連のある学問領域
について行う」と記され、具体的な学位審査プロセスに関しては、
「東洋英和女学院大
学学位規程」の第 3 章で修士学位審査に関して詳細に規定されている。なお、第 8 条
の学位論文審査に関しては、2 名以上の審査委員が選出されるとあるが、実際上は主
査と副査 2 名の 3 名で審査されており、学位審査の客観性に努めている。なお、本大
学院入学者には毎年同上大学院学則及び学位規定の記載されている「大学院便覧」が
配布されており、入学時オリエンテーション並びに随時大学院事務室でも説明を行っ
ており、学位審査の透明性・客観性は高いものと考える。したがって、学位審査の適
切性は極めて高いと考える。

１．５ 課程修了の認定
＜標準修業年限未満で修了することを認めている大学院における、そうした措
置の適切性、妥当性＞
国際協力研究科では、大学院学則第 3 章第 15 条 1 項で、修士課程について「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」と規定されている。
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しかしながら、有職学生が主たる本大学院では、該当する学生はほとんどいない状
況である。むしろ、長期履修制度あるいは休学制度を利用し、修業年限 2 年を超えて
研究生活を過ごす学生の方が多くみられる。実際の学生の希望状況は別として、本学
大学院学則では標準修業年限未満での修了を認める措置を規定しており、適切性・妥
当性を備えているといえる。
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第５章

学生の受け入れ

【到達目標】
○ 各学科・専攻ごとに設定され、認可されている入学定員を確保するために、
入試広報活動を充実させる。
○ 本学の教育理念と建学の精神を理解し、大学での学びを自らの生涯設計に
結びつける意欲の高い学生を多く受け入れる。
○ 推薦入学による合格者を中心に、入学前教育の充実と強化を図る。
○ 編入学、社会人入学、外国人留学や協定校の検討を含めて多様な入学制度
を整備しながら社会が求める人材育成に貢献できるようにする。
○ 大学院では、定員数に対する入学者数の改善を図る。
１．学部等における学生の受け入れ
１．１ 学生募集方法、入学者選抜方法
1989(平成元)年度１学部(人文学部)2 学科(人間科学科、社会科学科)で開学の後、
1995(同 7)年度に 2 学部制(人間科学部、社会科学部)となり、1997(同 9)年度に人間科
学部に人間福祉学科を設置、2001(同 13)年度に社会科学部社会科学科を国際社会学部
国際社会学科と変更し、人間科学科を 220 名、人間福祉学科を 120 名、国際社会学科
を 200 名の定員で 2006(同 18)年度入試まで学生募集を行い、各入試によって入学者を
選抜してきた。2007(同 19)年度改革では、各学科に専攻を設け、人間科学科に人間文
化専攻と社会心理・臨床心理専攻(2 専攻で定員 150 名)、保育子ども専攻(定員 70 名)
を置き、国際社会学科に国際コミュニケーション専攻(定員 120 名)と社会システム専
攻(定員 80 名)を置いた。人間福祉学科においては専攻制をとらず、緩やかなコース制
として、3 コース(身体・健康福祉コース、保健・医療福祉コース、家族・生活福祉コ
ースで定員 120 名)が設けられた。2006(同 18)年度入試までは学科別の入学者選抜だっ
たのに対して、2007(同 19)年度入試からは専攻別入試となり、各専攻(人間福祉学科は
学科入試)で入学者を選抜するようになった。
本学では、これらの学生募集、入学者選抜は主に入試委員会と入試広報課で担当し
ている。入試広報課が種々の入学試験の運営、広報物の作成やオープンキャンパス等
のイベント企画運営の中心となっていることと併せて、全教職員が本学の入試広報活
動に何らかの形で関わっている。それは、入試問題の作成、試験監督、面接・面談、
採点作業、オープンキャンパスでのミニ授業担当、大学広報のための高校訪問、会場
説明会等、多岐に渡る入試広報活動が全学の協力の下に進められている。
様々な種類の入学試験は、それぞれ位置づけを明確にして実施されている。

スカラシップ特別入試
12 月下旬に実施している。英語・国語・地理歴史の 3 教科で受験し、試験成績優秀
者はスカラシップ生として 2 年間授業料等が免除される特典が与えられる。また、ス
カラシップ生になれなかった場合でも、スカラシップ生に準ずる成績優秀者は一般入
試免除で合格となる。試験会場は、2009(同 21)年度から東京(六本木)、横浜、大宮、
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静岡、水戸、札幌会場の 6 箇所で実施する。

一般入試
1 月末に実施している。英語・国語・地理歴史の 3 教科で受験する A 方式と英語と国
語または英語と地理歴史の 2 教科で受験する B 方式があり、一度の試験で学科・専攻
を問わず、5 つの募集区分から 2 つの募集区分を併願することができる。

一般入試(後期)
2 月中旬から下旬に英語と国語の 2 教科で実施している。

大学入試センター試験利用選抜
2009(平成 21) 年度は、3 教科に加えて 2 教科でも受験できるようにした。2 教科の
場合は、選択科目を 2 教科以上受験した場合は高得点の科目を合否判定に使用するが、
2 教科の場合は、出願時に科目を選択し、複数受験した場合でも出願時に選択した科目
を合否判定に使用する。

公募制推薦入試
高校時代の実績や本学で学ぼうとする意欲や資質を総合的に評価する。
【自己推薦型】、【ミッション型】、【スポーツ推薦型】の 3 つの出願区分がある。
自己推薦型とミッション型は書類審査、小論文、面接試験を行う。スポーツ推薦型は
決められた評点平均以上の出願資格者に書類審査と面接を行うが、入学後の指導管理
体制、特に指導者がいることを条件として、テニスとチアリーディングに限定してい
る。

指定校推薦入試
本学が指定する高校の生徒を対象に実施する。出願できる学部・学科・専攻は指定校ご
とに異なり、書類審査と面接を行う。毎年指定状況や基準を見直しながら高校との連携を
図れるよう調整している。

社会人・編入試
全学部・学科・専攻で、社会人（社会人経験 5 年以上）を対象とした社会人入試、
短大卒業者、大学第 2 学年修了者、4 年制大学卒業者、一部の専門学校修了者等を対象
にした一般編入学、社会人編入学（社会人経験 5 年以上）を実施している。

同窓生子女枠特別推薦入試
2009(平成 21) 年度から東洋英和女学院の大学、旧短期大学、中学部、高等部卒業生
または在学生の子、孫、姉妹を対象に実施する。

院内推薦入試
本学院高等部生徒を対象にして実施している。成績基準と書類審査、面接によって
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行っている。成績優秀者にはスカラシップ生として授業料等の 2 年間免除の特典が与
えられる。

外国人留学生入試
外国人の留学生を対象とする入試制度を整えている。国際交流委員会を中心とする
交換留学生の受け入れ実績はあるが、本入試制度による外国人留学生の受け入れ実績
は、1994(同 6)年度以降ない。現在、入学後の受け入れと送り出しのビジョンを明確
にした上で、外国人留学生入学の実施検討を行っている。

〈2009(平成 21)年度

募集人員〉表‐１（p.98）

〈2009(平成 21)年度

入試日程〉表‐２（p.98）

学生募集の活動としては、年間を通して行われる大学説明会、業者主催の進学相談
会への参加、入試広報課職員と教員による高校訪問、オープンキャンパス、また、募
集活動そのものとは異なるが、高校から依頼を受けた出張授業等が定期的な年間計画
の中で行われている。さらに、大学見学の申し入れに対しては常時受け付けている。
大学ホームページ、各種広告、ビデオ、DVD による PR や広報活動も学生募集の一環と
して行われている。各高校に対しては教職員を大学に招いて大学説明会を行っており、
高校側との率直な意見交換の重要な場となっている。受験生を確保するための広報活
動は極めて重要であるが、オープンキャンパス等で本学に来校した高校生からのコメ
ントの上位 3 位は「大学の雰囲気がよい」、「在学生の対応がよい」、「教員が親切
に対応してくれた」である。これらのコメントは、大学に来てみて理解してくれるこ
とによるものであり、いかに大学に足を向けさせるかが重要な鍵であるといえる。受
験生全入時代を迎えると共に同系の学科を有する大学間の広報活動戦略は広報活動予
算の問題と大きく関わっている。小規模大学である本学の広報活動にも予算的制約が
あり、効果的な広報活動と学生募集をいかに行っていくかが現在の課題である。

１．２ 入学者受け入れ方針等
＜１ 大学・学部等の理念・目的・教育目標との関係＞
入学者の受け入れ方針の柱は、各学部、学科・専攻の掲げる教育目標と人材育成に
見合う入学者を種々の入試制度から受け入れることである。まず、受け入れの最重要
点としては、入学希望者が学士課程の教育を受け、専攻した専門分野の研究成果を社
会に貢献できうるに足る基礎学力を有していることである。また、「敬神奉仕」を標
語として掲げ、キリスト教教育を基礎として行われる本学の教育理念を理解し、現代
社会の女性リーダーとして活躍を志望する女子であることである。これらの受け入れ
方針に対する入学希望者を幅広い入試区分から受け入れていることは大学の理念、目
的、教育目標に対して合致しているといえる。基礎学力を試験する一般入試やスカラ
シップ特別入試の他に行われる様々な特別推薦入試においては、本学の理念、目的、
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教育目標を理解し、一人ひとりの個々の可能性や能力、意欲を開花させうるに繋がる
ものとして、受け入れ方針としても重きを置いている。また、社会人や外国人に対し
ても社会人入試、外国人留学生入試、一般編入試を実施することには、社会の構成員
が自らの学習意欲を研究活動として磨くこと、国際交流の場を積極的に作り上げてい
くこと、共生という意識の中で人間を理解し、国際社会に貢献していくことの橋かけ
とした受け入れ方針としての基本的な考え方がある。

＜２

入学者選抜方法、カリキュラムとの関係＞

受け入れ方針と入学者選抜方法との関係からいうと、その関係がやや見えにくいの
が大学入試センター利用選抜といえる。試験教科を選択するという点では本学との接
点が生まれるが、本学の教育理念と受け入れとの関係においていうならば、相互の確
信的な結びつきを推し量るまでには至らない。スカラシップ特別入試においては、12
月ということもあり、試し受験としてみることができるので、あくまで入試対策とし
て受験している生徒が多く、必ずしも受け入れ方針に沿った受験生であるとは言い難
い。しかしながら、学士課程教育を受けるに足る基礎学力を見ることに対しては、大
学入試センター利用選抜、スカラシップ特別入試、そして、一般入試は受け入れ方針
に合致しているといえる。
入学の意欲や資質を見ることが有利な推薦入試においては、基礎学力の不足に対す
る入学前教育等の指導の課題はあるが、調査書を考慮しつつ、面接や小論文でその資
質や意欲、適正、可能性を見極めることができ、本学の受け入れ方針とよく合致して
いる。本学は、入学前教育の指導課題に対して、国語表現の基礎学力確認・向上のた
めの課題添削と各学科から出される課題図書に対するレポート添削を行っている。さ
らに、東洋英和の建学の精神を理解する入学者の受け入れとしては、院内推薦入試、
同窓生子女枠特別入試等は本学の伝統と建学の精神を継承していく方針の現われであ
る。
入学者受け入れ方針とカリキュラムの関係については、「専門に根ざしたリベラル
アーツ教育」、「専門教育の重視」、「キリスト教教育による人間形成」、の基本的
な教育目標に対して、学部・学科を超えたリベラルアーツ教育がカリキュラムとして
組まれている。全学共通科目からいうと、キリスト教学や女性学・健康科学・生活論
は、各学科・専攻を越えた「東洋英和らしさ」の基盤として位置付けられ、語学、情
報、総合講座などは、各学科・専攻の専門分野で自分の研究テーマをより深めるため
に必要な基礎と教養として役割が果たされるよう置かれている。それらを基盤として
組まれている各学科・専攻の専門科目群は、入学時から卒業時までに目指される人材
育成について、まさに受け入れ方針とカリキュラムが合致しているといえる。

１．３ 入学者選抜の仕組み
＜１ 入学者選抜実施体制の適切性＞
入学者選抜実施体制の適切性は、入試委員会の存立によって恒常的に確保されてい
る。入試委員会は、学長により指名された入試委員長、各学科・専攻から選ばれた代
表の 13 名、入試広報課長によって構成される。委員会は、休暇期間を除いてほぼ毎月
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一回開催され、年度初めに、入試制度、入試日程・調整、推薦入試の判定基準の確認
・見直しをした後、入試問題出題コーディネート、各入試の実施計画・運営及び合否
判定案の作成、各入試の分析・反省等年間の入試全般にわたって検討する。加えて、
実務担当者や入試広報課職員も加わって詳細なデータを踏まえて議論することができ
る体制になっている。進路アドバイザーや広報委員会からの情報も逐次入手すること
により、現場に即した検証が行われているといえる。

＜２

入学者選抜基準の透明性＞

入学者選抜基準の透明性については、入試判定に係わる諸会議の開催で確保されて
いる。選抜基準の方針については学長から提案があり、概ねその方針に沿って判定案
が検討されるが、入試実施前に確認された判定基準を基に、実施された入試結果を入
試委員会が判定案として作成する。入試委員会は、合格ラインの決定を前年までの合
格者と入学者の資料を基に、歩留まり率を考慮して定員確保を念頭に置き、合格者と
補欠者の判定案を作成するが、判定案は大学運営委員会で諮られる。大学運営委員会
の構成員は、学長、副学長、大学院研究科長、学部長、学科主任、教務部長、学生部
長、入試委員長、事務部長、総務課長である。大学運営委員会で諮られた判定案は各
教授会に提案され、教授会の審議を経て合格者を決定する。また、求めがあれば合格
判定基準や合否理由の説明を個別に行う。

＜３

入学者選抜とその結果の公正性・妥当性を確保するシステムの導入状況＞

推薦入試については小論文と予め確認された質問項目と評価基準に対して表される
面接の得点化したものを合計して合否判定資料としている。面接官は複数として互い
に協議は行わない。一般入試やスカラシップ特別入試のように筆記試験によって点数
化されるものは、本学のコンピューター採点システムによって得点化され、合否判定
資料となっている。

１．４

入学者選抜方法の検証

公募制推薦入試については募集区分をわかりやすく整えた。2009(平成 21)年度入試
より「自己推薦型」「ミッション型」「スポーツ推薦型」として、今まで「ミッショ
ン・ファミリー型」としていたファミリー型を別枠として「同窓生子女枠」として選
抜の意味合いを受け入れ方針に合わせた。指定校推薦入試については基準値を毎年見
直しており、受験生の動向を検証しながら調整している。大学入試センター利用選抜
は 3 教科型受験に 2 教科型を加えて本学の学部・学科特性を考慮して受験しやすくし
た。さらに、スカラシップ特別入試についてはスカラシップ合格者枠を増やし、試験
会場も 3 会場（東京・横浜・大宮）から水戸、静岡、札幌会場を加えての 6 会場にし
た。受験生の減少をくい止めるべく各選抜方法に対して検証と具体的対策を講じてい
る。

＜１

各年の入試問題を検証する仕組みの導入状況＞

大学入試センター利用選抜以外の本学で実施する入試問題は、本学専任教員がプロ
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ジェクトを作って作成する。作成された試験問題は第三者機関でチェックを受けて準
備されている。毎年、第三者専門機関のチェックや正答率のデータを基に試験問題が
適正であったか専門部会で検証し、次年度に備えている。

１．５ 定員管理
＜１ 学生収容定員と在籍学生数、（編）入学定員と（編）入学者の比率の適切性＞
本学の入学定員は、1999(同 11)年度までは 675 名、
2000(同 12)年度に 575 名、2002(同
14)年度に 540 名として現在に至っている。表-3(p.98)は編入試が始まった 2003(同 15)
年度からの学科別の定員と入学者数である。2006(同 18)年度に人間科学科と国際社会
学科で入学者の減少傾向がみられたことから、2007(同 19)年度大学改革を行い、人間
科学部に保育子ども専攻を、国際社会学科に国際コミュニケーション専攻と社会シス
テム専攻を置き、それぞれ定員を定めた。在籍学生数も表の通りであるが、人間福祉
学科においては 2007(同 19)年度、2008(同 20)年度と 2 年続けて定員割れとなった。こ
のことは、本学だけの現象ではなく国内の福祉系離れの影響が極めて大きいことも示
唆されており、全国的な傾向と汲み取ることもできる。大学全体の定員と在籍者数に
ついての比率は、2008(同 20)年度は 1.1 として適正であるといえる。
編入学については、特に定員は定めておらず、若干名の受け入れと資格課程に係わ
る学科については応募の時点で制限をかけている。2003(同 15)年度以降の入学者は表
の通りで例年 20 名程度を維持している。

＜２

著しい欠員ないし定員超過が恒常的に生じている学部における対応策と
その有効性＞

著しい欠員に当てはまる人間福祉学科は、
2007(同 19)年度は定員 120 名のところ 102
名、2008(同 20)年度には 88 名と減少傾向にある。福祉系の低迷については全国的な傾
向とはいえ、社会的な貢献を続けている優秀な人材を排出し、今後の養成を期待され
ている本学の人間福祉学科だけに、極力歯止めをかけるべく、本年は、大学説明会だ
けではなく、福祉系の教科に力を入れている高校と人間福祉学科入学実績のある高校
を中心に人間福祉学科教員と入試広報課職員が精力的に高校訪問を行っている。対象
を絞って広報活動をすることで人間福祉学科に進学を志望する受験生を確保できる確
率は高くなると考える。この対応策は第一の重点対策として実施されているが、同時
に、各大学の福祉系学科の全般的な定員減少の中で、本学は、施設・カリキュラムの
充実と教員の質の高い授業内容の努力成果から、この程度の定員減少で留まっている
ことは、120 名という多すぎる感のある定員の中で、社会的な人材養成に貢献している
ともいえる。また、恒常的に著しく定員超過している学部はない。

１．６ 編入学者、退学者
＜退学者の状況と退学理由の把握状況＞
＜１．編入学者について＞
ここ数年の編入学者の人数推移を見ると、およそ 20 名から 40 名で推移している。
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編入学生は短大出身者が多数を占めるが、いずれも「専門教育」「資格取得」をその
主たる進学動機として持っている、意欲の高い学生である。小規模であることも考慮
し、編入生には、演習(ゼミ)への所属をできる限り優先的に行い、学習意欲に対応す
る方針を採っている。編入学生には、4 月に履修ガイダンスを集団方式によって行って
いる。また、よりスムーズに専門科目履修へ導入できるよう、入学に際して単位一括
認定（学科・専攻ごとに単位数を規定。52～60 単位）を中心とし、出身校での履修状
況を勘案しながらの個別認定を行っている。この認定に際しては、個別面談方式とし、
単に科目の読み替え作業だけでなく、実質として学力・運用力が身についているかを
複数教員が確認し、履修指導も含めてのガイダンスを行っている。
編入学生数推移
2年
2005年度
2006年度
2007年度
2008年度

人間科学科
3年
合計
1
7
8
0
7
7
2
13
15
0
4
4

2年

人間福祉学科
3年
合計
0
6
6
1
11
12
9
6
15
3
8
11

2年

国際社会学科
総合計
3年
合計
4
5
9
23
2
5
7
26
0
7
7
37
0
9
9
24

また、上限緩和(1 年度は 12 単位まで)制度についても、十分に活用し着実な学習成
果を挙げている。また、熱心な学習態度、また社会人経験者ならではの発想は、一般
学生にとっても刺激となり、教育効果を生み出している。特に、編入生枠で受け入れ
を行っている専門演習活動においては、運営の中心・議論の活性化の原動力となって
いる。少数であるが、極端に学業が不振な編入生が見られる。これらの学生は、本人
の強い意志による進学というよりも、キャリアアップの手段として編入学制度を利用
した感が強い。編入学生は、短い期間のうちに、新しい環境に慣れつつ、高度の専門
的学問の探求を行わねばならず、その前提には学習態勢が十全に整っている必要があ
るが、この点については、入学選抜時点での見極めが難しい現状がある。なお 2008（平
成 20）年度より、編入生ガイダンスにおいて、学生相談室カウンセラーも参加し、連
携を開始していることは評価される。
編入生数の小規模安定の現状があるが、生涯学習・長期的な見通しでのキャリアア
ップといった社会趨勢の観点からすると、本学もますますその社会的要請にむけて一
層の努力をしていきたい。現在は、編入にあたって出身の短大から進路指導を受けた
短大生が多数を占めていることは前述のとおりである。しかし、生涯学習センターの
受講生の動向をみると、潜在的なニーズとして、女性がライフサイクルのおりおりに
専門的学習を求めることがあると思われる。センターとの連携、卒業生への情報提供
など、広報活動を充実させることで、実質的な門戸開放を目指したい。もっとも、教
育的観点からすると、現在の規模故に、丁寧な個別対応を実現できており、現状では
編入生の受け入れについては適切性を満たしているといえよう。また、編入生向けの
ガイダンスについては、集団・個別・連携と、引き続き多様化を図っている点も妥当
であると考えている。
また、学業不振の編入生に対しては、多面的な指導や援助を工夫する必要があるだ
ろう。
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＜２．退学者について＞
（１）退学者の推移
以下の表に示すように、退学率は 30～40 名（5～6％）の間で安定的に推移している。
2001(同 13)年度生から 2004(同 16)年度生の入学年度ごとの退学率を見ると、4.4%から
5.5%で推移し、この 4 年間に入学した学生の平均退学率は、5.1%である。4 年間の平均
退学率を学科別に見ると、人間科学科が 5.6%、人間福祉学科が 3.7%、国際社会学科が
6.9%であった。保育士、社会福祉士、精神保健福祉士等の国家資格取得を目指す学生
が在籍する人間福祉学科は、全体の平均を下回った。ほぼどの学年でもこの傾向は現
れており、資格取得を目指す高い目的意識とそれに見合う教育効果が学生に実感され
ていると思われ、これらが総じて、人間福祉学科の退学率を押し下げていることが推
測される。
退学率
人間科学
入学年度/退学年度

2008年度
2007年度
2006年度
2005年度
2004年度
2003年度
2002年度
2001年度
2000年度
1999年度
1998年度
合 計

入学者数 01年度 退学率 02年度 退学率 03年度 退学率 04年度 退学率 05年度 退学率 06年度

257
229
196
257
258
278
309
277
223
259
327

3
6
3
4
16

1.1%
2.7%
1.2%
1.2%

11
2
2
2
0
17

3.6%
0.7%
0.9%
0.8%
0.0%

9
7
2
1
1
0
20

3.2%
2.3%
0.7%
0.4%
0.4%
0.0%

7
2
2
1
0
0
1
13

2.7%
0.7%
0.6%
0.4%
0.0%
0.0%
0.3%

5
6
2
0
1
1
0
0
15

1.9%
2.3%
0.7%
0.0%
0.4%
0.4%
0.0%
0.0%

5
4
1
2
1
1
0
0
0
14

退学率 07年度 退学率 08年度 退学率

2.6%
1.6%
0.4%
0.7%
0.3%
0.4%
0.0%
0.0%
0.0%

8
3
2
3
0
0
0
0
0
0
16

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

3.5%
1.5%
0.8%
1.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0

合計

0
8
8
11
17
15
21
10
10
6
5
111

退学率

0.0%
3.5%
4.1%
4.3%
6.6%
5.4%
6.8%
3.6%
4.5%
2.3%
1.5%

人間福祉
入学年度/退学年度

2008年度
2007年度
2006年度
2005年度
2004年度
2003年度
2002年度
2001年度
2000年度
1999年度
1998年度
合 計

入学者数 01年度 退学率 02年度 退学率 03年度 退学率 04年度 退学率 05年度 退学率 06年度

88
102
121
131
125
129
137
126
115
123
116

1
1
2
0
4

0.8%
0.9%
1.6%
0.0%

0
3
2
0
1
6

0.0%
2.4%
1.7%
0.0%
0.9%

0
0
0
0
0
0
0

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

4
3
2
0
0
1
0
10

3.2%
2.3%
1.5%
0.0%
0.0%
0.8%
0.0%

3
0
2
2
1
0
0
0
8

2.3%
0.0%
1.6%
1.5%
0.8%
0.0%
0.0%
0.0%

3
1
0
0
1
0
0
0
0
5

退学率 07年度 退学率 08年度 退学率

2.5%
0.8%
0.0%
0.0%
0.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

1
3
1
0
0
0
0
0
0
0
5

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

1.0%
2.5%
0.8%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0

合計

0
1
6
5
4
5
5
5
3
3
1
38

退学率

0.0%
1.0%
5.0%
3.8%
3.2%
3.9%
3.6%
4.0%
2.6%
2.4%
0.9%

国際社会
入学年度/退学年度

2008年度
2007年度
2006年度
2005年度
2004年度
2003年度
2002年度
2001年度
2000年度
1999年度
1998年度
合 計

入学者数 01年度 退学率 02年度 退学率 03年度 退学率 04年度 退学率 05年度 退学率 06年度

250
249
192
224
230
282
269
401
320
331
381

11
5
2
0
18

2.7%
1.6%
0.6%
0.0%

4
6
8
0
0
18

1.5%
1.5%
2.5%
0.0%
0.0%

7
3
6
1
1
1
19

2.5%
1.1%
1.5%
0.3%
0.3%
0.3%

12
3
3
4
1
0
0
23

5.2%
1.1%
1.1%
1.0%
0.3%
0.0%
0.0%

6
5
2
2
2
1
0
0
18

2.7%
2.2%
0.7%
0.7%
0.5%
0.3%
0.0%
0.0%

4
1
4
3
3
0
0
0
0
15

退学率 07年度 退学率 08年度 退学率

2.1%
0.4%
1.7%
1.1%
1.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

5
1
3
0
1
0
0
1
0
0
11

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0
0

2.0%
0.5%
1.3%
0.0%
0.4%
0.0%
0.0%
0.3%
0.0%
0.0%
0

合計

0
5
5
10
21
16
15
29
17
3
1
122

退学率

0.0%
2.0%
2.6%
4.5%
9.1%
5.7%
5.6%
7.2%
5.3%
0.9%
0.3%

合 計
入学年度/退学年度

2008年度
2007年度
2006年度
2005年度
2004年度
2003年度
2002年度
2001年度
2000年度
1999年度
1998年度
合 計

入学者数 01年度 退学率 02年度 退学率 03年度 退学率 04年度 退学率 05年度 退学率 06年度

595
580
509
612
613
689
715
804
658
713
824

15
12
7
4
38

1.9%
1.8%
1.0%
0.5%

15
11
12
2
1
41

2.1%
1.4%
1.8%
0.3%
0.1%

16
10
8
2
2
1
39

2.3%
1.4%
1.0%
0.3%
0.3%
0.1%

23
8
7
5
1
1
1
46

3.8%
1.2%
1.0%
0.6%
0.2%
0.1%
0.1%

14
11
6
4
4
2
0
0
41

2.3%
1.8%
0.9%
0.6%
0.5%
0.3%
0.0%
0.0%

は、2000年度以前未集計のため、参考数字
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12
6
5
5
5
1
0
0
0
34

退学率 07年度 退学率 08年度 退学率

2.4%
1.0%
0.8%
0.7%
0.7%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%

14
7
6
3
1
0
0
1
0
0
32

2.4%
1.4%
1.0%
0.5%
0.1%
0.0%
0.0%
0.2%
0.0%
0.0%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

合計

0
14
19
26
34
30
36
43
29
12
7
250

退学率

0.0%
2.4%
3.7%
4.2%
5.5%
4.4%
5.2%
5.3%
4.4%
1.7%
0.8%

(２）退学に至るプロセス
学生が退学を申し出る際には、書類申請に先立ってアドバイザーの教員と十分に相
談して承認印を得ることを必須の手続きとしている。そこでの対応は、各アドバイザ
ーに任されているが、衝動的な決断を回避し、適切な助言・指導を受けることのでき
る機会となる。最終的に退学申請が行われた場合、担当アドバイザーは、教授会にて、
退学理由・退学に至る指導過程について報告・説明を行っている。教授会の承認後は、
学長・学部長・学科主任・学生部長・関係各部署に回覧し、全学的に周知徹底を図っ
ている。
退学理由は「進路変更」というきわめて形式的な表現となっているが、上記教授会
におけるアドバイザーからの個別情報によると、その背後には未解決な心理的問題の
存在があることがうかがえる。不本意入学であることの自覚を経て他学への転出にせ
よ、新しい適性の発見による退学にせよ、あるいは学業からひとまず離れて精神医学
的治療への専念にせよ、いずれも「本当の自分らしさ」を見つけたいと強く願い、そ
れゆえに心身の混乱に揺らぐ現代女子学生の姿が析出している。その意味では、退学
への決断にいたるまでの諸段階で、アドバイザーや各部署の学内スタッフにより、狭
義の「退学翻意を促す」教学指導だけではなく、広義の進路相談（転学・復学の方法
の提示、就職情報など）を含む個別サポートが可能となっていることは非常に重要な
意味を持つと考える。
退学とは、一義的には本学教育が当該学生にとってもはや意義を有しない、という
結論を意味するのであり、この点ではいうまでもなく今後も退学者が減じていくよう
大学内の教育内容、バックアップ体制を整えていくべきであろう。しかし、現状を、
「退学概数漸減を経たところでの安定状況」と分析するならば、前述したように、細
やかなアドバイザー制度が適切に機能しているとみなすことが可能となる。すなわち、
退学に至るプロセスというものが、当該学生にとって、あるべき自分の進路を見出す
ための必要な時間であったと了解する視点も必要である。換言すれば、退学を食いと
めるための対策を講じつつも、大衆化した大学における今日的教育の一環としてもと
らえること、そして、退学者を減らすという量的目標をめざすだけではなく、一人一
人のニーズに応じた指導と援助を提供するという方法論の充実をはかるとの発想転換
が必要であろう。
再入学制度の充実が、退学問題と連動すると思われる。現在の再入学数の推移は次
の表に示すとおりである。実務的には、既に退学した人々への周知となると困難がと
もなう一方で、本制度は、今後ますます重要な制度になってくるいえるだろう。まず
は退学時の指導実務的な準備を進めていくことを考えたい。

再入学者数推移

2005年度
2006年度
2007年度

人間科学科 人間福祉学科 国際社会学科 総合計
1
1
1
3
2
0
2
4
2
0
0
2
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表 － １

募 集 人 員
試 験 名

定 員

入 試

学 部 ・ 学 科 ・ 専 攻

人
間

公 募 制 推 薦

ス カ ラ シ ッ プ

一 般 入 試

特 別 入 試

一 般 入 試

大 学 入 試 セ ン タ ー

（ 後 期 ）

試 験 利 用 選 抜

人 間 文 化 専 攻
人 間 科 学 科

科

150

臨 床 心 理 ・ 社 会 心 理 専 攻

10

10

60

10

15

6

6

25

5

5

120

10

10

45

6

6

120

10

10

50

7

10

6

7

30

6

8

保 育 子 ど も 専 攻

70

学
部

人 間 福 祉 学 科

国
際

国 際 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 専 攻

社
国 際 社 会 学 科

会
学

社 会 シ ス テ ム 専 攻

80

部

表 － ２

入 試 日 程
試 験 名

出 願 期 間

試 験 日

合 格 発 表 日

公 募 制 推 薦 入 試

2008.10.7(火 ) ～ 10.17(金 )消 印 有 効

2008.10.26(日 )

2008.10.31(金 )

ス カ ラ シ ッ プ 特 別 入 試

2008.12.1(月 ) ～ 12.11(木 )消 印 有 効

2008.12.21(日 )

2008.12.26(金 )

一 般 入 試

2009.1.6(火 )～ 1.22(木 )消 印 有 効

2009.1.31( 土 )

2009.2.5(木 )

一 般 入 試 （ 後 期 ）

2009.2.2(月 )～ 2.13(金 )消 印 有 効
2.16の み 窓 口 受 付 9:00～ 14:00

2009.2.20( 金 )

2009.2.24( 火 )

大 学 入 試
セ ン タ ー 試 験 利 用 選 抜

2009.1.6(火 )～ 1.16(金 )消 印 有 効

大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験
2009.1.17( 土 )～ 18(日 )

2009.2.6(金 )

表 － ３
学 科 名

定 員 と 在 籍 者 数 （ 入 学 者 数 ／ 定 員 ）
年 度

2003

2004

2005

2006

2007

2008

154/150

185/150

75/70

72/70

102/120

88/120

144/120

145/120

105/80

105/80

37

24

580/540

595/540

人 間 文 化
社 会 心 理 ・

人 間 科 学 科

278/220

258/220

257/220

196/220

臨 床 心 理 専 攻
保 育 子 ど も 専 攻

人 間 福 祉 学 科

129/120

125/120

131/120

121/120
国 際 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ

国 際 社 会 学 科

282/220

230/200

224/200

192/200

ン 専 攻
社 会 シ ス テ ム 専 攻

全 編 入

合 計

25

27

23

689/540

613/540

612/540

26
509/540

２．大学院研究科における学生の受け入れ
＜１ 学生募集方法、入学者選抜方法＞
＜大学院研究科の学生募集の方法、入学者選抜の方法の適切性＞
本大学院では従来 2 回（春 5 月、秋 10 月）行っていた大学院入試説明・相談会を、
2006（平成 18）年度より年 3 回（5・7・10 月、いずれも土曜日の午後）に増やし、有
職入学希望者への配慮を行った。また、年 2 回同説明会に併せる形で授業見学週間を
行い、受験者への本学大学院への理解度を深めてもらう機会を設けている。さらに、
事務局宛に E メール等で受験者からの問い合わせがあった場合はその分野の教員から
連絡を取ることにしている。

人間科学研究科
人間科学研究科では、領域・コースによって異なるが、年 2 回の入学試験を実施し
ている。人間科学領域および幼児教育コースは 10 月入学に向けた 7 月入試（後期入試）
、
4 月入学に向けた 2 月入試（春季選抜）を、臨床心理学領域は、4 月入学に向けた 9 月
入試（秋季選抜）、2 月入試（春季選抜）を行っている。
入学者選抜方法は、一次試験（筆記）と二次試験（面接）があり、一次試験の合格
者に対して面接試験が行われる。尚、後期入試のみ受験者全員に対して面接を実施す
る。分野毎に 2 名の教員によって専門試験問題が作成される。また、人間科学領域な
らびに幼児教育コースの受験生全員には共通の小論文試験問題が課される。研究を進
めていく上で英語の能力がどの程度必要とされるかはその分野あるいは学生の研究テ
ーマによって異なり、また、英語力を必要要件とすることにより、長年英語にあまり
触れることがなかった社会人が不利を被ることがあるということから、宗教学分野、
臨床心理学領域を除いて、他の分野では必ずしも英語試験を行っていない。このよう
な入試選抜方式は主に社会人を対象とする大学院として適切であると考える。
なお、入試に関する改善をはかるために、2006（同 18）年度には小委員会を設け、
次のような改善・改革を実行した：1）入試問題作成のスケジュール、2）共通問題の
採点基準、3）一次試験（筆記）・二次試験（面接）の意義と位置づけ、4）面接担当
教員の選出・人数等についての一定のルール作り。

また、問題作成にあたり、分野

によって問題の難易度や分量に差が出過ぎないように、過去に出された問題のテーマ
と重複していないか、あるいは、英語と論文の内容が重複していないか等をチェック
する為に、4 名（研究科長、研究科主任、他 2 名）によって構成される「入試問題検討
委員会」が設置された。
一次試験は人間科学研究科の院生として、語学力・論理的思考力といった、受験生
の一般的基礎学力を問うことを目的とする。二次(面接)試験では受験生の研究計画書
に基づいて、研究目的・方法などについて詳しく問うことによって、希望する研究が
実現可能かどうか、それにふさわしい指導が可能かどうかを確認する。
博士後期課程の入試においては、受験者全員に対して一次試験と二次試験が実施され
る。一次試験では全ての分野において英語の試験問題が課される。なお、二次試験(面
接)では適切な能力を有する学生の選抜と定員枠を厳守する必要性から、また、合否判
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定に際して、5 名以上の面接担当教員のうち一人でも否とする判定意見があった場合
は、改めて合議することとなっている。面接担当教員は、その専門分野の教員(2 名ま
たは 3 名、臨床心理学の場合は 5 名)に加えて他分野からの教員を 2 名または 3 名当て
ている。

国際協力研究科
国際協力研究科では年 4 回の入学試験を実施している。10 月入学に向けた 7 月入試
（後期入試）、4 月入学に向けた入試に関しては、9 月（秋季選抜）、12 月（冬季選抜）、
2 月（春季選抜）の 3 回の入学試験の機会を設けている。
国際協力研究科の入試選抜方法は、Ａ方式は英語、小論文の筆記試験に面接、Ｂ方
式は英語試験免除に代わる一定レベルの英語検定試験（TOEFL または TOEIC）の点数が
求められ、小論文の筆記試験と面接が課せられる。C 方式は卒業論文の提出と面接、D
方式は研究計画に関する小論文の提出と面接の 4 種類の方式からなっている。C 方式と
D 方式は冬季選抜のみが対象になる。
このように、国際協力研究科では、研究科の特徴として概して受験生の英語能力が
高く、各種英語検定試験を受験済みで高いスコアを持っていることから、英語試験の
免除制度を導入する試験方式を積極的に導入している。このような入試選抜方式は国
際協力系の社会人大学院として適切であると考える。

＜２ 学内推薦制度＞
＜成績優秀者に対する学内推薦制度を採用している大学院研究科における、そ
うした措置の適切性＞
人間科学研究科
本大学院人間科学研究科には、該当しない。

国際協力研究科
本大学院では学内推薦制度は現在有していないが、今後の入試制度においては再考
すべき制度として思案中である。

＜３ 門戸開放＞
＜他大学・大学院の学生に対する「門戸開放」の状況＞
本学大学院両研究科共に、社会人再教育の場として設置されたために、入学者のバ
ックグランド（専門分野・経歴など）は多様であり、それに応じた形で出身大学、及
び出身学部も異なっている。また、入学する目的も、研究者を目指す者、仕事を続け
るうえで必要な専門知識を求める者、あるいは、ボランティアや地域社会で活躍する
ために専門知識と共に教養を高めようとする者など様々である。このように異なった
人々が一緒に学び、それぞれが持つ知識・経験・問題意識を共有する研究科であるこ
とが大きな特長である。大学院の学生に対する「門戸開放」の方針は、本大学院設立
趣旨から言って当然であり、今後とも広く開かれた大学院として位置づけられるもの
と考える。
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＜５ 社会人の受け入れ＞
＜大学院研究科における社会人学生の受け入れ状況＞
人間科学研究科
本大学院の設立趣旨から社会人の再教育の場として、下表のように入学者の圧倒的
多数は社会人学生である。ただし、領域によって状況は多少異なる。人間科学領域及
び幼児教育コースにおいては、社会人学生の割合が高く、臨床心理学領域の場合は、
必ずしもそうではなかったが、2007（同 19）年度及び 2008（同 20）年度においては約
半数が社会人学生となっている。ただし、臨床心理学領域は，臨床心理士資格認定協
会が指定した実習科目中心となっているため、有職状態を維持することは難しい現状
がある。
修士課程
4 月入試

10 月入試

年度

入学者数

社会人

入学者数

社会人

2004

26

8

3

3

2005

26

12

2

2

2006

30

7

1

1

2007

29

17

7

7

2008

29

16





博士後期課程
年度

入学者数

社会人

2004

6

3

2005

4

3

2006

5

4

2007

3

3

2008

1

0
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国際協力研究科
本大学院の設立趣旨から社会人の再教育の場として、下表のとおり入学者の圧倒的
多数は社会人学生であり、社会人学生の割合が高い大学院として位置づけられる。
4 月入試

10 月入試

年度

入学者数

社会人

入学者数

社会人

2004

8

5

2

2

2005

10

4

2

2

2006

7

3

2

1

2007

8

3

0

0

2008

11

8





＜６ 定員管理＞
＜６－１ 大学院研究科における収容定員に対する在籍学生の比率および学生
確保のための措置の適切性＞
人間科学研究科
人間科学研究科（修士課程）における年度別の入学者数／定員数は下表のとおりで
ある。
年度

入学者数

定員数

2004

29

37

2005

28

37

2006

31

37

2007

36

37

2008

29

37

*2008(同 20)年度 10 月入学者は除く

充足率は 70%を超え、それほど低くはないように見えるが、定員充足率 100%の臨床
心理学領域を除くと、50%台の年度が多い。
2006（同 18）年度より従来の年 2 回の入試説明会・相談会を 3 回に増やし、授業見
学週間を導入したが、教育内容の充実とともに今後広報活動に重点を置く必要性があ
ると思われる。
また、「博士課程の収容定員に対する在籍学生数比率が高いので，改善が望まれる」
という助言を受け、2005（同 17）年度は定員に限りなく近づけ 4 名とし、2006(同 18)
年は 5 名、2007(同 19)年には 3 名、2008(同 20)年は 1 名とした。対策のひとつとして、
入試選抜方法について改善を行った。「入学者選抜方法」の箇所に述べたように、 博
士後期課程の入試においては、受験者全員に対して一次試験と二次試験が実施される。
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一次試験全ての分野において英語の試験問題が課される。なお、定員枠を守る必要性
を認識した結果、2006(同 18)年にあらたに入試に関する申し合わせ事項を設け、二次
（面接）試験には最低 5 名の教員が関わること、合否判定に際し、5 名の面接担当教員
のうち一人でも否とする判定意見があった場合、改めて合議することとなった。また、
面接担当教員の中にはその専門分野の教員(2 または 3 名、臨床心理学の場合は 5 名)
に加えて他分野からの教員を 2 または 3 名当てている。2004（同 16）年度の入学者が
6 名、2005(同 17)年に 4 名、2006(同 18)年に 5 名、2007(同 19)年に 3 名、2008(同 20)
年に１名、その年度の受験者数により異なるものの、できる限り定員を守っている。
2008(同 20)年 4 月現在の在籍者数は１年：1 名、2 年：3 名、3 年：11 名、計：15
名となっている。3 年生の 11 名の内オーバードクターが 6 名いる。この点については、
博士課程在籍の学生殆どがフルタイムで勤務しながら研究をしているため、3 年間で博
士論文を完成させることが困難である。この問題を克服することは難しいが、まず、
論文指導の充実等最大努力することにしている。さらに、対策の一つとしては、現時
点では修士課程のみ適用されている長期履修学生制度を博士課程の学生も利用できる
ようにすることを検討することだと考える。
なお、臨床心理学領域からは、未だ博士号取得者が出ていないが、これはこの領域
が「高度専門職業人の育成」を主目的としているためと考えられる。

国際協力研究科
国際協力研究科（修士課程）における年度別入学者数／定員数は下表のとおりであ
る。
年度

入学者数

定員数

2004

10

25

2005

12

25

2006

9

25

2007

8

25

2008

11

25

*2008(同 20)年度 10 月入学者は除く

定員 25 名に対する合格者数では 15 名を超えない状況が続き、定員の 36％～60％の
充足率であり、入学者数では 10 名前後の 32％～48％、5 年間の平均で 40％の定員充足
率という厳しい数字になっている。
記述した通り、2006(同 18)年度より従来の年 2 回の入試説明会・相談会を 3 回に増
やし、授業見学週間を導入し、また国際協力研究科では、年 4 回の入試選抜と柔軟な
入試選抜方法を採用している。この点から、さらなる学生確保の検討と工夫、さらに
は定員の見直しを考えざるを得ないと考える。しかしながら現時点での定員充足率に
鑑みて学生確保のための措置の適切性には欠けていると言わざるを得ない。したがっ
て、今後は広報活動の充実とともに、以下 31）に述べるような対応策に期待している。
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＜６－２ 著しい欠員ないし定員超過が恒常的に生じている大学院研究科にお
ける対応策とその有効性＞
人間科学研究科
上述のように、人間科学研究科では、臨床心理学領域を除くと、定員充足率は、2004
（平成 16）年度 58％、2005（同 17）年度 53％、2006（同 18）年度 68％、2007（同 19）
年度 95％、2008（同 20）年度 58％となっており、年度や領域により変動が見られてい
る。こうした対策として、入試説明会・相談会の回数や入学試験回数の増大、授業見
学週間の導入などを進めている。

国際協力研究科
国際協力研究科は、2005(同 17)年度から 2008(同 20)年前期までの合格者数及び入学
者数は、定員 25 名に対して、合格者数が 36％～60％の充足率、入学者数の充足率では
平均 40％という恒常的な欠員状況下にある。このような厳しい状況下にあって、上述
したように入試説明会・相談会の回数や入学試験回数の増大、授業見学週間や柔軟な
入学試験選抜方式の導入を進めてきた。しかし残念ながら、これらの努力に対する大
きな成果が得られていない状況下にある。
そこで、国際協力研究科では、従来の教育課程の見直しに着手し、2009(同 21)年度
入学生からは本学国際社会学部との連携をいっそう深めたリベラル・アーツに基づく
国際社会領域と、国際協力で活躍を希望する学生を対象にした国際協力領域の二つの
専攻領域に分けた。国際社会領域は、研究職系履修プログラムとキャリア・アップ系
履修プログラムに、国際協力領域は、国際機関系履修プログラムと NGO 系履修プログ
ラムの 4 プログラムを設定し、入学者の進路を意識した教育課程に改編した。つまり、
学生はより自らの大学院希望理由に則した形で、入学後の履修プログラムを選択する
ことが可能になった。
また、2009(同 21)年度カリキュラムでは、国際協力に必要な海外フィールド調査や
国際協力組織などでのインターン制度の導入、さらに入学後 1 年後期からの修士論文
指導のための演習科目を設置し、2 年間での修士号取得を容易にさせる支援体制を整備
した。
これらの教育課程の再編を告知することを通じて、2008(同 20)年度 4 月入学では 11
名の入学者を迎えた。今後、後期志願者数や入学者数の動向をみて、人間科学研究科
との連携、定員の見直しなども含めた国際協力研究科の改革・改編を行いたいと考え
ている。

 104 

第６章 学生生活
【到達目標】
〇 学生が学業に安心して専念できるように、十分な経済的支援ときめ細かな相
談・適応支援体制を構築する。
〇 学生がより充実した大学生活を送ることができるよう、学内外での活動のた
めの十分な環境と支援を用意する。
〇 個々の学生が自主独立した人間として大学を卒業し社会貢献できるよう指導
する。
〇 就職率の向上だけではなく、学生一人一人の個性や適性・能力等を具体的に
見極めて、満足度を一層高める。
〇 社会人大学院生のための環境を整備することに努める。
Ⅰ．学部生の学生生活
(学生への経済的支援）
＜奨学金その他学生への経済的支援を図るための措置の有効性、適切性＞
１．奨学金制度
昨今の社会情勢を鑑みると、景気の後退、リストラなど、誰でもが直接家計の困窮を招
くような状況下におかれる危険性をはらんでいる。
本学の在学生でも決して例外ではない。
東洋英和女学院大学における奨学金制度は、学業への意欲旺盛な学生に対して、経済的
理由により学業の継続が困難とされる場合に、可能な限りの経済的支援を行うことを目標
としている。
本学の奨学金制度は、
「学業成績が優秀な者および経済的な理由により学業の継続が困
難であると認められる学生に対して、学資金の一部を貸与または，給付することにより、
人材の育成に資すること」を目的としているが、予算上採用人数に一定の限界はある。
本学独自の東洋英和女学院大学奨学金の他には、
「日本学生支援機構」による奨学金が
あり、学生生活を経済的に支援している。
申請から受給に至る手続は奨学金毎に若干異なるが、概ね以下のとおりである。
奨学金毎に募集掲示を行う→説明会の開催→申請書類を事務局（学生支援課）にて学生
から受け取る→事務局は書類を整備し、選考資料を作成する→学生委員会委員による面接
を実施する→学生委員会で選考資料、面接結果により審議する→学長が決裁する→学生に
採否通知を送付する→奨学金の振込
奨学金の採否については、経済的困窮度および学業成績を主な選考基準とし、学部・学
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科から選出された学生委員による個人面接も行い、決定している。
今年度の「東洋英和女学院大学奨学金」
「日本学生支援機構奨学金」の奨学生は、合わ
せて約 400 名弱で、全学生の約 16％が、いずれかの奨学金を受けていることになる。
〇東洋英和女学院大学奨学生：約 30 名
〇日本学生支援機構奨学生： 約 350 名
①東洋英和女学院大学奨学金
本学独自の奨学金制度（無利子貸与）である。この奨学金を受給するためには、必ず連
帯保証人と保証人を立てる必要がある。
〈貸与年額〉
学費等納付金年額相当。ただし入学金を除く。
（104 万円）
〈貸与方法〉
年に 2 回、4 月と 10 月（学費の引き落し前）に半年分が指定ロ座へ振り込まれる。ただ
し初回は 7 月の振込みとなる。
〈貸与期間＞
1 年間とし、毎年の継続手続きにより、卒業まで貸与される。ただし休学、成績不振、
留年等の場合は貸与が停止される。
〈申請時期〉
定期採用は毎年 4 月で、欠員が出た場合は、4 月以降に願い出ることができる。
〈審査方法〉
奨学金の希望者は下記の 3 つの点を審査している。
a 成績（1 年生は高校の調査書、2 年生以上は前年度の成績）
b 経済困窮状態※（主に家計を支えている方の収入）
c 人物、勉学意欲（書類提出後、面接が課せられる）
※奨学金を借りるには、連帯保証人（原則父又は母）に加え、保証人（家族とは別生計
の親族）が必要であり、これらの審査のため、申請には指定された書類の提出が必要とさ
れる。
※経済困窮状態の判定は、日本学生支援機構の基準に準じている。
2007(平成 19)年度の奨学金の応募・採用状況は、全学年で 10 名の採用枠があり、採用
状況として、1 年生 7 名、2 年生以上は 3 名の採用となっている。
②日本学生支援機構奨学金
日本学生支援機構による奨学金の定期採用は毎年４月で、追加の募集がある場合は、別
途掲示により周知し募集を行う。
2007(同 19)年度の採用状況は、第一種が 28 名（1 年生：26 名、2 年生以上：2 名）
、第

106

二種は、44 名（1 年生：26 名、2 年生以上：18 名）となっている。
このほか、登録制を取っていない学外奨学金として、地方自治体や地方公共・民間団体
が募集している各種育英奨学金を取り扱っている。それぞれ給付・貸与、大学推薦（学内
選考を経て大学から推薦するもの）
・直接応募
（出願希望者が直接募集団体に応募するもの）
があり、出願資格や支給内容なども異なるが、各奨学金の趣旨に合った学生を選考・推薦
している。
本学学生への経済援助を総合的に評価すると、学生のニーズに概ね応えてきたといえる
が、下記の 5 項目について、今後検討し改善する必要がある。
①昨今の経済状況により、学生の家庭の収入が減少傾向にあり、奨学金へのニーズが
年々高まってきている。奨学金が「ないよりはあった方がよい」という次元ではなく、学
業継続のために必要不可欠であるという学生も少なくない。経済援助を本当に必要として
いる学生に対し、適切な奨学金が支給されるよう、大学としてなお一層の奨学金制度の充
実・改革に努めることが急務である。
②現在、学生の経済的困窮度を計る基準として、日本学生支援機構の基準に準拠した「所
得偏差値」を採用しているが、一部、学生の経済状況の実態に合っていると言い難い部分
がある。奨学金の採否結果が、実態に合ったものとなるよう、検討を加えていく必要があ
る。
③面接で得た情報の利用方法が明確でなく、現在申請書類の内容の確認程度に終始する
傾向があり、検討の必要がある。
④現在の学生委員による面接は、授業や研究活動の空き時間を使って、ボランティアで
行っているが、当該教員への負担が極めて大きいという問題があり、改善の必要がある。
⑤日本学生支援機構の延滞率が年々増加している。在学中の学生への指導を強化する必
要がある。
今後の方策として、上記の①については、どのような学生に奨学金が支給されるべきか、
学生委員会等により、時間をかけて検討することとする。また、奨学金の採否を決定する
際の基準となる「所得偏差値」について、本学学生の実態に合ったものとなるよう検討を
加える。
⑤の日本学生支援機構奨学金の返済遅延については、募集時や採用時のガイダンスで、
奨学金受給者の責任、
返還の義務について強く認識するよう学生に働きかける。
あわせて、
返還説明会欠席者に対しては、追加で数回返還説明会を実施し、必ず出席させ、返還の義
務・手続等について周知徹底する。
以上について、今後徹底しての対応を図ることとした。
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奨学金貸与者一覧

（２）かえで給費
かえで給費は、本学独自の奨学金制度である。スカラシップ生と留学生を除き、1･2 年
生を対象として、入学後の学業への意欲を引き出し、なおかつ、課外活動への積極的参加
と継続的活動を支援するために設置された、返還不要の給費である。かえで給費の存在に
より、サークルや部活動を行いながら学業に専念し、入学後学業と課外活動への意欲を鼓
舞することが可能である。
①採用者数は、毎年 3 年次生 15 名、4 年次生 15 名の、計 30 名を限度とする。②支給額
を、年額 24 万円とする。③給費期間は、3 年次の 1 年間とするが、原則として 4 年次も継
続できることとする。④審査方法は，書類審査と面接審査を課している。⑤採用条件とし
て、本学内の課外活動加入者を優遇することとしている。
2007(同 19)年度のかえで給費貸与者は 15 名であり、結果、継続して一層学業ならびに
課外活動に取り組む様子が見られている。概ね、かえで給費については、良好な現状と結
果をもたらしている。
今後ともかえで給費については継続とする。学生たちの学業への意欲増進の効果もさる
ことながら、課外活動への参加意欲を引き出す効果も大きい。今後の更なる充実を図るこ
ととする。

（３）家計急変者への対応
本学における家計急変者への対応として、東洋英和女学院大学緊急貸付金制度を設け、
家計急変により修学が困難になった学生に対し、可能な限りの経済的支援を行っている。
このような家計急変学生に対する経済的支援は、単に経済的援助にとどまらず、学業への
意欲旺盛な女子学生に対して、精神面での安定感をもたらし、充実した 4 年間の学生生活
を保障することを目指している。
この貸付金制度を利用できる条件として、
（1）本学の学生であること。
（2）保証人が失職、破産、倒産、病気又は死亡もしくは火災、風水害等の事由により家計
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が急変してから原則として 12 ヵ月以内で、学納金の支払いが困難になった者であること。
（3）勉学の意欲が顕著であると認められた者であること。
とし、貸付額については、貸与する年度の学納金総額を上限とし、貸付金は無利息として
いる。また、貸付期間は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの 1 年間としている。
学生支援課では、相談に訪れた学生に対し、状況に応じて、できる限りきめの細かい対
応をしており、本制度は概ね機能していると言える。
今後の方策として、本緊急貸付金制度について、各種会議等にて改めて周知するように
し、教員に対しても家計急変時には学生部が相談を受け付けている旨の情報が周知徹底さ
れるよう、情報宣伝に努めることとする。これによって、学生の経済的困窮時に速やかに
対応できる体制を整えることとする。
在籍学生数に
学内・学外

給付・貸与

支給対象

在籍学生

の別

の別

学生数（Ａ）

総数（Ｂ）

奨学金の名称

1 件当たり
支給総額

対する比率

支給額
（Ｃ）

Ａ／Ｂ*100

Ｃ／Ａ

東洋英和女学院
学内

貸与

28

2,339

1.2

29,120,000

1,040,000

学外

貸与

349

2,339

14.9

286,812,000

821,810

学内

給付

30

2,339

1.3

7,200,000

240,000

学内

給付

21

2,339

0.9

20,760,000

988,571

学内

給付

12

2,339

0.5

1,950,000

162,500

学内

給付

5

2,339

0.2

1,900,000

380,000

大学奨学金
日本学生支援機
構奨学金
東洋英和女学院
大学
かえで給費奨学
金
スカラシップ生
東洋英和女学院
大学
留学奨励奨学金
東洋英和女学院
大学
受入交換留学生
奨学金

奨学金等貸与・給付状況一覧

（４）授業料の特別分納・延納
家計支持者の失職や、不幸にも亡くなった場合、または災害などにより家計が急変し、
学業を継続することが極めて困難になったこと等により、定められた期限までに学費が納
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入できない場合、所定の手続きの上、納入期限延長または分納の特別の救済措置を講じて
いる。2007(同 19)年度は、51 件の分納・延納の申請を受付け、決済が降りている。内訳と
して、同一学生が、前期・後期とわけて申請しているものが、17 件となっている。
分延納相談が増加する傾向にある一方で、相談に来ないまま授業料の納入を遅らせ督促
を受けてようやく支払う学生もおり、今後の課題とされる。
以上のように、現状では本特別措置は有効に利用されていると判断される。しかしなが
ら、個々の事情はさまざまであり、単に「学生の当然の権利」として制度化されているも
のではなく、学生部長が個別にその適否を判断した上で可否を認めていくことが必要とさ
れる。また、学生支援課で相談に応じてくれることを知らずに、退学する学生もおり、こ
の措置についての学生への周知は難しい問題である。
このように、真に困窮している学生を救済し、なおかつ、できるだけ延納者の発生を防
ぐためにも、
本制度を利用できる具体的条件の設定と周知方法について検討が必要である。
今後、本制度を利用できる具体的条件を明確化・設定すると共に、出願を認めた学生に
ついての延納期限は、一定の期日とするべく検討する。

（学生の研究活動への支援）
＜学生生活への適応支援＞
入学から卒業までの 4 年間では、進級のみならず様々なステージが存在する。特に、新
入生に対するオリエンテーションガイダンスは、履修指導などの学業に関する指導だけで
はなく、4 年後の自分を見通しながらの大学生活の概略的設計図を描くことを目的として
いる。大学は、新入生に対して精選された必要な情報を伝達・提供し、安心感を持って大
学生活に溶け込むことができるようプログラムを作成・実施することが肝要である。
このことは、進級や履修指導、また、いくつかの資格取得にかかわるガイダンスにおい
ても同様の情報提供の重要性を認めることができる。
本学では入学式から授業開始までの間、オリエンテーション週間と称して、全学的な規
模で新入生受入れに伴う下記の各種プログラムを実施している。これらのプログラムは、
新入生が本学での学生生活の意義や目的を正しく理解し、新しい環境に出来るだけ早く適
応できるように支援することを目的としている。
①オリエンテーションガイダンス
本学での学生生活に必要な基本的な知識や情報を提供するため、学科ごとにガイダンス
を実施している。あわせて、キャリア就職課による「キャリアデザイン講座」を実施し，4
年後の卒業時を見据えての就職支援を開始している。このほか、保育士資格や幼稚園教諭
資格、社会福祉士国家受験資格などの資格取得に関する資格ガイダンスを行ない、就職支
援と併せての構造的ガイダンスとなっている。また、2 冊のガイドブック「キャンパス・
ガイド」と「英和生ガイドブック」を作成し、新入生全員に配布し、学生生活を始めるに
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当たっての最低限必要な学内情報を提供している。
②その他の新入生のためのガイダンス
学生支援課が主催する学科別の「履修オリエンテーション」のほか、学生部オリエンテ
ーションとして、健康相談室、学生相談室主催のガイダンスを実施するとともに、資格ガ
イダンス、図書館オリエンテーションなど、新入生が本学での学生生活に出来るだけ早く
なじむようにきめ細かな支援を行っている。併せて、学生の自治組織である清楓会、サー
クル組織の上位組織としての部長会など、上級生による新入生へのガイダンスも行なわれ
ている。
特に 2008(同 20)年度においては、
「女子大生と健康」をテーマとして、現職の産婦人科
の医師に講演を依頼し、女子大学としての特徴と女性特有の危機管理への対応について周
知・理解を促すこととした。
③オリエンテーション合宿
ゴールデンウィークが過ぎ、新入生が学園生活に徐々に慣れてきた５月中下旬において、
新入生を対象として、
学部別に1泊 2日の日程でオリエンテーション合宿を行なっている。
本学では建学以来、
「敬神奉仕」の精神の下、学生たちが心をひとつにして共同体とし
てのまとまりを大切にしてきた。このキャンプは新入生が 1 日も早く大学生活に慣れ、本
学への帰属意識を持つことができるよう、アドバイザーの教員やグループリーダーと称す
る上級生と起居を共にし、互いの親睦を深めることを目的として建学以来行なわれている
重要な行事である。合宿では、まず学長による「大学生活と自立」をテーマとした講演を
もとに、各フレッシュマン・セミナー（1 年次のゼミクラス）ごとに討論を行なっている。
オリエンテーション週間での履修ガイダンスなどは、概ね良好な日程となっている。情
報量として過不足ない範囲にとどまっており、特に新入生の混乱を招く事態は起こってい
ない。しかし、上位学年では、資格取得のためのガイダンスなどにおいて、登録手続きな
どの説明でかなり煩雑な面もあり、今後の課題といえよう。
次に、オリエンテーション合宿については、例年 5 月中下旬に実施しているが、ゴール
デンウィークが過ぎての実施であり、友人関係などがほぼ決まってきていることから、入
学直後のオリエンテーション週間内に実施する案も出されている。しかし、合宿実施後の
新入生のアンケートからは、
いわゆる五月病の時期に新たな刺激を得る機会として、
また、
普段のフレッシュマン・セミナーで会話の機会の少ない友人との交流の機会が持てること
などのメリットをあげており、実施の時期については今後の検討課題といえる。また、学
長の講話を基盤としての分科会に分かれてのディスカッションは学生たちに討論の機会を
提供するだけではなく、それぞれの大学生としての成長についてあらためて考える機会を
も提供している。このほか、教員と学生間の親睦も重要な意義をもっている。
今後の改善策として、オリエンテーション合宿の時期と内容については、2009(同 21)
年度までは現行方式で実施することとなったが、合宿の実施場所によっては、2 学部の新
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入生全員が 1 泊 2 日で参加することが可能なこともあり、今後実施時期とあわせての検討
を進めている段階である。
しかしながら、2009(同 21)年度以降については、オリエンテーション合宿のみならず、
オリエンテーション週間の期間・内容等を総合的に再検討し、見直しを図らなければなら
ないと考える。また、改めて今日の学生を取り巻く状況を正確に把握し、各適応支援プロ
グラムについての目的、内容、実施体制等に関する抜本的な見直しを行い、現代にマッチ
したプログラムにする必要があると考える。

（生活相談等）
＜学生の心身の健康保持・増進および安全・衛生への配慮の適切性＞
大学生活の主要な柱は、教室における授業、ゼミ、さまざまな実習など学習研究の側面
であるが、キャンパス内において学生はそれだけにとどまらず、これら「正課」と言われ
る活動を離れたところで、多くの人と出会い、語り合い、交わり、刺激を受けて、さまざ
まな形で学生生活を送っている。このように多様な学生生活を送る中で学生は不安や悩み
を持ち、中にはトラブルに巻き込まれる者もいる。本学では、学生のいろいろな問題や悩
みの相談を受けるために、下記の制度・機関を設けている。
（１）アドバイザー制
本学では、それぞれの学部学科のゼミ単位で専任教員によるアドバイザー（クラス担当）
がおかれている。1 年次についてはフレッシュマン・セミナー、
2 年次については基礎演習、
3・4 年次については演習の担当教員がそれぞれアドバイザーとなっている。ゼミに所属の
学生たちは、勉学や履修に関する事項、進路・就職に関する事項、奨学金などの経済的な
問題、学生生活上のさまざまな問題について、アドバイザーに相談し指導・助言が得られ
る体制を整えている。授業時以外にも、各教員はオフィスアワーを設定し、研究室におい
て相談可能な時間を設置している。
専任教員が任にあたっているが、相談内容、件数等その実態は把握されていない。この
制度が機能しているかどうかについての精査が必要とされる。また、学生への支援・相談
の質と内容が個々のアドバイザーで大きく異なる点も指摘されており、この結果、不登校
状態の学生への支援がゼミによって異なるなどの状況が観察されている。
（２）学生相談室
学生相談室には、嘱託の専門相談員（臨床心理士）2 名と事務職員 1 名が配属されてい
る。
学生相談室は、学生生活において出会う様々な問題を専門のカウンセラーと話し合い、
相談できるところである。相談内容は、学業、人間関係、性格、将来の進路や職業、心身
の健康など、学生生活全般にわたっている。ここ数年は、学生の問題についての保護者や
教職員からの相談も増加している。
また、前述の新入生対象のオリエンテーション合宿では、パンフレットを全員に配布し、
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相談室に対する親近感の向上と周知を図っている。
（３）健康相談室
健康相談室が行うべき業務は、学生の心身の健康状態の把握と健康教育及び学院内の環
境整備である。具体的な業務としては、毎年 4 月に健康診断を実施し、有所見の学生に対
しては結果の説明や医療機関への紹介などを行っている。また、さまざまな健康上の問題
に対しては、毎月定期的に心療内科医(校医)の健康相談や専門医による婦人科健康相談を
実施している。
また、健康診断時に低体重の学生や精神科医の支援が必要と思われる学生に呼びかけ相
談の機会をつくり治療を勧めている。年々増加傾向にある健康相談であるが、予約制をと
らず、いつでも来室する学生に応じられる様にしている。
その他、学外での教育実習・社会福祉実習・保育実習などに参加する学生には、実習担
当教員や総合実習センターと連携して実習時期に合わせて健康診断証明書を発行するとと
もに、必要な細菌検査の手続きの確認を行っている。特に 2007(同 19)年度においては、全
国的な麻疹の流行にあたり、本学でも実習参加予定の学生の抗体価検査、ならびに予防接
種についての周知徹底を図った。あわせてこのような保育や福祉の学外の実習に参加する
学生には、実習時期に合わせて感染症に対する予防や自身の健康管理についての対策を講
じている。
最近の健康相談室の利用内容は、応急処置に関することよりも、さまざまな分野にわた
る相談が増えている。中でもメンタルなケースは特に多い。家族に関わる大きな問題など
複雑かつ深刻で時間を必要とすることが多い。学生相談室（カウンセラー）をはじめ、全
学規模で連携をとるような協力体制が必要と思われる。
（４）学生支援課
事務組織としては、学生生活を一元的にサポートする学生支援課が担当している。学生
支援課は、2007(同 19)年 4 月、学生の大学生活の支援を最大の使命として、学生課と教務
課を統合して組織された。従来、大学事務は、教務事務と学生生活事務を別個の組織で運
営してきた。
大学生活は学習時間と課外活動の時間に費やされるが、
共通の部分も存在し、
また学習時間と課外活動時間が重なり、思い通りの時間を創出できないで困惑することも
少なくない。事務窓口も分かれていたため、学生は二度手間を強いられたりもしていた。
こうした不便さを解消するため、学生支援課を立ち上げ、利便性の向上と大学生活の充実
を果たすべく組織変更を断行した。すなわち、2007(同 19)年度より、学生がひとつの窓口
に来ればほとんどの学内の用件が解決するワンストップサービスを目指し、教務課と学生
課を統合し学生支援課とした。
現在は、履修成績処理業務、教職課程を始めとした資格に関する業務、授業に関する業
務、学籍管理、クラブを始めとした課外活動に関する業務、毎日の礼拝の準備などの宗教
行事、奨学金事務等、就職や留学を除くほとんどの学生に関する業務を行っているため、
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そのほとんどに関して、学生からの相談に応じている。
学生からは様々な相談が持ちかけられるが、全ての相談で次第に相談内容が稚拙化する
傾向が見受けられる。そのため、事前の指導などもより細かく丁寧に行う必要がある。ま
た、相談内容があまりに多岐にわたるため、また、一人の職員が全てについて完全に把握
しているわけではないため、誰でもより多くの相談に対応できるよう課内で研修していく
必要がある。現在の学生支援を行う教職員の資質向上（FD、SD など）について、学内外の
研修会、講演を中心に教職員を派遣し、学生支援に関する研修等を受講している。今後も、
自己点検・評価委員会をはじめ関連委員と総務課で効果的な FD・SD を研究し、教員・職員
を問わず、学生支援や大学運営に必要な研修等の受講機会をできるだけ多く確保し、教職
員の質的向上を図りたい。
このように、学生の様々な相談に適切な指導・助言をするためには、現代の学生の心理
状況や生活実態、社会情勢、学内事情等を熟知している必要がある。限られた人員の中で
研修等を積極的に実施し、
さまざまな相談にも対応できるような体制を築く必要があろう。

＜ハラスメント防止のための措置の適切性＞
本学では、2007(同 19)年 11 月 30 日に『東洋英和女学院大学倫理規範委員会規程』設け
た。
この規程をベースに、様々なハラスメントに対して柔軟な対応をしており、キャンパ
ス・ハラスメントに関する学生からの相談は、学生支援課（学部）と大学院事務室（大学
院）が窓口となっている。相談窓口では相談員を紹介し、相談日・相談場所を決め、相談
員との相談を円滑に行えるようサポートしている。
相談の結果、相談員に話を聴いてもらうことでおさまるケース、倫理規範委員会の斡旋
で相手方と話し合うケース、倫理規範委員会から相手方に注意してもらうケース、そして
申し立てを受けて倫理規範委員会が審議するケースがある。また、相談内容によっては、
全学生に注意喚起をする掲示を行い、教授会で教員向けに注意を促すよう報告している。
現在のところ、申し立て内容を調査する調査委員会と調査委員会が出した結論を審議す
る倫理規範委員会が同一組織になっている。調査委員会には調査についての熟練が必要で
あり、倫理規範委員会の委員以外に人員を養成する余裕が無いためである。現在まで不都
合は生じていないが、別組織にしていく必要があると考えられる。
キャンパス・ハラスメントに関連しては、相談員である職員、そして倫理規範委員会の
メンバーである教職員に対する研修がこれまでも行われてきたが、さらに徹底した研修を
行う必要がある。また相談窓口が学内にあるため、相談行為が学内の他者に知られる可能
性があり、相談者に重大な被害（二次被害）を発生させる恐れがある。さらには組織内相
談員・調査員・委員会にも多大な精神的な負担がかかることから、相談窓口や調査委員会
は、学外におくことがよりよい選択であると考えられる。
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以上のように、学生生活の支援については上記のさまざまな部署・組織で行っているが、
現状では一人ひとりの学生への支援について相互に連絡調整を取ることが困難である。ア
ドバイザーをはじめ、それぞれの部署の教職員が一人ひとりの学生についての情報の交換
と連絡、これにより適切かつ適時的な支援を行うことが急務とされよう。
また、本学では、学生の成績通知について保護者への送付周知を実施していない。これ
は、建学以来の伝統として、個々の学生の人格を認め、尊重していることに他ならない。
しかしながら、不登校や成績不良などにより、規程により除籍や退学となって初めて保護
者の知るところとなるケースも見受けられる。
多様化する学生の様々な相談案件に対応することは、学生の人間形成を促すものであり、
大学教育の一環として、前記各部署職員だけでなく本学全教職員にとっての基本的責務で
あると認識することが必要である。そのため、様々な角度から学生自らが問題解決の方法
を考えるために、必要な指導・助言をすることが可能となるように、
「総合学生支援プログ
ラム（仮称）
」の実現に向けて、関連部署が関わり具体的に作業を進めて行くことが急務で
ある。更に、人材確保ができた上で、より能動的に学生に働きかける相談活動を行ってい
きたいと考える。

(就職指導)
＜学生の進路選択に関わる指導の適切性＞
本学では、小規模校の特質を活かし、キャリア就職課において専任スタッフが学生一人
一人に対してきめ細かい指導・助言ができるように体制作りに努めている。就職希望の学
生に対しては、まず年間を通じて就職ガイダンスを延べ約 50 回開き、就職説明会・就職模
擬試験・適性検査などを実施している。内容については、毎年検討し、見直しを加えてい
る。またインターンシップの紹介にも努め、2007（平成 19）年度は約 50 名の学生を送り
出した。個別指導としては、平日学生の希望する日時に、専任スタッフが個別に進路相談
に応じ、双方が納得するまで話し合い、進路を決定する。また、学生全員の状況を常時把
握するため、特に 4 年生には夏休み前後からほぼ定期的に一人一人に連絡を絶やさないよ
うにしている。
現状に対する問題点は、専任スタッフの数が不足気味で、スタッフの過重負担の傾向が
続いており、改善が望まれる。

＜就職担当部署の活動の有効性＞
就職指導に対する学生のアンケートを実施しているが、概ね評価は高い。キャリア就職
課では、学生が自主的に来室して相談しやすい環境作りと学生に対するスタッフの配慮に
努めており、その結果、学生の側ではリピーターが多く、スタッフと学生との親密な関係
を保つことができている。
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現状に対する問題点は、まず、就職関係の講座の時限が、大部分 5 時限あるいは 6 時限
に設定されており、学生が帰宅できる時間が遅くなることにある（特に後期）
。また学生か
らは、キャリア就職課の部屋の配置の問題から、最初のうちは特に入りにくく、相談しに
くいという意見が寄せられている。学生が最初から利用しやすい環境を整備するため、部
屋のレイアウトの改装が望まれる。

＜就職統計データの整備と活用の状況＞
毎月開かれる就職委員会では、月ごとの学部・学科の就職状況、内定率を集計し、報告
がなされている。また業種別、職種別の統計データは毎年１回、文部科学省の『学校基本
調査』の提出データとして集計している。

就職指導に関する今後の課題
今後の課題として、無業者（進路の定まっていない学生。2007（平成 19）年度は 2 名）
や進路無報告者・不明者（2007（同 19）年度は 2 名）の数をできるだけ少なくしていくこ
とを目指している。そのためにも学生の進路状況をできるだけ正確に把握することが肝要
である。
また、将来予想される課題として、近年社会性の不十分な学生や精神的に未熟な学生が
増える傾向が見られ、こうした学生に対するケアやフォローアップがますます重要になる
と思われる。さらにまた、卒業生の転職や復職に関する相談も増えることが予想され、こ
うした問題にも対応できるようにしなければならない。そのためにも専任スタッフの一層
の充実が強く望まれる。

（課外活動）
＜学生の課外活動に対して大学として組織的に行っている指導、支援の有効性＞
（１）課外活動への援助
本学では、学生の自治組織としての清楓会執行部や 11 月の学園祭であるかえで祭の計
画立案実施を担うかえで祭実行委員会をはじめとして、
学生自治会3団体、
体育会 11団体、
文化会系 9 団体、同好会 18 団体（1 団体休止中）の活動が行われている。本学の課外活動
は、学生たちが受身の学生生活ではなく、学生が自主的に主体的に学生生活を送り、様々
な経験を通じて、社会性や人間性を培い、個々の目標を達成するための導入教育として位
置づけられている。
異性のいない女子大学の特性を生かし、自治会や実行委員会、クラブ団体の責任者を自
ら務め、組織の運営にあたることもできる。トップ以外でも、サブリーダー、会計責任者、
渉外責任者、企画責任者など、多くの貴重な経験をすることができる。活動計画、予算編
成、組織運営、組織の人間関係、大学内の他の団体との調整、外部団体との交渉、大学と
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の折衝、高額な資金管理、決算作成等、組織人としての行動スキルやリーダーシップ、協
調性、
交渉力等、
深い人間性と高い社会性を兼ね備えた人材を育成することが期待できる。
実際に課外活動加入率は高い。入学時からの自立した学生生活を促す教育や支援が身を
結んでいるものと考えられるが、学生の表彰制度と奨学金も効果があるものと思われる。
学生の表彰とは、1995(同 7)年に設けた学長賞である。これは、クラブ活動において優
秀な成果をあげた個人または団体およびボランティアや学生自治会、実行委員会などの課
外活動において優秀な成果をあげた個人または団体に授与している。2003(同 15)年からは、
先述のとおり、東洋英和女学院大学かえで給費奨学金を設けた。いずれも学生にとっては
大きな励みとなっており、課外活動を活発化させる要因になっている。また、大学の環境
と施設設備の充実によるところも大きいと考えられる。
本学の建学の精神である「敬神奉仕」は、神を愛し、人を愛する精神を備えた人間形成
を目指している。学習による学術的知識（知的能力）とともに道徳的能力を養うことであ
る。これは、課外活動の経験を通して、まず人に対して奉仕をし、人に役立つ活動をし、
人間的成長を実現するものである。学生による学生のための学生支援がその目標でもある。
例年、体育会系のサークルからの要望として、グラウンドの夜間照明設備の設置があげ
られているが、設置費用・維持管理経費の問題ばかりではなく、本学のような比較的最寄
り駅から離れたところにキャンパスがある場合、夜遅くまでの女子学生の練習時間の難し
さが考慮さなければならない。この結果、体育会系のサークルでは、始業前の早朝での練
習を行うなど、それぞれに努力している状況である。このように、グラウンドの夜間照明
設置については、今後の検討事項といえる。
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◎平成18年度全学年課外活動団体在籍者数ならびに在籍率
学年
学科

１年 ２年 ３年 ４年

計

学科別課外
活動団体在
籍率

学科別
在籍者
数

人間科学 計

91 149 124

58 422 43.2%

976

人間福祉 計

70 119 120

23 332 62.9%

528

44 354 38.4%

923

国際社会 計

116 124

70

計（延べ人数）

277 392 314 125 1108

課外活動団体在籍率

54.3% 63.6% 52.2% 17.9% 45.7%

全在籍者数

510 616

学年別課外活動参加状況

4年生
11%

1年生
25%

3年生
28%

602 699 2,427

◎ 最近５年間の１年生クラブ在籍率

年度
在籍者
クラブ在籍者数
クラブ在籍者率

平成14 平成15 平成16 平成17 平成18

227 216 244 293 234

2年生
36%

平均

247

31.7% 30.9% 40.5% 47.6% 45.9% 41.2%

１年生全在籍者数 715

699 602 616

510

628

2006(平成 18)年度全学年課外活動団体在籍者数と在籍率

（２）学生課外活動補助費
学生の課外活動に対する財政支援としては、年間学生一人当たり 3,000 円を支出し、清
楓会を通じ、学内公認団体を支援している。
年間学生一人当たり 3,000 円という金額についての評価はさまざまであるが、学生の課
外活動が本来学生自らの意思と興味関心をもとに行われる活動であることを考えると、年
間の活動に伴う交通費補助程度の学生支援として、ほぼ十分であると考えられる。
（３）東京女子大学とのスポーツ交流会
東京女子大学とのスポーツ交流会（通称「東女戦」
）は、本学と東京女子大学との間で
行われる課外活動団体（体育会）の対抗戦で、1 年ごとに互いの大学を会場として毎年 6
月中旬の土曜日に開催している。以前は、フェリス女学院大学との対抗戦であったが、諸
般の事情により、東京女子大学との交流試合が 2004(同 16)年度から始まり、2008(同 20)
年度で８回目を迎えた大学交流行事である。この交流行事は、両校の学生が互いに技術、
能力を競い合いかつ学生間のより一層の親交を深める貴重な機会となっている。本学では
遠征費や運営費の援助、施設面のサポート等の全面的支援を行っている。援助額は、本学
開催時において約 42 万円程度である。
このスポーツ交流会は、体育会系の課外活動団体にとっては楽しみな行事の一つとして
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根付いている。同じ女子大学の学生たちとして、東京女子大学の学生たちと交流を持つこ
とは，他大学の学生たちを知ることのみにとどまらず、自身が東洋英和女学院大学の学生
であることに誇りを持ち、あわせてアイデンティティを持つ機会として絶好の交流会であ
るといえよう。さらに、隔年で互いのキャンパスを会場としていることは、特に相互理解
を深める点において有効である。
課題として挙げられるのは、日程の確保である。相互に学事暦を見ながらの日程調整を
行っているが、課外活動団体によってはリーグ試合などとの関連で参加が難しい日程もあ
り、毎年調整に苦慮するところである。また、天候によっては屋外での競技試合が難しい
種目もあり、雨天代日の設定が困難なことから、雨天時の代替の活動の設定などの必要が
あろう。
（４）かえで祭（大学学園祭）の実施
本学では毎年 11 月初旬の 2 日間にわたり、かえで祭（大学祭）を行い、年々盛んにな
っている。この大学祭は、かえで祭実行委員会が企画するコンサート・講演会・後夜祭等
のイベントの他に、アドバイザークラス・ゼミクラス・クラブ・同好会その他有志団体等
が各々工夫を凝らした企画で参加している。
2007(同 19)年度は、11 月 2 日（金）
・3 日（土・祝）の 2 日間にわたり、
「blooming～華
咲く瞬間（トキ）～」をテーマに実施し、全入場者数が約 6000 名となった。
実行委員会では、準備に 1 年間をかけて臨んでいる。本学では、1 年生と 2 年生はゼミ
単位での参加を義務付けていることもあり、ゼミでの研究発表では、かえで祭の発表を目
指しての研究準備が必要とされ、また、研究成果を発表することにより大きな達成感を味
わうことができる。これは、サークルの研究発表も同様である。研究発表以外では、ゼミ
やサークル単位での出店や展示発表など、かえで祭での発表を通じて一年間の活動を振り
返ることが出来る機会である。
一方、3、4 年生ではゼミ単位での参加義務を課していないこともあり、当日の参加が減
少している。

＜資格取得を目的とする課外授業の開設状況とその有効性＞
文系女子学生にとって苦手である数学関係分野への対策として、キャリア就職課の主催
により、SPI（非言語）対策講座の授業を前期 14 回、後期 14 回開講し、現在約 120 名の学
生が受講している。

＜学生代表等と定期的に意見交換を行うシステムの確立状況＞
学生生活実態調査
学生委員会および学生支援課は、学生生活の現状、要望等を把握するため、2 年に一度
全学生対象に「学生生活意識調査」を実施してきた。これは、通学、アルバイト、奨学金、
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授業、課外活動、オリエンテーション合宿、学内施設、教職員等の項目について、ウェブ･
キャンパス上のアンケートに答えるものである。回答は学生委員会より各担当部署および
委員会等に送付し、対応の検討をしている。学生のニーズを的確に、よりきめ細かく把握
するため、2006(同 18)年度以降は，毎年「学生生活意識調査」を実施している。定期的な
学生に対しての生活実態調査は、学生のニーズを明らかにするばかりではなく、生の要望
を明らかにして、即時性の高い対応策を考える上で非常に有効な調査として位置づけるこ
とができる。
学生委員会では、2006(同 16)年 11 月 30 日～12 月 26 日に、インターネットで回答でき
る本学ウェブ･キャンパス上にて、全学生を対象にアンケートを実施した。今回の回答率は
23.5％であった。
アンケートの集計結果は、全学生が閲覧可能な本学学生部ホームページ上に掲載した。
集計結果を公表するとともに、質問の項目ごとに、関連する各委員会等において改善策を
検討し、
『2006 年度学生生活意識調査に対する改善策』としてまとめた。調査結果の作成
と改善策をまとめることにより、本学学生に対する様々なサービスの「現状の点検・評価」
（長所と問題点）
、「将来の改善・改革に向けた方策」を作成することになる。
2006(同 18)年度の調査結果によると、たとえば、
「総合的に見て、あなたは東洋英和女
学院大学の学生として満足していますか」に対して、5 段階評価で、
「満足している」158
人(27%)、「まあ満足している」 280 人(49%)と、概ね満足度の高い結果となっている。
しかしながら、改善を要する点として、主なものをあげると、①時間割について、②ス
クールバスの運行、③食堂の充実、などである。
時間割については、特に資格課程科目を中心として過密な時間割となっていること、6
時限の終了時刻が午後 7 時 40 分と遅いことなどが挙げられている。
スクールバスについて
は、現在夕方からのシャトルバスの運行を行なっているものの、朝の登校時のバスの運行
を望む声が最も多く、引き続き今後の課題とされる。食堂については、メニューの少なさ、
価格の高さについての指摘が多く、こちらも今後の改善を必要とされている。
学生意識調査は、学生たちの忌憚のない意見と要望が明らかになるため、大学の学生支
援を考えていく情報源として非常に重要な役割を担っているといえよう。したがって、隔
年の実施から毎年実施への転換は評価できるものである。
先に述べたとおり、23.5％という回答率は決して高いものではなく、一部の学生の意見･
要望が色濃く反映される結果であることも否めない。ウェブ上からの回答であることは、
問題意識を持っている学生たちの回答が多く、
学生全体の総意としての意見･要望を反映す
るものとは言いがたい側面も有している。このことから、今後、演習の時間を利用するな
ど、ゼミ単位でのアンケート入力などを徹底し、回答率を上げることにより学生の生活実
態をできる限り正確に把握し、あわせて、学生のニーズを明らかにする必要があろう。
また、実態調査の結果と要望を受けて、大学での改善策をまとめている。学生からの要
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望に対し、各部署において改善策を挙げ記載しているが、これらの改善策をどのように学
生に提示し、それぞれの改善策をいつから実施に移していくかについて周知する必要もあ
ろう。学生からの優先度の高い要望が明確に現れてくる実態調査であるだけに、これらの
要望に対して即時性の高い大学の対応が望まれるといえよう。
このような調査を毎年実施することにより、本学学生の現状や本学に対する最新のニー
ズを知り、常に対学生を第一に意識した大学づくりのための情報を学内諸委員会・諸部門
に提供できるものと考えている。
また、学生の要望を学長に直接届ける「オピニオン BOX」がある。学長は各担当部署お
よび委員会等に送付し、対応の検討を依頼し、対応策を要望した本人に伝えている。
このように定期的に幅広い学生ニーズを把握する「学生生活意識調査」と比較的緊急性
の高い学生ニーズを把握する「オピニオン BOX」を併用し、多様化している学生生活に機
動的に応え、学生支援の質を高めている。

Ⅱ．大学院生の学生生活
(学生への経済的支援）
＜奨学金その他学生への経済的支援を図るための措置の有効性、適切性＞
１．奨学金制度
大学院においては、日本学生支援機構奨学金が主体をなしているのが現状である。同奨
学金の定期採用を毎年 4 月及び 10 月の年 2 回募集を行っている。これは、大学院の場合、
年 2 回の入学者がある為、入学の時期により同奨学金に採用される機会が損なわれること
がないように配慮してのものである。
同奨学金の採用状況としては、2007(同 19)年度は、第一種（無利子）が 11 名、第二種(有
利子)は１名となっている。
また、入学内定者に対して早い段階で奨学金を受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為の予約採用の制度も実施している。具体的には、
2007 年度(同 19)年度は、秋季入試(9 月実施)に合格し翌年 4 月入学の内定者に対して
2007(同 19)年 10～11 月にかけて予約採用の募集を行い、その結果、2 名が採用された。
一方、日本学生支援機構の奨学金には、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。
2007(同 19)年度に貸与が終了した学生においては、修士課程 2 名、博士後期課程 1 名の
計 3 名の学生を推薦し、その結果、同機構から 3 名とも認定され、奨学金の全部もしくは
一部の返還が免除された。
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また、日本学生支援機構以外にも、民間団体の各種育英奨学金を取り扱っている。
大学院生向けの奨学金制度を評価すると、日本学生支援機構奨学金の採用について、
2006(同 18)・2007(同 19)年度において、貸与の資格を有する採用希望者全員が実際に採用
されているという点を評価すれば、現状では学生のニーズに十分応えているものといえる。
さらなる課題としては、民間団体の奨学金について情報収集を広く実施し、それらの情
報を学生に提供し、学生の選択肢を増やすことである。
【家計急変者への対応】
大学院においては、2007(同 19)年度に「緊急貸付金規程」を新たに制定し、2008(同
18)年度から緊急貸付金制度を創設した。
【教育訓練給付制度の導入】
本大学院が、主として社会人を対象として設立された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１つである。
2007(同 19)年 4 月 1 日から、｢教育訓練給付制度｣の対象講座として指定を受けた。この
ため、2007(同 19)年 4 月以降の入学生が、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在
職者)または一般被保険者だった(離職者)ことがあり、かつ、人間科学研究科人間科学専
攻人間科学領域／臨床心理学領域および国際協力研究科国際協力専攻（いずれも修士課
程）を修了した場合、本大学院に支払った入学金および授業料 1 年分の 20％(支給要件期
間 1 年以上で受給が可能)に相当する額がハローワークから支給される。
【長期履修学生制度の導入】
この制度は、職業等に従事しながら個人の事情に応じて柔軟に修士課程の標準就業年限
(2 年)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。
2007(同 19)年度後期以降の入学で長期履修学生として認められた場合は、2 年間(標準終
業年限)に支払うべき授業料総額を、あらかじめ認められた修業年限（最長 4 年）で除した
額が、それぞれの学期に支払う授業料になる。
【私費外国人留学生授業料減免】
学生生活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奨学費として返還する制度がある。

（学生の研究活動への支援）
＜学生生活への適応支援＞
人間科学研究科の臨床心理学領域では、
「臨床ロールシャッハ研究会」（臨床心理士資格
認定協会研修会）
、「ユング分析心理学研究会」
「箱庭・コラージュ療法研究会」
「遊戯療法
研究会」
「ボディワーク研究会」など、学生の自主的研究会活動が活発であり、一部の教員
も協力している。
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また社会人が大きな割合を占める両研究科において、大学院生のなかには、大学卒業後、
論文を書く経験があまりない場合もあり、2～3 年前に論文作成についての指導を求める声
が多数の学生からあがった。こうした要望に対応するため、2006(同 18)年度から両研究科
の学生を対象として、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｢論文・研究成果の作成についてのガイダンス｣を年に 2 回（前期・後
期に 1 回ずつ）実施している。毎回 50 名以上の学生が参加し、大変好評である。
さらに両研究科とも、個別の修士論文および研究成果の指導に関しては、上記のように
大学院生が社会人であることが多いことにより、また大学院担当教員が学部の授業・演習
を原則として受け持っていることから、個別の追加指導のための時間と場所を個々の院
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。
この修士論文および研究成果のすみやかな完成を奨励するために、両研究科とも、修士
号資格取得候補者全員に対して、中間発表を義務付けている。
また、大学院生と共同で学会発表を行う等、学生の研究活動の支援を積極的に行ってい
る教員もいる。さらに、六本木という地の利を得て、大学所属の死生学研究所や現代史研
究所、また生涯学習センターの公開講座やシンポジウム等が大学院棟で開催されることが
多く、これらを院生が聴講、受講するよう奨励している。実際、一部の大学院生はこれを
利用して、自らの研究活動への刺激としている。
しかし、両研究科にまたがる共同研究の試みや、大学院独自のシンポジウムの企画など、
いまだ実施されていないのが現状である。大学院全体の共同研究活動の活発化がひいては
個々の院生の研究活動の励みとなると考えられるため、これも今後の課題の一つである。
以上のほか、年に 2 回（前期・後期）大学院生と教職員との懇談会を開催している。ま
た、演習単位では、教員と学生との懇親会も開かれている。開催について大学から一部会
費の補助もあり教員と学生との重要な交流の機会になっている。

（生活相談等）
＜学生の心身の健康保持・増進および安全・衛生への配慮の適切性＞
大学院生の生活の主要な柱は、授業、教員による指導および自主研究である。社会人の
割合の高い本学大学院生がキャンパスで過ごす時間は限られているが、学生のいろいろな
問題や悩みの相談を受けるために、大学院事務室が対応している。また、健康上の問題が
生じた場合には、学院全体の健康を管理する「保健センター」が対応することもある。以
上のような体制で、問題ない現状であるが、状況に応じ、必要な措置を講じていきたい。

＜ハラスメント防止のための措置の適切性＞
【アカデミック／セクシャル・ハラスメント対策】
「学校法人東洋英和女学院セクシャル･ハラスメントの防止等に関する規程」が 2005(同

123

17)年 2 月に制定された後に作成された「キャンパス･ハラスメント‐相談ガイド‐」とい
うパンフレットを学生ならびに教員に配布した。さらに、NPO・アカデミック・ハラスメ
ントをなくすネットワークが作成した防止対策ガイドラインとその事例を示した資料を、
既に教員に配布し、注意を促した。今後、さらに問題意識を高めるために FD の実施を行
っていく必要がある。
【大学倫理規範委員会】
キャンパス･ハラスメントは一般的にキャンパスに起こりうるあらゆる形態のハラスメ
ント問題とキャンパスを構成する多様な構成員の人権全般にかかわる問題を指す。
セクシ
ャル・ハラスメントは広い意味での人権や人格に関わる嫌がらせを含む。
キャンパス・ハラスメントは個人の人格と自由を侵害し、被害者に大きな痛手を与える
もので、
いかなる場合でも許されるものではない。
この点を考慮し大学倫理規範委員会は、
学内諸機関から独立した組織として構成されている。
大学倫理規範委員会は、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
ことを目的に設置された。本学は、キャンパス・ハラスメントを防止する方策をとり、
明るく開かれた大学づくりへの積極的な取組を推進している。キャンパス・ハラスメン
トが起こらないように、そしてもし起こった時には正しく対処できるように考えている。
大学倫理規範委員会は、委員長、各学部から選出された教員及び事務部から選出され
た職員をもって構成し、原則として男性、女性とも同数となるよう配慮している。また、
学生・教職員からのキャンパス・ハラスメントにかかわる相談に対応するため、キャン
パス・ハラスメント相談窓口を置いている。なお、大学院生は大学院事務室が相談窓口
として対処するものとする。

(就職指導)
＜学生の進路選択に関わる指導の適切性＞
人間科学研究科の臨床科学領域では、医療・教育・福祉分野から、随時募集があり、
修了生や教員からの斡旋などもある。
大学院対象の求人募集などは、随時学内の掲示板に掲示される。また、就職に関して、
強く希望があれば学部のキャリア就職課と協調し、指導や相談を受けることができる。
国際協力研究科では、研究科修了生の就職先として国際機関や NGO、NPO などの団体
を目標として掲げている。しかしながら実際には、研究科修了直後、それらの領域にす
ぐに就職することは困難というのが現状である。研究科としては、この方面を目指す者
に対して、研究科に在籍中あるいは修了後、海外でのインターンや、海外への留学（修
士・博士課程）を奨励し、支援している。実際、修了生の中には、UNICEF によるタイで
のインターンシップを経験し、英国の大学院で再度修士号の取得を目指す者、またメキ
シコでさらに修士号・博士号を取得し、国際機関への転身を図ろうとしている者もいる。
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第７章 研究活動と研究環境
【到達目標】
○高い倫理観を保持し、学術研究活動に臨めるよう研究環境を整備する。
○外部からの研究費獲得など研究の活性化を図る。
○3 研究所の活動を活性化し、研究成果の発信に努める。
（研究活動）
＜論文等研究成果の発表状況＞
本学教員は各自それぞれ、著書・研究論文を執筆し公表しているが、その他、学術講演、
学会発表・シンポジウムなどでも活躍している。大学学部では、
「人文・社会科学論集」が
毎年刊行されている。本学大学院は社会人を主な対象とし、専門職業人の育成を目的とす
る。そのため、学生の研究活動の重要性が低くなる傾向があり、その活性化が課題となっ
ている。そこで 2005（平成 17）年度から『東洋英和 大学院紀要』を毎年刊行し、教員と
大学院生が研究成果を投稿できるようにした。また第 4 章で述べたように、社会人学生が
仕事と研究を両立させ、
修士論文だけではなく博士論文を完成させることができるように、
長期履修制度を博士課程にも設けることを検討したいと考えている。また国際協力研究科
では、とくに国際協力分野を専門とするスタッフが少ないことが、研究・教育活動上の問
題となっていた。これについては、2007（同 19）年度に専門教員１名、2008（同 20）年度
に専門教員１名を採用し、研究・教育の質の向上に努めている。
その他、死生学研究所では、2005(同 17)年度より『死生学年報』を刊行し始め、本年は
第 4 巻が刊行された。
教員の研究成果を出版するための出版助成も厳重な審査を経て、毎年両学部より各１名
ずつの教員に授与されており、教員の出版を奨励している。
最近、5 年間での本学教員の教員が執筆した論文の数は、以下のようになっており、全
学で毎年、平均約 7 編の論文が執筆されている。
各学科専任教員の刊行論文数（2003(平成 15)年 4 月～2008(平成 20)年 6 月）
専任教員数

刊行論文数(大学紀要論文含む)

人間科学部人 間 科 学 科

31

172(1 名平均 5.5)

人間科学部人 間 福 祉 学 科

16

78(1 名平均 4.9)

国際社会学部国際社会学科

28

243(1 名平均 8.7)

大 学 合 計

75

493(1 名平均 6.6)
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なお、本学大学院においては、特に死生学や臨床心理領域など、
「人」を対象とする研
究において、研究対象者のプライバシーの問題やインフォムド・コンセントの問題などに
対処するため、2007（同 19）年に「東洋英和女学院大学院研究倫理規程」を制定した。

（教育研究組織単位間の研究上の連携）
大学には、
「死生学研究所」
「現代史研究所」
「保育子ども研究所（通称子どもセンター）」
の 3 つの研究所が置かれており、
「死生学研究所」「保育子ども研究所」は主として人間科
学部所属の教員から構成され、
「現代史研究所」は国際社会学部所属の教員から構成されて
いる。
しかし研究所として、研究活動やさまざまな講演会などの活動を推進していく上で、
両学部の教員が協力し、学部横断的な研究組織として、2 学部の相互交流が行われている。
各研究所は、それぞれ共同研究を進めながら、学内だけでなく、外部に向けての講演会、
講習会なども行なっており、社会貢献、地域貢献も大いに果たしていると考えている。
死生学研究所は上述の通り、
『死生学年報』を刊行するとともに、毎年、20 回ほどの公
開連続講演会を行なってきている。2008(同 20)年度に行なわれている講演会は p.129 の表
の通りである。
現代史研究所も、共同研究を推進しつつ、連続公開講座も行なっており、今年度の実績
は p.130 の表の通りである。

（経常的な研究条件の整備）
＜個人研究、研究旅費の額の適切性＞
現在、専任教員の個人研究費は、文部科学省の規定どおり、一人当たり 38 万円とし、特
に大学院博士後期課程担当者には 45 万円、支給している（大学基礎データ表 29）
。
専任教員の研究旅費も、国内旅費については、全員一律に、7 万円を支給している。海
外研修費については、
応募方式で、
毎年 1-2 名に支給することができることになっている。
学内共同研究費も、毎年、1000 万円から 2000 万円支給されており（大学基礎データ表
31、32）
、外部の科学研究費も、2007(同 19)年度は約 1500 万円獲得しているが、数名の教
員が獲得できただけで、総数 75 名から見るとやや少ないというのが現在の状況である（大
学基礎データ表 33、34）
。
以上のような研究費では十分な研究を遂行することは困難であるため、各教員はさまざ
まな外部の研究者との共同研究に参加して、分担しながら研究を進めている。
このような状況を鑑み、
本学の研究費に関しては外部資金の導入が喫緊の課題といえる。
これを促進するために、来年度より研究費の応募、採択方式を大きく変更し、研究所を核
として、外部資金の導入のための努力を行なうことにしている。具体的には、各研究所の
運営経費は大学から支給されるが、各研究所の共同研究および公開講座などは、原則とし
て、すべて外部基金によって行なうよう努力するということとなった。
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大学の研究費が削減される中で、教員の研究活動を活性化するためには、文科省の科学
研究費や、諸財団の研究助成を少しでも多く獲得する事が急務である。
そのため、まず、学内研究費を文科省の科学研究費や財団の研究助成と連動することに
よって（獲得外部基金と同額を、学内研究費で助成するなど）教員ひとりひとりが、より
積極的に外部研究費に応募し、学内の研究費も効率的に運用されるよう配慮している。
なお、そのためには、研究基金についての情報収集、応募書類の作成等々、事務部の援
助が欠かせない。現在、本学にはそのような研究教育助成・支援のための専任の事務職員
が配置されていない。今後は、兼任職員または嘱託職員を配し、さらにできる限り早い機
会に専任職員を配して、こうした研究教育のための資金獲得の支援を行なっていく予定で
ある。

＜教員個室等の教員研究室の整備状況＞
専任教員はすべて、一人一室個人研究室を割り当てられており、その面積は、大学基礎
データ表 35 に示すとおり、約 20 ㎡であり、問題なく整備されている。

＜教員の研究時間を確保させる方途の適切性＞
現在、大学は、2007(同 19)年度改革に引き続き、2010(同 22)年度改革に取り組んでお
り、教員の研究時間が大きく制約される状況にある。しかし、大学における本務である研
究と教育が疎かになってはならない。そのため、役職者は重複しないように、また、教員
ごとの各種委員会の分担数をできるだけ減らし、
小数の教員で委員会を運営していくよう、
ここ 2－3 年、努力を続けている。このことで各教員の事務分掌の負担は若干軽減され、そ
の分、研究に当てることが出来たと考えている。
教員の授業時間は、教員の年齢に関係なく各学科で担当コマ数の上限を設定し、ほぼ均
等に配分されており適切といえる。学内会議のため、専任教員が共通に授業を持たない時
間を確保する必要があり、水曜日の午後は原則として、教授会や学科懇談会、各種委員会
等のための時間に充てている。教員数に対する委員会の数が多く、その結果、会議も多く
なり、水曜日の午後は完全に教育・研究のための時間から除外される場合が多い。

＜研究活動に必要な研修機会確保のための方策の適切性＞
東洋英和女学院大学では、サバティカル制度は行なわれていないが、それに代わるもの
として、長期海外研修（1 年）
、長期国内研修（1 年）
、および短期海外研修（3 ヶ月以内）
などを行なっている。毎年、各学部より 1-2 名の長期研修者が派遣されている。特に海外
研修については、長野資金という奨学制度により、100 万円が与えられる。長期国内研修
では実習費・研修費などが支給される。
その他、昨年まで、年に一回、
「全学院教職員研修会」を行ってきた。これは六本木キ
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ャンパスの幼稚園、小学校、中高部、および横浜キャンパスの大学の、両者の教職員が、
横浜キャンパスに集まり、時宜にあったテーマの講演を聴き、その後、親睦会を行い、両
キャンパスの教職員の交流を図るというものであった。
しかし、両キャンパスの全教職員が集まるのは、なかなか難しく、また、それでは年に
一回というようなペースになってしまうということで、本年より、横浜キャンパスと六本
木キャンパスとは、それぞれ別々に研修会を開くことになった。
そのため、大学は、年に 3 回、全教職員のために研修会を行うことに決定した。第一回
研修会を、本年 6 月、クリスチャンとしても著名なドイツ人科学者、ヴェルナー・ギット
博士による「学問･科学とキリスト信仰」と題する講演と討論を行った。
その他、現代史研究所は、横浜キャンパスにおいて、教職員・学生のために、年に数回
の講演会を開いており、死生学研究所は、六本木キャンパスにおいて、年に 10 回ほどの講
演会を行なっており、教職員はこれらに自由に参加することが出来る。これも重要な教職
員研修の機会となっている。

＜共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性＞
専任教員が活用可能な研究費については、個人研究費のほか下記の 2 つの規程に基づき
運用される助成金制度がある。
1）東洋英和女学院大学研究助成規則
共同研究について 300 万円（一年間の限度額 150 万円、研究期間の上限 3 年）
2）東洋英和女学院大学死生学研究所・現代史研究所研究助成規則
共同研究プロジェクトにつき、１年 80 万円、2 年間の研究期間で 160 万円を限度と
する。
実績については、大学基礎データ表 31 を参照されたい。

（競争的な研究環境創出のための措置）
＜科学研究費補助金及び研究助成財団などへの研究助成金の申請とその採択の
状況＞
文部科学省科学研究費及び研究助成財団などへの申請とその採択の状況については、大
学基礎データ表 33 および表 34 に示すとおりであり、現在、科学研究費以外の学外からの
研究費は導入されていない。
先にも述べたとおり、外部資金の獲得と導入が、今後最も大きな課題である。
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2008 年度

死生学研究所

日 程 (土曜日)
2008 年
4 月 26 日

5 月 31 日

6 月 14 日

7 月 19 日

10 月 11 日

11 月 1 日

12 月 20 日

2009 年
1 月 10 日

1 月 24 日

2 月 21 日

3月7日

公開・連続研究講座
発表者

所

属

題

目

14：30～
16：00

第1回
研究会

下坂 英

本学人間科学部教授

16：30～
18：00

第1回
連続講座

大林雅之

本学人間科学部教授 先端医療技術における生と死 ―語られるものと語られざるもの―

14：30～
16：00

第2回
研究会

16：30～
18：00
14：30～
16：00

近代スピリチュアリズムの起源をめぐって

与那覇恵子 本学国際社会学部教授

沖縄文学にみる死者と生者の関係

第2回
連続講座

中村生雄

学習院大学教授

“供養の文化”をめぐって

第3回
研究会

笠谷美穂

本学博士後期課程

メソポタミア神像の誕生と再生

16：30～
第3回
18：00 連続講座

渡辺和子

本学人間科学部教授 メソポタミアの供養・慰霊・治療

14：30～
16：00

第4回
連続講座

津城寛文

14：30～
16：00

第4回
研究会

真家年江

筑波大学教授／本学 現代の宗教・医療文化における＜スピリチュアル＞の整理
大学院非常勤講師
新潟大学歯学部非常勤講師／
がんと共に生きる －死と向かいあってわかったこと－
がん患者生活コーディネーター

16：30～
18：00

第5回
連続講座

久保田まり

本学人間科学部教授 自己を物語る能力 ―生涯発達心理学の視点よりー

14：30～
16：00

第5回
研究会

野口晴子

国立社会保障・人口問題研究
所社会保障基礎理論研究部
第二室長／本学非常勤講師

16：30～
18：00

第6回
連続講座

西 洋子

本学人間科学部教授 からだは語る ―身体表現による精神疾患へのアプローチ―

14：30～
16：00

第6回
研究会

ミリアム・ブラック 本学人間科学部准教授

One child's understanding: A description of Helen
Keller's first encounters with death （日本語訳あり）

16：30～
18：00

第7回
連続講座

古川のり子 本学国際社会学部教授

誕生と結婚と葬送の民俗

14：30～
16：00

第7回
研究会

山下久美

本学人間科学部専任講師 幼児の死生観 ―幼稚園での虫との関わりの研究から―

16：30～
18：00

第8回
連続講座

坪井龍太

本学人間科学部准教授 死の教育と公共性の視点

14：30～
16：00

第8回
研究会

小林能成

本学人間科学部准教授 心の科学・脳の科学からいのちについて考える

16：30～
18：00

第9回
連続講座

林

本学人間科学部教授 「宗教心」を測る

14：30～
16：00

第9回
研究会

吉岡良昌

本学人間科学部教授 Ｅ．Ｈ．エリクソンとスピリチュアリティ

16：30～
18：00

第 10 回
連続講座

三上 章

ソクラテスとイエスにとって死は何を意味したか？ ―プラ
本学国際社会学部准教授 トンのソクラテスと福音書記者ヨハネのイエスの場合―

16：30～
18：00

第 11 回
連続講座

山田和夫

本学人間科学部教授 小林秀雄の病跡と死生観

文

129

保育サービスの質とコスト

130

第８章 社会貢献
【到達目標】
○公開講座、生涯学習センターへの参加者を増やし、地域社会に開かれた大
学づくりをする。
○大学の人材、施設、設備を地域社会に開放し、交流を図る。

（社会への貢献）
＜社会との文化交流等を目的とした教育システムの充実度＞
本学の社会貢献は、
「生涯学習センター」
、「社会人大学院」、そして「東洋英和ここ
ろの相談室」を挙げることができる。これらを通して地域及び社会への貢献を目的と
した教育システムの充実を目指している。

＜公開講座の開設状況とこれへの市民の参加状況＞
本学においては、1998(平成 10)年に開設された「生涯学習センター」において一般
社会人を対象に、春学期、夏学期、冬学期と 3 学期制で、年間 200 近い講座を設けて
おり、大学基礎データ表 10 に示すとおり、年間のべ 2000 名近い受講生が熱心に受講
している。
講座は、大学のある横浜キャンパスと、社会人大学院のある六本木キャンパスの両
方で行われており、多くの社会人がそれぞれのキャンパスで学んでいる。
本年度の横浜キャンパスおよび六本木キャンパスで開講されている＜秋学期＞の講
座は p.134 の表の通りである。春学期、冬学期のほぼ同じ規模で開講される。
生涯学習センターは、地域住民への生涯学習の一つとしても定着し、リピーターの
学生も受講生も多く、効果を挙げていると考えている。
今後の課題としては、多様な学習ニーズに応じたテーマの設定、
講座内容の充実と、
新たな参加者獲得を目指した広報の一層の充実である。
その他、死生学研究所、現代史研究所、保育子ども研究所の各研究所が、共同研究
の成果を公表し、関連するトピックスについて学内外から講師を招き、公開講座を行
っていることは第 6 章で述べたとおりである。

＜教育研究の成果の社会への還元状況＞
本学の社会貢献は、冒頭に述べたとおり「生涯学習センター」「社会人大学院」
、そ
して「東洋英和こころの相談室」を挙げることができよう。
「生涯学習センター」については、公開講座の項で述べたとおりである。横浜キャ
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ンパス、六本木キャンパス、それぞれの近隣の地域住民、たとえば子育てを終わった
主婦、定年退職したビジネスマン、その他社会人が参加し、社会還元としての役割を
果たしている。
「社会人大学院」は、主に、入社後数年の社会人を対象とした大学院生のため、交
通の便を考慮して、六本木キャンパスで行なわれている。人間科学研究科と国際協力
研究科とがあり、平日の夕刻と、土曜日の終日に、授業が行なわれている。男女共学
で、地域の社会人のキャリアアップのための学習や学位取得のために貢献していると
いえる。
「東洋英和こころの相談室」は大学院の臨床心理学専攻の教員と大学院生による、
主として心の病に悩む人たちを対象にカウンセリングを行なっている。年間、約 100
件、延べ 1300 件の面接を行なっており、地域の人々の心の健康獲得に貢献している。
2007(平成 19)年度 相談実績
1.申し込み数
月

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

計

０～５歳

0

0

2

0

1

0

0

0

1

0

1

0

5

６～12 歳

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

4

13～18 歳

0

3

4

0

1

1

2

0

0

1

1

1

14

19～25 歳

1

1

2

2

2

1

2

2

0

0

0

2

15

26～39 歳

1

5

1

1

0

3

3

6

2

0

3

1

26

40～59 歳

3

3

4

2

4

1

3

2

3

2

4

4

35

60 歳～

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

計

5

13

13

5

8

6

10

11

7

3

10

9

100

前年度

7

7

8

20

13

14

18

20

6

5

13

9

140

２.面接実施回数
月

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

計

０～５歳

2

2

3

2

2

4

1

2

2

4

4

2

30

６～12 歳

9

10

10

8

5

13

7

5

8

10

10

13

108

13～18 歳

7

5

8

6

7

8

13

11

6

7

8

8

94

19～25 歳

13

11

18

14

12

15

25

15

17

20

18

16

194

26～39 歳

24

28

41

28

20

26

33

31

44

36

40

38

389

40～59 歳

33

34

42

37

28

39

42

37

35

34

40

49

450

60 歳～

2

2

2

2

3

1

2

3

3

3

0

0

23

計

90

92

124

97

77

106 123 104 115 114 120 126 1,288

前年度

92

89

89

104

61

99

132

94

112

95

87

93

115 1,130

その他、学生のサークルなどが、地域の保育所、老人施設、病院などにボランテイ
アとして参加し、活動をしているが、その数は必ずしも多いとはいえない。今後より
活発になっていくと予想される。
本学教員はさまざまな学会・学外団体に参加し、若手研究者の支援、社会貢献を行
なっている。たとえば、本学学長は、日本行動計量学会理事長、社会調査士資格認定
機構副機構長、財団・基金：放送倫理・番組向上機構（BPO）理事長、（財）放送番
組国際交流センター（JAMCO）評議員、大川情報通信基金理事・研究助成委員会委
員長、などの職務を通して、社会貢献を行なっており、他の教員も、多くの学会、学
外団体で重要な役職に付き、活躍している。

＜国や地方自治体等の政策形成への寄与の状況＞
本学は、文科系の大学であるため、地域の産業との共同研究などはほとんどなく、
その意味では社会貢献は必ずしも進んでいるとはいえない。
現在のところ、各種団体の行なう講演会や研修会に講師を派遣するにとどまってい
る。講師派遣については、保育、福祉、教育などのほか、さまざまな分野で本学の教
員が自治体や団体に貢献しているが、政策形成への寄与ということになると、活発あ
るとはいえない。今後、
より積極的に自治体との連携を深めて行きたいと考えている。

＜大学の施設・設備の社会への開放や社会との共同利用の状況とその有効性＞
施設・設備の開放としては、横浜キャンパスでは、まず、情報処理技術者試験、日
本英語検定協会、国際ビジネスコミュニケーション協会の TOEIC テスト等の試験会場
として教室を提供している。
大学の地域への開放については、女子学生の安全に配慮しつつ、無料の公開講座で
ある本学現代史研究所主催の連続講座、11 月の学園祭「かえで祭」
、礼拝堂のパイプ
オルガン演奏会「チャペル・コンサート」
、クリスマス礼拝などのさまざまな行事の折
に、地域の方々も参加できるようにしており、定着してきた。
また、礼拝堂は、キリスト教形式による結婚式を希望する同窓生や学院関係者に利
用されている。
他方、六本木キャンパスの大学院においても、大学同様、無料の公開講座である本
学死生学研究所主催の連続講座が行われているほか、大学院の教室などの設備は、大
学院生の勉強会に活用されているだけではなく、所定の手続を経て地域の団体に貸し
出すなど、施設・設備の開放に取り組んでいる。
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2008年度 生涯学習センター講座 教室・日程（横浜キャンパス）【秋学期】
講 師

受講場所

曜日

時間

101 ことばと文化

新冨 英雄

7123 9203

金

13:10～14:40

9/26

10/3 10/10 10/17 10/24 10/31 11/14 11/21 11/28 12/5

12月5日

105 イエスの言葉と働きから、人生と社会を考える

陶山 義雄

9204

月

10:40～12:10

9/29

10/6 10/20 10/27 11/10 11/17 12/1

12月8日

講座№

講 座 名

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 第12回

12/8

最終日

太田 良子

7123

火

13:10～14:40

9/30

10/7 10/14 10/21 10/28 11/11 11/18 11/25 12/2

12/9

12月9日

伊勢 紀美子

7123

水

10:40～12:10

9/24

10/1

10/8 10/15 10/22 10/29 11/12 11/19 11/26 12/3

12月3日

島 創平

7123

水

13:10～14:40

9/24

10/1

10/8 10/15 10/22 10/29 11/12 11/19 11/26 12/3

12月3日

125 『旧約聖書』をヘブライ語で読む

渡辺 和子

4204

木

13:10～14:40

10/2

10/9 10/23 10/30 11/13 11/20 11/27

11月27日

131 日本のうたを歌う（唱歌・童謡・こどものうた）

眞理 ヨシコ

8102

火

13:10～14:40

9/30 10/14 10/28 11/18 11/25 12/9 12/23

12月23日

132 うたいましょう あの歌 この歌を

飯島 千雍子

8103

木

14:50～16:20

9/25 10/16 10/30 11/27 12/18 1/22

133 創って・演じて・語らせる人形劇

宮崎 雅代

7123

木

13:10～14:40

10/9 10/23 11/13 11/27 12/11

12月11日

134 ピアノ・コンサート＆レクチャー「ピアノの詩人～ショパン」

原口 摩純

8102

月

13:10～14:40

9/29 11/17

11月17日

135 みんなで楽しむはじめてのピアノ

原口 摩純

8102

木

13:10～14:40

9/25

10/2

10/9 10/16 10/23 10/30 11/13 11/20 11/27 12/4

12月4日

136 楽しいハンドベル－ハンドベル実習及び発表－

河野 和雄

チャペル

水

13:10～14:40

9/24

10/1

10/8 10/15 10/22 10/29 11/12 11/19 11/26 12/3 12/10

12月3日

137 礼拝オルガン奏法

河野 和雄

チャペル

水

14:50～17:30

9/24

10/1

10/8 10/15 10/22 10/29 11/12 11/19 11/26 12/3 12/10

12月3日

137 礼拝オルガン奏法（金曜日）

河野 和雄

チャペル

金

11:00～14:15

9/26

10/3 10/10 10/17 10/24 10/31 11/14 11/21 11/28 12/5

138 ～リビングフラワーアレンジメント～

藤井 晶子

5203

火

13:10～15:00 10/21 11/11 11/25

152 続けよう！エクササイズ・ウォーキング

深代 泰子

グランド・アクア 他

月

10:40～12:10

9/29

10/6 10/20 10/27 11/10 11/17 12/1

153 フィットネス・トレーニング

村上 哲朗

アクア・センター

木

10:40～12:10

9/25

10/2

154 成人／中・上級テニス 火曜日

澁谷 隆良

テニスコート

火

10:40～12:30

9/30

10/7 10/14 10/21 10/28 11/11 11/18 11/25

11月25日

155 成人／中・上級テニス 木曜日

澁谷 隆良

テニスコート

木

10:40～12:30

9/25

10/2

10/9 10/16 10/23 10/30 11/13 11/20

11月20日

121 英和読書会 －もう一度英語で－
122 ヴォキャブラリー・ビルディング
123 ギリシア語で聖書を読む

花とのやさしい時間 Living with flowers

2/5

2月5日

11月25日
12/8 12/15

12月8日15

10/9 10/16 10/23 10/30 11/13 11/20 11/27 12/4

12月4日

安本 えつ子

10204

水

13:10～14:40

9/24

10/1

10/8 10/15 10/22 10/29 11/12 11/19 11/26 12/3

12月3日

157 ハワイアンフラ初級

モハラ 飯田佳子

ナルド

金

10:40～12:10

9/26

10/3 10/10 10/17 10/24 10/31 11/14 11/21 11/28 12/5

12月5日

158 ハワイアンフラ中級

モハラ 飯田佳子

ナルド

金

13:10～14:40

9/26

10/3 10/10 10/17 10/24 10/31 11/14 11/21 11/28 12/5

12月5日

159 エンジョイ・ゴルフ（スキルアップ・クラス） 火曜日

坂井 繁

ゴルフ場

火

10:40～12:10

9/30

10/7 10/14 10/21 10/28 11/11 11/18 11/25 12/2

12/9

12月9日

160 エンジョイ・ゴルフ（スキルアップ・クラス） 木曜日

堀江 重幸

ゴルフ場

木

13:10～14:40

9/25

10/2

10/9 10/16 10/23 10/30 11/13 11/20 11/27 12/11

12月4日

161 エンジョイ・ゴルフ(ベーシック・クラス） 火曜日

坂井 繁

ゴルフ場

火

13:10～14:40

9/30

10/7 10/14 10/21 10/28 11/11 11/18 11/25 12/2

162 エンジョイ・ゴルフ(ベーシック・クラス） 木曜日

堀江 重幸

ゴルフ場

木

10:40～12:10

9/25

10/2

163 水中運動（スイミング） 火曜日

大坪 惠子

アクア・センター

火

9:30～11:00

10/28 11/11 11/18 11/25 12/2

12/9

大坪 礼

アクア・センター

火

10:30～12:00 10/28 11/11 11/18 11/25 12/2

12/9

大坪 惠子

アクア・センター

木

9:30～11:00

大坪 礼

アクア・センター

木

10:30～12:00 10/30 11/13 11/20 11/27 12/4 12/11

167 アクアビクス・エクササイズ

津坂 佳代

アクア・センター

月

10:40～12:10

9/22

9/29

181 親と子どもの体操

村上 哲朗

体育館 他

火

10:40～12:10

9/30

10/7 10/14 10/21 10/28 11/11 11/18 11/25 12/2

182 親子で一緒に英語レッスン

鈴木 夏実

7123

水

14:50～16:20

10/1

10/8 10/15 10/22 10/29 11/12 11/19 11/26 12/3 12/10

12月10日

183 ママのうた ぼくのうた みんなのうた

西山 琴恵

10204
(リズム室)

水

13:10～14:40

9/24

10/1

11月19日

302 アクアビクス・エクササイズ（夏期短期講座）

津坂 佳代

アクア・センター

月

10:40～12:10

7/14

7/28

303 エンジョイ・ゴルフ（夏期集中講座）

坂井 繁

ゴルフ場

-

10:30～14:30

9/8

9/9

9月9日

304 エンジョイ・ゴルフ（夏期集中講座）

堀江 重幸

ゴルフ場

-

10:30～14:30

9/11

9/12

9月12日

澁谷 隆良

テニスコート

土

156 楽しいバレエ・ダンス

164 水中運動（水中ウォーキング） 火曜日
165 水中運動（スイミング） 木曜日
166 水中運動（水中ウォーキング） 木曜日

305 第11回英和杯テニストーナメント
307 子どもの育児・発達相談

12/9

12月9日

10/9 10/16 10/23 10/30 11/13 11/20 11/27 12/11

12月4日
12月9日
12月9日

10/30 11/13 11/20 11/27 12/4 12/11

10/6 10/20 10/27 11/10 11/17 12/1

12月11日
12月11日
12/8 12/15

12月15日

12/9

12月9日

10/8 10/15 10/22 10/29 11/12 11/19
8/4

8/18

8/25

9/1

9月1日

10/18 (10/19)

平田 幸宏 ほか
パトリシア・スィッペル

3301

木

14:50～16:20

9/25

10/2

10/9 10/16 10/23 10/30 11/13 11/20 11/27 12/4 12/11 12/18

405 日本とキリスト教Ⅱ

原島 正

9106

月

14:50～16:20

9/22

9/29

10/6 10/13 10/20 10/27 11/10 11/17 11/24 12/1

406 広告とマーケティングの心理学

飽戸 弘

5101

木

10:40～12:10

9/25

10/2

10/9 10/16 10/23 10/30 11/13 11/20 11/27 12/4 12/11 12/18

404 Japan as Seen in Foreign Print Media

（407） 文学作品に見る女性のキャリアと自立

1月8日

12/8 12/15 1月26日
12月１１日
１８

太田 良子

9007

水

10:40～12:10

9/24

10/1

10/8 10/15 10/22 10/29 11/12 11/19 11/26 12/3 12/10 12/17 （1月21日）

408 経済学Ⅱ

宮崎 正康

8101

火

10:40～12:10

9/23

9/30

10/7 10/14 10/21 10/28 11/11 11/18 11/25 12/2

409 World of English Ⅱ

竹下 裕子

5201

金

10:40～12:10

9/26

10/3 10/10 10/17 10/24 10/31 11/14 11/21 11/28 12/5 12/12 12/19 1月16日

410 女性と現代社会Ⅱ

藤村ﾌｧﾝｾﾞﾛｰ久美子

3207

木

13:10～14:40

9/25

10/2

10/9 10/16 10/23 10/30 11/13 11/20 11/27 12/4 12/11 12/18 1月15日

山田 和夫

9208

木

9:00～10:30

9/25

10/2

10/9 10/16 10/23 10/30 11/13 11/20 11/27 12/4 12/11 12/18 1月22日

島 創平

5204

金

13:10～14:40

9/26

10/3 10/10 10/17 10/24 10/31 11/14 11/21 11/28 12/5 12/12 12/19 12月19日

411 精神保健学（Ⅱ）
横浜市民大学 at 東洋英和

501 人間文化の諸相-人間らしい生き方を求めて-

134

12/9 12/16 1月20日

第９章

教員組織

【到達目標】
○ 大学改革によるカリキュラムの改定・整備に伴う教員配置の適切化を図る。
○ 教育研究活動を活性化し、評価方法を確立する。
○ 教員の責任分担を明確化し、組織的連携を確保する。

１．

学部の教育組織

＜学部・学科等の理念・目的並びに教育課程の種類･性格、学生数との関係に
おける当該学部の教員組織の適切性＞
2008(平成 20）年 5 月の時点における本学の教員組織は、人間科学部（2 学科）、国
際社会学部（1 学科）という 2 学部に所属する専任教員と非常勤講師で構成されてい
る。助手を含む専任教員数は、教授、准教授、専任講師、助手、計 80 名である。非常
勤講師は 179 名であり、合計 239 名である。専任教員数内訳は大学基礎データ表 19
に示す。
大学設置基準において、学科ごとの必要最低教員数と全学収容定員に応じた必要付
加教員数とを定めており、その半数以上を教授とすることになっているが、本学は助
手を除いた教員 75 名に対し、教授が 48 名であり、この基準を満たしている。
学部の理念と教員組織の適切性に関しては、人間科学部は 2 学部となって以来、主
として 1・2 年次の教養科目を担当する共通基本科目教員と、主として 3・4 年次の専
門科目を担当する専門科目教員によって構成され、1・2 年次の英語をはじめとする教
養科目から、3・4 年次の学科専門科目にいたるまで、学部の教育理念に基づき学生へ
の一貫した指導を目指してきた。共通基本科目教員は、全学的な組織である語学・情
報・資格その他の連絡協議会にも属して、大学全体教育理念を踏まえ、学部の特性を
も加味した共通基本科目の内容構築を目指している。また、専門科目教員は、人間科
学科の場合、心理学、社会学、教育学、宗教学、幼児教育学の 5 分野に分かれ、それ
ぞれの専門分野の学習の深化と、学科の教育目標に沿った教育内容の展開を目指して
いる。人間福祉学科の場合には、こころの理解、からだの理解、多様性の理解、社会
の仕組みの理解の 4 つのアプローチ別に専門科目教員が分かれ、人間福祉の学びを充
実させるとともに、全体としてソーシャルワーカー、医療ソーシャルワーカー、保育
士の養成を目指して、充実した教育内容の展開を目指している。
2007(同 19)年度より、人間科学科では、専攻制度導入によって、教員配属は原則と
して人間文化専攻、臨床心理･社会心理専攻、保育子ども専攻の三専攻にまとめること
となった。また、人間福祉学科においては、ゆるやかな専攻制であるコース制を設け
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たが、従来通りの配置となっている。
国際社会学部はその前身であった社会科学部の時代から、教員は学科専攻科目教員
と共通基本科目教員によって構成され、また、かつて専攻科目教員は政治学・経済学・
国際関係論・地域研究の専門四分野にそれぞれ配置されていたが、2007(同 19)年の専
攻制導入によって、教員配属は原則として国際コミュニケーションと社会システムと
の両専攻にまとめることとなった。
学生数と教員組織の適切性に関しては、人間科学部においては、学部の教育目標を
達成するため、大学設置基準に求められている教育課程上必要とされる専任教員数を
上回る 47 名の教員を配置している。現在人間科学部の在籍学生数は 1394 名であるか
ら、専任教員 1 人当たりの学生数は 30 名になる。
国際社会学部においては、学部の教育目標を達成するため、大学設置基準に求めら
れている教育課程上必要とされる専任教員数を上回る 28 名の教員を配置している。現
在国際社会学部の在籍学生数は 932 名であるから、専任教員 1 人当たりの学生数は 33
名になる。

＜大学設置基準第 12 条との関係における専任教員の位置づけの適切性（専任
教員は、専ら自大学における教育研究に従事しているか）＞
専任教員が、学外の役職を委嘱される、あるいは、他大学の授業を非常勤講師とし
て担当する場合は、
「兼職許可願」を学長宛に提出し、教授会の承認を得ることになっ
ている。他大学での授業担当については上限が設けられ、年間 2 コマを超える授業を
本学以外で担当してはいけない。
「兼職許可願」は、総務課庶務に提出された後、教授
会担当の学生支援課に回され、各学部教授会協議事項となり、教授会承認を経て学長
の許可が下りる。
以上のとおり、専任教員が専ら本学の教育研究に従事するよう適切な措置を講じて
いる。

＜主要な授業科目への専任教員の配置状況＞
両学部とも、教育理念・目標の到達に特に重要な基礎科目・基幹科目のうち主要な
ものに対しては、優先的に専任教員が配置され、また専門演習についてはすべて専任
教員が担当している。もとより各学科・専攻による総合的な教育課程の編成には、共
通基本科目教員と専門科目教員、各専門科目教員間の相互補完的な役割分担と連携と
が不可避となる。両学部の各学科とも、教員それぞれが狭い専門意識を克服した責任
体制の確立と、そうした体制に基づいた適切な教育研究組織の整備を目指している。
2007(同 19)年度より、人間科学科では専攻制を導入したが、専攻間の壁は緩やかなも
のになっている。人間福祉学科はコース制を導入したが、壁はほとんどない。国際社
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会学科では、専門四分野を二つの専攻領域に再配置した。

＜教員組織の年齢構成の適切性＞
本学専任教員の年齢構成は、2008(同 20)年 5 月 1 日において平均 53.7 歳と高めで
あり、教授・准教授・講師という職位においては教授が全体の 64％を占めて著しい逆
ピラミッド型を示している現況とともに、改善の余地が大きい。
特に人間科学部においては、加盟判定時に「50 歳台の教員が突出して多く、慎重な
対処が求められる」との助言を受けている。その助言を受けて、新規の採用について
は年齢要件を加味して選考を行ってきたが、依然、60 歳台以上 21％、50 歳台 40％、
40 歳台 34％、30 歳台 4％となっており、十分な是正が行われたとはいいがたい。若手
教員を採用できなかった理由としては、三つのことが挙げられる。１）新しいカリキ
ュラムにおいて、中心になる教員を求めた。２）非常勤に頼り過ぎないという方針の
ため、様々な科目を担当できるという条件をつけたこと。３）大学院の講義も担当で
きる教員を求めたことである。今後は、助手に代わる、嘱託講師の雇用形態を多様に
して、若手教員の採用を行い、改善に向けて努力を続けていきたい。

＜教育課程編成の目的を具体的に実現するための教員間における連絡調整の
状況とその妥当性＞
学部の意思決定は教授会においてなされる。意思決定に至る合意形成は、学科懇談
会においてなされる。各専攻に関わる諸事項の詳細については、それぞれの専攻会議
において討議され、これに基づいて学科懇談会で審議された結果が教授会で決定され
るというプロセスになっている。教授会は 8 月を除き毎月定例で開催され、その他必
要に応じて臨時で開催される。教員への重要事項の伝達や意見交換は、必要に応じて
適宜開催される学科懇談会で行われる。
人間科学部は 2 学科から構成されているので、学部長は主として両学科に渡る事項
の連絡調整、人事･予算その他の対外的折衝を所掌し、各学科の連絡調整は各学科主任
がこれに当たるという職掌分担を行っている。
国際社会学部は一学部一学科構成であるので、学部長は主として人事・予算その他
の対外的折衝を所掌し、内部的な連絡調整は学科主任がこれに当たるという職掌分担
を行っている。以上のように、各種会議と学部長・学科主任とが相互に補完しつつ、
教員間の連絡調整の機能を担っており、概ね円滑な意思疎通がはかられている。
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（教育研究支援職員）
＜実験・実習を伴う教育、外国語教育、情報処理関連教育等を実施するための
人的補助体制の整備状況と人員配置の適切性＞
＜教員と教育研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性＞
本学においては「教育研究支援職員」および「TA（Teaching Assistant）
」に当たる
制度を有していない。情報処理関連教育領域においては、2000(同 12)年度に TA 制度
を廃止したあと、2001(同 13)年度より、SA(Student Assistant)を学生アルバイト（時
給制）
の形にて、
情報処理センター自習室における学習支援を行う制度として設置し、
現在に至る。本項ではこの SA について報告するものとする。

SA 制度について
情報教育の充実のために、学生による学生指導の目的で SA 制度を 2001(同 13)年度
より開始した。PC スキルの高い学生を面接選抜し、自習時間の学生への支援を行わせ
ている。組織規模は、15 名（2003）、11 名（2004）
、13 名（2005）
、20 名（2006）
、16
名（2007）、11 名（2008）で推移しており、毎年積極的な学生が応募してきている。
SA 学生が本来の勉学に支障をきたさないことが条件で有り、担当時間については授業
外時間において、週 2，3 回の参加としている。内容は、個別支援のほか、頻繁な問題
に対応するマニュアル作成（例：
「プリンタの紙詰まり時操作」
）
、講習会の企画・情報
交換ノートの作成などの自主活動がおこなわれている。なお、リーダー制を敷き、SA
相互の教育システムが機能するよう配慮がなされている。
本制度は、情報教育の充実のために新たに導入されたものであり、その目的は全般
的に到達されていると考えられるだろう。まず、学生における教育効果としては、教
員が不在時でも実際的な学習が進められること、学生相互の支援であるため「ききや
すい」
「わかりやすい」という肯定的な評価がある。次に、SA における教育効果とし
ては、他者に教えることの体験を通じて SA 自身の学習能力および説明・指導の能力が
深まること、
「よくある質問」を統計処理する業務を通じて、課題分析能力の向上が報
告されている。また、大学全体における教育効果としては、SA から報告された学生の
情報学習の「現状」報告は、次年度の情報教育カリキュラムの改善や、システム機器
の更新に際して活用されていることがあげられる。残念ながら、本制度の教育効果を
量的に表すことはできないが、
「情報技術者資格試験」に挑戦したり、情報関連産業に
就職する学生の母体が SA となりつつあることも重要な成果のひとつとして付記した
い。
今後の課題としては、SA に限らず、広くアシスタント業務においては、学生側から
は「やってもらってあたりまえ」SA 側は「失敗すると責められる」ということになり
がちである。双方が学生であることにより留意するとき、特に SA の活動の成果をより
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目に見える形にしていく必要があるだろう。マニュアル作成、関係者との連携活動な
どを含め、SA 学生の訓練についての改善を考えたい。あるいは、SA を学内インターン
シップとして位置付けることも可能であろう。
SA と教員・スタッフの連携については、情報担当の教員は SA と昼食をともにしな
がら懇談をする機会を持っていることがあげられるだろう。また情報管理センタース
タッフは毎日 SA と接して、具体的操作についての助言だけでなく SA 活動全体を把握
している。このような連携によって、教員・スタッフが SA 活動についての現況把握を
行うだけでなく、SA 自身が問題解決や学習を重ねていけるよう教育・訓練的なバック
アップを行っている。特に、SA 発案のプロジェクト（マニュアル作成など）について
も、教員・スタッフから積極的に指導・評価を行っており、十分な連携がおこなわれ
ていると結論付けることができる。現在は、教員側からの要請及び管理による活動が
主体であるが、今後は、相互の連携を密にすることによって、SA 側から「学生の視点」
に根差した自主的な活動が活発になり、教員・スタッフがその実現を手助けするよう
な形が実現できることが好ましいと考えられる。

（教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続き）
＜教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続きの内容とその運用の適切性＞
教員の募集・任免・昇格に対する基準は、
「東洋英和女学院大学教員選考基準」によ
り、専任の教授、准教授、講師及び助教の任用並びに昇任の選考基準が定められてい
る。助教および助手に関しては「申合せ」が定められ、
「期限付き実習講師に関する任
免規程」も準備している。

（教育研究活動の評価）
＜教員の教育研究活動についての評価方法とその有効性＞
教員の教育研究活動についての評価は、
まだ組織的・本格的には行なわれていない。
学内研究費を授与した場合などは、必ず報告書を提出させ、評価しているが、それら
の評価を、教員の処遇などに反映させてはいない。
しかし、これでは、教員に対するインセンティブにはならない。そこで、学内研究
費制度の改革をすることとなり、教育・研究の分野で顕著な功績をあげた教員には、
学長推薦、学部長推薦などで、研究費を授与することをほぼ決定、承認され、来年度
より実施する予定である。今後も、こうした、教員に対してインセンティブとなるよ
うな制度を考え導入していく予定である。

＜教員選考基準における教育研究能力・実績への配慮の適切性＞
本学では専任教員の採用に当たっては、
教授会の総力をあげて慎重に選考している。
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まず、専門科目については、両学部の学部長が教授会の意向をまとめ、学長に上申
する。全学共通科目については、教務部長が、教務委員会の意向をまとめ、学長に上
申する。学長はこれらの意向を取りまとめ採用教員案を作成し、
「第１人事委員会」に
かけ、了承を得る。学長案は、運営委員会、教授会の承認を得て、学長より両学部長
に、先任教員採用のための「選考委員の選出」
、「選考要項の作成」を依頼する。これ
らを運営委員会の承認を得て、採用を開始する。
教育研究能力の審査は、書類審査、選考委員面接を経て、2－3 名の候補が選出され、
学長面接の末、選考委員と学長との合議の結果、最終的には学長が決定し、学院理事
長が任命する。
語学などの専任教員の場合は、数名の候補者に模擬授業を行なってもらい、最終候
補者を決定することもある。
このように、制度的にも、実際の審査の経緯においても、慎重の上にも慎重を期し、
評価を行ない、最終決定を行なっている。適切な配慮を行っている。

２．大学院研究科の教員組織
(教員組織)
＜大学院研究科の理念・目的並びに教育課程の種類、性格、学生数、法令上の
基準との関係における当該大学院研究科の教員組織の適切性、妥当性＞
高度の知識と広い視野を持った人材の育成を目的に、従来型の研究者養成型大学院
ではなく、高度な職業教育を身につけた社会人養成型の大学院として、本大学院は設
置された。
人間科学研究科
人間科学研究科全体では、専任教員は 25 名で、一学年定員 37 名であることを考え
ると、教員一人あたり一学年指導学生数は適当であるかのように見えるが、各分
野によりかなりの偏りが生じている。
つまり、臨床心理学領域は、専任教員 6 名で、一学年定員 18 名であり、教員一人あ
たり一学年指導学生数は 3 名となる。これは、都内の臨床心理士受験資格１種指定大
学院 22 校の平均 1.9 名の約 2 倍に相当するものであり、個別の臨床指導及び論文指導
をも考慮するならば、教員にかかる負荷は多大なものである。また、 死生学分野にお
いては、2 名の専任教員が修士課程の学生 12 名、博士後期課程の学生 5 名の指導担当
をしているが、この状況は教員の補充によって改善すべきだと考える。
国際協力研究科
国際協力研究科の専任教員は本学国際社会学部からの兼任教員で構成され、大学院
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専任教員は置いていない。したがって、上記国際協力研究科の目的にあるように、多
元的な考え方（教養）を有する人材育成という観点からはリベラルアーツを専門とす
る優れた教員が多く配置されている点で、設置基準第 9 条修士課程担当教員の資質に
関しては十分満足できると考える。しかしながらその一方で、
「国際協力」という実践
活動を重視する研究科名を擁している点からは、その指導が可能な国際協力を専門と
する専任教員 2 名を迎えたとはいえ、当該研究科の教員組織の適切性や妥当性に対す
るさらなる検討が求められる。また、今後の入学者の研究動向や入学者数の充足率な
どの状況に鑑みて、より学部との一貫性を重視したリベラルアーツ型の研究科への移
行も視野に入れる必要があると考える。

＜大学院研究科における組織的な教育を実施するための、教員の適切な役割分
担および連携体制の確保の状況＞
本大学院研究科は、大学院専属教員を有しておらず、学部との兼任教員で構成され
る。研究科長は 2 年の任期で、研究科委員会構成員による投票によって選ばれる。研
究科委員会は大学院で授業担当を持っている専任教員からなる。また、研究科長を補
佐する研究科主任は学長の任命制になっている。研究科における学事行為、及び諸問
題は月 1 回の定例研究科委員会で審議される。また、二つ研究科の役職者間の意見・
情報交換、学長、副学長など大学役職者との定期的な会合である大学院委員会を持つ
ことで、大学との連携も深めている。
大学院担当教員は、学生指導、修士論文指導、修士論文審査など大学院の教育・研
究指導のための活動と、入試説明会・相談会、入試選抜、学生との懇談会などの大学
院の学事行為を補佐する教育活動があり、
それぞれに適切な役割分担がなされている。
また、これらの大学院における教育・研究指導活動は教員組織全体の連携をとって実
施されている。

（教育研究支援職員）
＜大学院研究科における研究支援職員の充実度＞
本大学院には大学院専属職員が 5 名おり、5 名の中には両研究科専任の職員が各 1
名ずつ担当している。在籍学生からの日常的な質問、履修登録などの教務事務を担当
している。また、入試説明会・相談会、入試選抜などの業務においても大学院専任教
員と連携して遅滞なく業務を遂行している。なお、2005(同 17)年度から実施されてい
る学生からの「事務体制」に関するアンケート調査結果では、90％近い学生から「満
足」という高い評価を得ており、学生の満足度から研究支援体制の充実度が窺える。
また、人間科学研究科臨床心理学領域の実習機関である本学心理相談室には、助手
2 名、嘱託事務職員１名がおり、大学院生の指導に関わるのみならず、入試選抜等に
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おいても業務を遂行している。

＜大学院研究科における教員と研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性＞
本大学院の所在地（六本木キャンパス）と学部の所在地（横浜キャンパス）の距離
は大きく、既述したように本大学院教員は学部教員が兼任しているため、学生指導上
や、教務上の諸問題を抱えている。したがって、教員と研究支援職員との連携・協力
関係は至極重要な事柄になっている。月 1 回開催の定例研究科委員会は専任教員が学
部授業を受け持つ関係上、横浜キャンパスで開催される。また、大学院運営の円滑の
必要性から、研究科長、研究科主任と研究支援職員との個別会合も適宜開催されてい
る。このように、教員と研究支援職員間の連携と協力関係は適切に行われている。

（教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続）
＜大学院担当の専任教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその
運用の適切性＞
本学大学院では人事権は学部に属しており、本項目は該当しない。しかし、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。ただし、未だ充足されてい
るとは言いがたい。

（教育・研究活動の評価）
＜大学院研究科における教員の教育活動及び研究活動の評価の実施状況とそ
の有効性＞
大学院研究科では、専任教員の教育活動及び研究活動の紹介を随時ウェブで公開し
ている。これらの紹介は毎年更新されており、受験生や在籍学生にとって、専任教員
の研究活動を知るうえで、また授業の履修や指導教員選択のうえで極めて役立つ情報
を提供している。さらに、年 2 回開催される在籍者と専任教員との懇談会、同様に国
際協力研究科では、年 2 回開催される修士論文中間報告会も専任教員の教育活動や研
究活動を知るうえで重要な機会になっている。このような情報提供手段や会合は専任
教員の教育活動や研究活動を知るうえで有効性が高いと考える。
2005（平成 17）年度より、『東洋英和

大学院紀要』を年 1 回発行している。執筆

者は、本大学および大学院担当の専任教員、大学院非常勤講師、大学院博士後期課程
の学生である。そのほか、修士課程の学生は専任教員と共同執筆する。また、長野賞*
を受賞した論文は単著で掲載する。これにより、教員及び院生の研究活動がより活発
となっている。一方、臨床心理学分野では、
『東洋英和心理相談室紀要』（1997(同 9)
年 12 月発行）を毎年発刊している。これは、院生の事例報告と他大学院教員あるいは
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専門家からのコメント、本学教員の論文などが掲載されている。
＊

長野賞：

1972(昭和 47)年に長野院長が退任されるにあたり、長年にわたる院長と

しての功績を記念するため、在学子女の育英、在籍教職員の研修、共同研究に資する
目的で長野基金が設けられた。1995(平成 7)年度からこの基金により、大学、高等部
に在学する者で、(1)学業・人物とも優れ、卒業学年に在籍する者、(2)学習活動、研
究活動、奉仕活動に極めて優れた業績をあげている個人またはグループを表彰する目
的で、長野賞が定められた。
大学院の教学組織としては、両大学院研究科ごとに「研究科委員会」があり、それ
ら両研究科合同の「大学院委員会」とがある。通常のカリキュラム作成、学生募集、
論文審査などは、すべて研究科委員会が行い、その結果は大学院委員会で了承し、運
営されている。
学長は大学院委員会を主催し、両研究科より、すべての報告を受け、審議し、大学
院委員会において、最終決定を行う。
したがって、研究活動については、これらの報告をもとに、各教員の研究・教育状
況にいついても、絶えず配慮し、評価を行っている。
ただし、大学院には人事権が無く、人事はすべて学部教授会が中心に行っているた
め、大学院での教員の教育・研究活動については、研究科長からの報告に依存するこ
とが多く、今後は学長自ら情報を得る方途を考えなければならないと思っている。

（大学院と他の教育研究組織・機関等との関係）
＜学内外の大学院と学部、研究所等の教育研究組織間の人的交流の状況とその
適切性＞
人間科学研究科
本研究科では、具体的な覚書を通じた、学内外の大学院、学部、研究所の教育研究
組織間の人的交流は行っていない。しかしながら、臨床心理学領域においては、毎年、
卒業生や他大学院生及び教員・臨床心理士を交えて、事例検討会・講演会を開催して
いる。最近では、英国ユング派分析家パパドポロス、アンドリュース・サミュエルズ、
横山博氏、河合俊男氏らを招聘した。また、本研究科が「高度の知識を有する専門職
業人を育成すること」を目的としていることから、各大学院・研究機関・医療機関等
から実務家教員を非常勤講師として積極的に採用している。
国際協力研究科
本研究科では、具体的な覚書を通じた、定期的な学内外の大学院、学部、研究所の
教育研究組織間の人的交流は行っていない。しかしながら、国際協力研究科ではその
実践的学際的な研究テーマから、国公立や民間研究所の研究者、及び国際機関や援助
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機関の実務家から積極的に非常勤講師を採用している。すでに触れた「オムニバス講
義」は、個人レベルのネットワークに依存する場合もあるが、他の教育研究組織・国
際協力機関との連携・交流を通じて実施されている。また研究科長や研究科主任のレ
ベルではあるが、国際協力関係の学内外の催しには積極的に参加して、日本と世界の
国際協力の現状と課題を把握する努力はしている。
（本学現代史研究所の諸シンポジウ
ム 2008(同 20)年、外務省・JICA の国際協力連携のシンポジウム 2004(同 16)年など）
。
また国際機関である UNICEF 主催のインターンシップ制度に研究科卒業生を送り出し
たこともある（タイ、2006(同 18)年度）
。
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第１０章

事務組織

【到達目標】
〇 事務組織として教育現場を支援し、教育効果が上がる環境づくりを推進する。
〇 新人事制度「目標管理制度」を推進する。
〇 部門間、部署間の連携を強化する。
〇 研修の機会をさらに確保し、職員一人ひとりの力量を高める。
(事務組織の構成)
＜事務組織の構成と人員配置＞
2006(平成 18)年度の事務組織(p.150、組織図参照)は、
「2003 年度自己点検・評価報
告書」において記載されている、従来型の縦割り組織の各課が独立し、各課の独自性重
視の業務遂行に重きが置かれた構成から、2007(同 19)年 4 月に大きくその構成を変え
た。
最大の変更点は、2007(同 19)年度カリキュラム改革により生じた新たな教育・研究
支援、学生支援サービスに対応した組織にしたことであり、教育・学生支援の柱となる
教務課と学生課が合併・統合し、「学生支援課」として対学生サービスに従来以上に重
きを置いたものとなったことと、就職課が「キャリア就職課」と名称変更するとともに
インターンシップ(在学中の就業体験)を含めた職務を担う部署となり機能強化が図ら
れたことである。
2008(同 20)年 5 月 1 日現在の大学全体の事務職員数は、専任職員 51 名、嘱託職員 5
名、パートタイマー33 名、派遣職員 10 名の合計 99 名である。

(事務組織と教学組織との関係)
＜事務組織と教学組織との間の連携協力関係の確立状況＞
＜大学運営における、事務組織と教学組織との有機的一体性を確保させる方途
の適切性＞
本学の特徴として挙げられるのは、教育活動や研究活動その他を推し進めていく上で、
事務組織と教学組織とが日常的に連携協力しているということである。
各事務部署と委員会の対応関係(p.151 の表「各事務部署と委員会の対応関係」)に見
られるように、主要な委員会のメンバーあるいは陪席者として、事務職員も審議・決定
に関わり、その結果が、学生へのサービスなど日常業務に反映されている。
そのことからもわかるように、本学の事務組織は教学組織の「補佐機能」以上の役割
を果たしており、一体となって機能している。
役割分担については、今後も、どこまでを事務組織が担うかについて常に見直し、検
討を続ける必要がある。
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（事務組織の役割）
＜教学に関わる企画・立案・補佐機能を担う事務組織体制の適切性＞
学生支援課
現在、事務組織として教学に関わる企画・立案・補佐機能を中心となり担っているの
は、学生支援課である。学生支援課は、2007(同 19)年 4 月、学生の大学生活の支援を
最大の使命として、学生課と教務課を統合して組織された。それまでは、教務事務と学
生生活事務を別個の課が担当していた。学生生活はもっぱら学習と課外活動に費やされ
るが、共通の部分も存在する。以前は、事務窓口が分かれていたため、学生は二度手間
を強いられていた。このような不便さを解消するためにも、学生支援課を立ち上げ、利
便性の向上と大学生活の充実を果たすべく組織変更を行った。ひとつの窓口でほとんど
の用件が解決するワンストップサービスを目指し、教務課と学生課を統合し、学生支援
課としたのである。
現在は、履修成績処理業務、教職課程を始めとした資格に関する業務、授業に関する
業務、学籍管理、クラブを始めとした課外活動に関する業務、毎日の礼拝の準備などの
宗教行事、奨学金事務等、就職や留学を除く学生に関する業務を行っている。
本学学部において教学に関わる企画・立案・補佐機能を担う事務組織体制は、適切で
あるといえる。
大学院においては、同様の機能を大学院事務室が担っており、その詳細については後
述の「大学院の事務組織」の項目において点検・評価を行うが、適切と考えている。

＜学内意思決定・伝達システムの中での事務組織の役割とその活動の適切性＞
各事務部署の業務については、大学事務部長が全体統括責任者であり、各課メンバー
による「事務連絡会」を招集し、この連絡会において相互の連絡、調整、意見交換等を
行っている。
また、｢事務組織と教学組織の関係｣の項で触れたように、各部署から各委員会の担当
として事務職員もまたメンバー、あるいは陪席者となっているため、教学組織での審
議・決定事項等が事務組織に伝達されるしくみになっている。本学において意思決定・
伝達システムは、適切に機能している。

＜国際交流等の専門業務への事務組織の関与の状況＞
2005(同 17)年度までは教員 6 名により構成される「国際交流委員会」が国際交流活
動の計画・立案の多くを担い、教務課（現「学生支援課」
）所属の事務職員が実施業務
の多くを担当していた。しかし、国際交流の大幅な拡大を伴う大学改革を前にして、独
立した国際交流担当部署の必要性が認められ、2006(同 18)年度より学長をセンター長
として「国際交流センター」が発足した。旧国際交流委員会を拡大発展した形で計画・
立案を担っているのが「国際交流センター運営委員会」であり、教員 14 名、職員 3 名
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により構成されている（2008(同 20)年度）
。同センター事務室には、事務長 1 名と専任
職員 3 名が着任し、国際交流事業の実施やそれに伴う広報業務等を担う職員側の体制も
強化された。このようにして、2007(同 19)年度からは「留学ハンドブック」の制作や
資料コーナーの設置等の留学支援や、外国人留学生と一般学生との交流イベント実施等
の学内国際交流活動を実施している。また外部専門家を招き教職員向けに「海外危機管
理セミナー」を開催する等、安全・危機管理に一層努めている。
さらに国際交流センター運営委員会では、国際交流に関するセミナーやアメリカで開
催される留学関係の年次総会へ、教員だけではなく事務職員も定期的に派遣して情報と
知識を収集し、国際交流活動の体制作りに取り組んでいる。

＜大学運営を経営面から支えうるような事務機能の確立状況＞
課長会の発足と機能
各課の相互理解を深め、更なる機能強化を行うことが、これからの時代に求められる
大学であると考え、2006(同 18)年 6 月に「課長会」を発足させた。すでに述べたとお
り、大学事務職員の最高責任者である事務部長と、各部署責任者である各課長・事務長
をメンバーとして定期的に「事務連絡会」を開催し、各部署の連絡事項をはじめ、検討
しなければならない事項の検討・協議を行ってきた。しかし、その「事務連絡会」とは
別に、この「課長会」は、大学事務組織の重要案件を協議、決定する存在として位置づ
けられている。
「課長会」は、2002(同 14)年に導入した事務統合コンピュータ・システムによる業
務の効率化に伴い、それまで分掌していた業務が各部署に適切であるかどうか、見直
し・検討を行った。その結果、教育・研究と管理運営との相互間を関連づけながら、そ
の機能が充分に果たせる組織として新体制を作り出した。冒頭に述べた現在の事務組織
が、その新体制である。
また、「課長会」は「事務連絡会」の域を越え、管理運営および経営という視点で問
題を捉え、2007(同 19)年度からの改革に合った事務体制作りや人事など、大学事務組
織の重要な決定機関となった。

(大学院の事務組織)
＜大学院の充実と将来発展に関わる事務局としての企画・立案機能の適切性＞
本学大学院は、学部と別に六本木キャンパスにある。
2 つの研究科が設置されており、
学生数は、118 名である。大学院事務室も同じ六本木にあり、独立した事務室となって
いる。社会人対象の大学院であるため、平日の夜間と土曜日終日が授業に充てられてお
り、事務室もそれに対応し、通常の平日は 14：00～21：45、土曜日は 9：00～20：00、
休暇期間など授業のない時期の平日は 14：00～21：00、土曜日は 9：00～20：00 の間、
開室している。事務室の構成は、事務長以下専任事務職員 4 名、派遣職員 1 名である。
また、大学院図書室(大学図書館分室)には、専任事務職員 1 名、嘱託職員 1 名、パート

147

タイマー1 名、派遣職員 2 名が勤務している。そのほか、臨床心理学領域の専門的訓練
を受けた大学院生・大学院修了生が、教授陣・専門家の指導のもとにカウンセリングな
ど相談を担当しながら、実習経験を積む心理相談室、通称「東洋英和こころの相談室」
があり、嘱託職員 1 名がその事務を担当している。
事務局としての大学院担当の事務職員は、表 2 にあるとおり、それぞれ大学院委員会、
研究科委員会、大学院紀要編集委員会、心理相談室運営委員会に関わっている。
以上のように、大学院の事務体制は、大学院の充実と将来発展のための企画・立案機
能を十分に備えている。

(スタッフ・ディベロプメント（SD）)
＜事務職員の研修機会の確保の状況とその有効性＞
学生や保護者から様々な相談が持ちかけられ、内容は非常に多岐にわたる。一人の事
務職員がすべてについて把握しているわけではないため、より多くの相談に対応できる
よう研修の必要がある。学生支援を行う部署を始め、事務職員全体の資質向上（SD な
ど）について、学内外の研修会、講演等に職員を派遣し、学生支援に関する研修等を受
講させている(p.152 の表「東洋英和女学院大学における FD、SD」参照)。
今後も、効果的な SD を研究し、学生支援や大学運営に必要な研修等の受講機会をさ
らに確保し、事務職員のみならず教職員全体の質的向上を図りたい。

新人事制度の展開
学校法人東洋英和女学院として法人レベルで検討を重ねてきた新人事制度「目標管理
制度」の第 1 次試行が 2006(同 18)年 10 月に開始され、2008(同 20)年度から本格稼動
となった。
導入のねらいは、高等教育を取り巻く環境、中でも私立女子大学を取り巻く厳しい現
状に対応すると同時に、効率の良い働き方が求められている社会状況の下、従来の働き
方を見直し、より柔軟で強い組織に変革し、
「東洋英和の体質改善」を図ることである。
この制度は「目標による管理」を柱としており、役職者と部下であるメンバーの話し
合いを通じ各自の目標を設定し、目標達成に向けて日常業務を遂行する。そして年度の
終わりにその成果を確認するというものである。この制度が浸透するにつれ、年度始め
の目標設定面談、年度途中の中間面談、年度終わりの評価面談等、運用に伴う物理的負
担以上に、事務職員の目的意識に変化がもたらされ、役職者と部下との間に、従来以上
の意思疎通が実現しつつある。
ここまで述べてきたように、2007(同 19)年度からのカリキュラム改革にあわせ、事
務組織を新体制に改編したことは、非常に適切な判断だったといえる。なぜなら、たと
えば教務課、学生課といった学生への教育サービス部署を一つに統合したことで、学生
に関する情報の一元化・共有化が図られ、情報伝達の効率が上がっているからである。
また、インターンシップを含めた学生の進路に関わる部署を、
「キャリア就職課」と
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して機能強化したことは、入り口(入学)から出口（卒業）までの 4 年間で、教養教育を
施し 4 年制大学卒業レベルの学力保証をするという最低限のゴールを達成するにとど
まらず、学生を「自立した女性として社会に送り出す」という社会的使命の達成にも一
層寄与することにもなっている。
「課長会」は、部門間、部署間の連携強化はもちろんのこと、2007(同 19)年度カリ
キュラムに合わせた新しい事務組織を実現させたばかりでなく、今後のカリキュラム改
革を見据えたさらなる新事務システムの検討・提案など、各部署のセクショナリズムを
超越して大学の事務組織を考える、より大局的な提言の場として定着してきた。
「新人事制度」の浸透は、定期的な面談や部署内での話し合い機会の増加により、風
通しの良い職場風土をもたらした。また、事務職員一人ひとりが組織目標を念頭に置き、
部署責任者とのコミュニケーションを通じ各自の目標設定をすることにより、きめ細か
な能力向上が図られている。
学生支援サービスの強化が図られた一方で、今後の課題としては、教育職員への支援
強化が挙げられる。
すなわち、外部資金導入の支援や FD(Faculty Development)に対する支援など、教育
職員に対する支援体制作りである。
今後の改善に向け必要なのは、第一に学生支援サービスの更なる向上を可能にする組
織作りである。大学の使命は、何より、学生とその保護者への貢献だからである。
目下、2010(同 22)年度改革の準備を進めている。また、外国人留学生の受入促進を
計画している。2010(同 22)年度には外国人留学生も含めた学生たちが、混乱すること
なく、また、複数の部署を訪ね歩くことなく、スムーズに履修相談、生活相談、その他
あらゆる相談を行い、学生生活を送ることができる、「ワンストップサービス」の事務
組織を目指す。
次に、2008(同 20)年度時点では、学生支援サービスと比較した場合、取り組みがや
や遅れている教育職員への支援サービス強化が挙げられる。すなわち、外部資金導入を
促進する部署の設置、FD 支援など、教育職員の研究・教育力が一層上がる支援体制作
りである。
最後に、事務職員の力量を高めることに結びつく、SD への取り組みが挙げられる。
大学を始めとした高等教育を取り巻く環境は厳しく、変化のスピードも速くなっている
現在、大学事務職員に求められているものは、従来の「年齢が上、経験が長い」＝「よ
り上手く職務を遂行できる」という、経験重視では必ずしもない。むしろ、変化を先取
りし、柔軟な方針を立てられる、経験主義に頼らない人材であろう。東洋英和女学院で
は、2008(同 20)年度新たに「研修出向」制度をスタートさせ、手始めに、2008(同 20)
年度いっぱい、事務職員一名を認証評価機関に派遣している。この研修出向によりもた
らされる経験を、大学事務組織全体で共有することにより、その影響が本学の自己点
検・評価の体制の面のみならず、本学を支える全構成員に果実をもたらし、学生とその
保護者に貢献できるものと期待する。
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１５０

表：各事務部署と委員会の対応関係
学

長

室

総

務

課（総合企画課）

総

務

課

秘書担当

大学運営委員会

広報担当

広報委員会
自己点検・評価委員会

庶務担当

倫理規範委員会

会計担当

予算委員会

管財担当

スポーツ施設使用管理委員会

ｱｸｱ･ｴｸｻｻｲｽﾞ･ｾﾝﾀｰ事務室担当
情 報 処 理 ｾﾝﾀｰ 事務室担当

〃
情 報 処 理 ｾﾝﾀｰ 管理運営委員会

生涯学習センター事務室

生涯学習センター運営委員会

総合実習センター事務室

総合実習センター管理運営委員会
実習教育連絡会

国際交流センター事務室
学生支援課

国際交流センター運営委員会
授業担当

教授会、教務委員会

資格担当

三資格全学共通科目連絡会

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾙｰﾑ準 備 室 担 当

情報教育連絡会

LL 準 備 室 担 当

語学教育調整連絡会

学科室担当

学科懇談会

教員室担当

教職連絡会

学生生活支援担当

学生委員会

課外活動担当

〃

宗教関係担当

宗教委員会
保育者養成教育連絡会

健康相談室

学生・健康相談室委員会

学生相談室
入試広報課
キャリア就職課

〃
入試担当

入試委員会

広報担当

広報委員会

就職担当

就職委員会

キャリア形成支援担当
図書館事務室
大学院事務室

〃
図書館委員会

事務室担当

大学院委員会、研究科委員会

図書室(図書館分室)担当

大学院紀要編集委員会

心理相談室担当

心理相談室運営委員会

かえで幼稚園事務室

かえで幼稚園運営委員会
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表： 東洋英和女学院大学におけるＦＤ、ＳＤ
実施日

２
０
０
６
年
度

研修テーマ

研修主催者

参

加

者

2005/10/12

寺﨑昌男先生によるＦＤに関する話

東洋英和女学院大学

専任教員、職員数十名

2005/12/16

聴覚障害学生への支援

メディア教育開発センター、筑波技術大学、日本学生支援機構

学生課長

2006/3/19

大学の国際戦略を考える

大学セミナー・ハウス

教務課職員１名

2006/6/10

大学評価セミナー

大学基準協会

総合企画課長

2006/6/25

性犯罪被害者への支援について

警察庁長官官房給与厚生課犯罪被害者対策室

学生課職員１名

2006/6/26～7/13

大学職員の可能性～専門職に向けて～

筑波大学大学研究センター

大学院事務長

2006/6/27

大学職員マネジメント改革研究セミナー

日本能率協会

学生課長、大学院事務室職員１名

2006/7/1～7/2

海外留学における「危機管理」

桃山学院大学

学生課長

2006/7/3～7/14

大学図書館職員長期研修

筑波大学

図書館職員１名

2006/7/6～7/7

私立大学キャンパスシステム研究会

私立大学キャンパスシステム研究会

教務課職員１名、総務課職員１名

2006/7/10

大学のコンプライアンスと危機管理

筑波大学大学研究センター

教務課職員１名

2006/7/29～7/31

キリスト教学校教育同盟夏期学校

キリスト教学校教育同盟

教務課職員１名、学生課職員１名

2006/7/31

セクシャルハラスメント相談担当者セミナー ワークピア横浜

学生課長、総務課職員１名

2006/7/31

海外研修・留学の危機管理セミナー

ジェイアイ傷害火災保険株式会社

国際交流センター職員１名

2006/8/10

メンタルヘルス研修会

埼玉県社会保険労務士会

学生課長

2006/9/12

礼拝神学とキリスト教の近代音楽

青山学院大学

学生課職員１名

2006/9/20

TOEFL iBT模擬試験・セミナー

ザ・プリンストン・レビュー・オブ・ジャパン 国際交流センター職員１名

2006/10/12～10/13

神奈川県内大学学生課情報交換会

神奈川県学生生活協議会

学生課職員１名

2006/10/19

パート・派遣等の労働問題セミナー

神奈川県社会経済生産性本部

総務課長

2006/11/8

全学院研修会

東洋英和女学院大学

全学院専任教員、専任職員

2006/11/8

大学間協定の契約を考える

海外留学生安全対策協議会

国際交流センター職員１名

2006/11/13～12/11

リスクに向きあう大学

筑波大学大学研究センター

図書館職員１名、大学院事務室職員１名

2006/11/17

青少年ボランティア活動支援

青少年ボランティア活動等促進連絡協議会

学生課職員１名

2006/11/24～11/26

国際教育交流中・上級者コース

JAFSA（国際教育交流協議会)

国際交流センター職員１名

2006/12/7～9

国際教育交流初任者コース

JAFSA（国際教育交流協議会)

国際交流センター職員１名

2006/12/8

派遣留学生の安全対策と危機管理

日本私立大学連盟

国際交流センター職員１名

2006/12/10

組織とキャリア・コンサルタント

キャリア・コンサルティング協議会

学生課長

2006/12/18

海外派遣・研修における危機管理セミナー

海外留学生安全対策協議会

国際交流センター職員１名

2007/1/25～1/27

国際教育交流初任者コース

JAFSA（国際教育交流協議会)

国際交流センター職員１名

2007/3/1

障害学生支援セミナー

日本学生支援機構

教務課職員１名、学生課職員１名

2007/3/3

全国ボランティアコーディネーター研究集会 全国ボランティアコーディネーター研究集会2007実行委員会

学生課長

2007/5/17

海外派遣・研修における危機管理体制

海外留学生安全対策協議会

国際交流センター職員１名

2007/5/26

ＦＤの新しい方向性

大学セミナー・ハウス他

総務課長

2007/6/14～7/12

大学経営力を強化する－条件・契機・発展

筑波大学大学研究センター

大学院事務長、学生支援課職員１名

2007/6/21～6/22

私立大学キャンパスシステム研究会

私立大学キャンパスシステム研究会

学生支援課職員１名、総務課職員１名

2007/6/28～6/30

国際教育交流初任者コース（受入）

JAFSA（国際教育交流協議会)

国際交流センター職員１名

2007/7/20

第三者評価における事務局の役割について

神奈川県内大学教務連絡協議会

総務課職員１名

留学生危機管理シンポジウム

ジェイアイ傷害保険株式会社

国際交流センター職員１名

自己改革推進評価システム修得プログラム

日本私立大学連盟

大学事務部長付職員１名

キリスト教関連業務担当事務職員研修会

キリスト教学校教育同盟

学生支援課職員１名

2007/9/4
２
０ 2007/9/11～10/28
０
2007/9/20
７
年 2007/9/21～9/22
度
2007/9/22

ハラスメントについて

国際教育交流初任者コース（送り出しの基礎） JAFSA（国際教育交流協議会)

国際交流センター職員１名

JAFSA多文化間メンタルヘルス研究会

国際交流センター職員１名

JAFSA（国際教育交流協議会)

2007/10/26

大学経営最前線－今、大学のあり方・将来像－ 丸善

学生支援課長

2007/10/24～10/25

大学ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ「大学の国際化」

筑波大学大学研究センター

国際交流センター職員１名

2007/11/8～12/3

原点に立ち返っての大学改革

筑波大学大学研究センター

総務課職員1名

2007/11/15～11/17

国際教育交流担当者のための中上級実践コース JAFSA（国際教育交流協議会)

2007/12/13

ＪＣＳＯＳ－海外派遣・研修における危機管理セミナー

ＪＣＳＯＳ

国際交流センター職員１名

2007/12/13～12/15

国際教育交流初任者コース（受入）Ⅱ

JAFSA（国際教育交流協議会)

国際交流センター職員１名
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国際交流センター職員２名

第１１章

施設・設備

【到達目標】
○ 学生の教育と生活の両面における環境面でサポートする。
○ バリアフリーを推進する。
〇 通学・通勤の便宜と安全性を図る。
○ 社会人である大学院学生に配慮し、六本木キャンパスの施設・設備を整備
する。
＜横浜キャンパス＞
施設・設備の概要
１．１ 校地等について
東洋英和女学院大学には、横浜キャンパス、六本木キャンパス、幼稚園教諭 1
種免許課程履修学生のための実習園でもある付属幼稚園、かえで幼稚園がある。
大学の学部がある横浜キャンパスは、神奈川県横浜市緑区に所在し、東急田園
都市線青葉台駅から車で約 20 分、JR 横浜線十日市場駅から約 10 分のところに位
置している。敷地総面積は約 170,000 ㎡であり、大学設置基準上必要な校地面積、
36,126 ㎡を充たして余りある。スポーツ施設としては、陸上競技用グラウンド、
ゴルフ練習場、屋内プールを備えたアクア・エクササイズ・センター、体育館、
夜間照明付きテニスコートを併設している。横浜市民の森に隣接した緑豊かなキ
ャンパスには、600 種ほどの植物(シダ類以上)も繁茂しており、中には在来種タン
ポポなど稀少となった植物も少なくない。野鳥も 30 種以上は観察されており、学
生がキャンパスライフを送る環境として大変恵まれている。
なお、横浜キャンパスは、公共交通機関の場合、最寄り駅からバスを利用し、
さらに停留所から徒歩という交通の便のあまり良くない環境のため、学生の安全
への配慮からも、下校時に利用できるよう、2006（平成 18）年度から午後、シャ
トルバスの運行を開始し、利用状況を鑑みながら、運行方法を工夫し改善を重ね
ている。
このシャトルバス運行はまた、従来からの「教職員バス」に加え、席の余裕が
あれば教職員の利用も可能としているため、六本木キャンパスでの講義に向かう
大学院担当教員の移動の便を図ることにもなっている。

１．２ 校舎等設備について
横浜キャンパスの校舎面積は、35,247 ㎡であり、大学設置基準上必要な校舎面
積、12,042 ㎡を充たしている。横浜キャンパスの校舎の概況は、大学基礎データ
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表 36－2 のとおりである。なお、校舎については、前回加盟申請の 2004（同 16）
年度と状況は変わっていない。メンテナンスも開学以来一貫して良好に保たれて
おり、かつ、学生の使用方法がよいこともあって、良い状態を維持している。
バリアフリーについては、スロープ、車椅子のまま階段を昇降できる設備など
を備えているほか、学生の自主的団体の中に障害者支援を行う「英和サポートネ
ット」、手話サークル「手話部 Sure!」などもあり、人的サポートを学生同士で行
う条件も整ってきた。
また、情報環境については、急激なスピードで進む情報化に対応するべく、マ
ルチメディアの補助金等も活用しつつ、LAN などの環境整備を進めている。
環境への配慮の一環として、横浜キャンパスの冷房には、
「エコ・アイス（氷蓄
熱式空調システム）」を採用し、地球温暖化防止の一助となるよう考えている。
施設や設備の地域への開放については、女子学生の安全に配慮しつつ、無料の
公開講座である本学現代史研究所主催の連続講座、11 月の学園祭「かえで祭」、礼
拝堂のパイプオルガン演奏会「チャペル・コンサート」、クリスマス礼拝などのさ
まざまな行事の折に、地域の方々も参加できるようにしており、定着してきた。
（施設・設備等の整備）
＜大学・学部の教育研究目的を実現するための施設・設備等諸条件の整備状況
の適切性＞
教育用の施設としては、横浜キャンパスに、講義室等を配した建物が 10 棟、１
～10 号館まであり、合わせて講義室 35 室、演習室 32 室、学生自習室 1 室がある。
（大学基礎データ表 37 参照。別紙に大学の教室における設備備品の整備状況を示
す。）
講義室等における視聴覚機器の充実という点では、p.162～164 の表に見るとお
り学内ほとんどの教室で AV 機器が整備されており、現状は適切であるといえる。
今後は、AV 機器の発達に伴う入れ替え、入れ替えに伴うマニュアルの整備、機
器のメンテナンスなど、適切な対処が課題となる。
研究用の施設としては、横浜キャンパスに、教員の個人研究室が 88 室あり、す
べての教員に割り当てられている。
＜教育の用に供する情報処理機器などの整備状況＞
教育用の情報処理機器は、情報処理センターにより管理運営されている。教室
およびコンピュータラウンジにおけるハードウエアの設備一覧を p.161 の表に示
す。
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（キャンパス・アメニティ等）
＜キャンパス・アメニティの形成・支援のための体制の確立状況＞
毎年実施している「学生生活意識調査」の結果も考慮し、一層の施設・設備等の改
善に取り組んでいる。
また、学生の要望のみならず年 2 回開催する「保護者と教職員の懇談会」などの場
を通じて、保護者の意見・要望を取り入れた改善策を講じることも必要と考えている。

＜「学生のための生活の場」の整備状況＞
横浜キャンパスでは、学生生活を支える場として、民間業者による書籍・文具
などを販売するコーナー、および同様に民間業者による食堂を 2 箇所に配置して
いるが、近隣に商店、飲食店などがない環境に鑑み、コンビニエンス・ストアを
学内に誘致し、授業期間中は 8：00～19：00 まで、補講期間や大学のイベント期
間は若干短縮営業としているが、学生の利用状況もよく、今後も継続することに
している。

＜大学周辺の「環境」への配慮の状況＞
横浜キャンパスは、住宅・文教地区に隣接しているが、学生の課外活動等によ
る騒音などへの苦情などはなく、大きな問題はないといってよい。
また、横浜キャンパスの冷房には、「エコ・アイス（氷蓄熱式空調システム）」
を採用し、地球温暖化防止の一助となるよう配慮している。今後も周辺環境に対
して充分な配慮を払っていきたい。

（利用上の配慮）
＜施設・設備面における障がい者への配慮の状況＞
バリアフリー対応の現状について
1997（平成 9）年度から、車椅子を必要とする重度の障害をもつ学生が入学し、
以来それらの学生が学校生活を支障無く送れるように、学内のバリアフリー化を
進めた。現状は以下のとおりである。
課題としては、今後の学生の状況に応じ、必要な設備を拡充すること、設備を
良好に維持・管理することが挙げられる。
1・2・3・4 号館（左記は連結した建物となっている）
1．

1 号館１F 正面入口にスロープ有り。

2．

3 号館階段に身障者向けの簡易昇降機 1 台有り。

3．

3 号館１F 入試広報課入口横に身障者トイレ 1 箇所有り。

5 号館
1．

１F 東側入口に自動ドアー有り。

155

2．

東側階段に身障者向けの簡易昇降機１台有り。

3．

1F 東側階段横に身障者トイレ 1 箇所有り。

図書館
1．

１F 正面入口から室内各階とも床段差無し。

2．

１F 正面入口に自動ドアー有り。

3．

エレベーター利用者用・職員用各 1 台有り。

4．

2F を除く各階に身障者トイレ有り。

9 号館
1．

B1F に下るスロープ有り。（隣接の 8 号館１F 前経由）

2．

B1F に身障者トイレ１箇所有り。

アクアセンター
1．

正面入口前にスロープ有り。

2．

正面入口に自動ドアー有り。

3．

男女ロッカー室とｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙに身障者トイレ計３箇所有り。

体育館：

正面入口にスロープ有り。

礼拝堂：

正面入口にスロープ有り。

クラブハウス
1．

１F 正面入口にスロープ有り。

2．

１F に身障者トイレ１箇所有り。

＜キャンパス間の移動を円滑にするための交通動線・交通手段の整備状況＞
本学は、横浜キャンパスのほか、都心の六本木に夜間大学院がある。そのた
め、学生と教職員の移動の便宜を図るため、次のような工夫をしている。
最寄のバス停まで徒歩 7～8 分、さらに JR、私鉄等の駅まで 10 分から 25 分を
要する立地に鑑み、教職員バスおよび学生用シャトルバスを運行している。
定期的に利用状況を点検し、運行スケジュールを見直すなど、工夫をしてい
るが、利用する学生や教職員の要望も取り入れ、一層便宜を図っていくことが
必要と考えている。

（組織・管理体制）
＜施設・設備等を維持・管理するための責任体制の確立状況＞
横浜キャンパスの施設・設備等の維持・管理は総務課管財担当が所管しており、
樹木等植栽の管理、空調・電気・消防設備の維持管理、建物の清掃、構内警備を
一部外部委託契約のうえ外注している。
スポーツ関係施設については、特に「スポーツ施設使用管理委員会」を設け、
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維持・管理している。
以上のとおり、施設・設備の維持・管理について、現状の体制で問題はないと
考えている。

＜施設・設備の衛生・安全の確保を図るためのシステムの整備状況＞
施設・設備の衛生・安全確保を図るためのシステムについては、法令を遵守し
ており、例えば、消防設備は消防法に基づく火災報知器を備え、定期点検を行い、
万全を期している。さらに、学内での事故、地震などの災害を想定した緊急時マ
ニュアルを備えており、危機管理を念頭に置き、検討のうえ整備している。
今後の課題としては、横浜キャンパスでは、自然環境に恵まれたキャンパスの
良さを維持しながら、交通の便の良くない点などを、シャトルバス等活用するこ
とで補いつつ、学生の教育および生活をサポートすることが一番に挙げられる。
また、シャトルバスなどの活用も含め、六本木キャンパスとの一層の連携強化
も図っていく必要がある。
地域への大学施設・設備の開放については、女子学生の安全に配慮しつつ、今
までの経験を生かし、より多くの機会に地域の方々にも本学キャンパスを活用い
ただけるよう、一層工夫の必要がある。
1989（同元）年に開学した本学も、2008（同 20）年度 20 年目を迎えた。この恵
まれた自然環境や施設・設備の充実度を保つためにも、長期計画で維持・保全を
考えたい。
また、学生の教育と生活両面に環境面で一層のサポートを行うこと、また、周
辺地域への貢献にも充分配慮を払うことが、重要と考えている。
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＜六本木キャンパス＞
施設・設備の概要
２．１ 校地等について
六本木キャンパスには、社会人を対象として平日の夜間および土曜日に授業を
行う大学院がある。所在地は、東洋英和学院発祥の地である、東京都港区六本木
の鳥居坂であり、近隣にはシンガポール大使館、フィリピン大使館、鳥居坂教会、
国際文化会館などがあり、教育・文化の中心であるのみならず、近年、六本木ヒ
ルズ、東京ミッドタウンなどの再開発事業の結果、全国的にも注目の地域である。

２．２ 校舎等設備について
（施設・設備等の整備）
＜大学院研究科の教育研究目的を実現するための施設・設備等諸条件の整備状
況の適切性＞
六本木キャンパスは、本部・大学院棟の 3～5 階が大学院に充てられており、講
義室 13 室がある（大学基礎データ表 37 参照。別紙に大学院の教室における設備
備品の整備状況を示す。）
個人研究室はないが、共同研究室が 3 室ある。なお、本学は大学院専任教員を
置かず、学部と大学院を兼務するという形を取っているため、教員の個人研究室
はすべて横浜キャンパスにある。また、学生のための共同研究室も、研究科の学
生比率に応じ、人間科学研究科用に 2 室、国際協力研究科用に 1 室を配しており、
学生の研究のために提供している。
＜教育の用に供する情報処理機器などの整備状況＞(p．165 の表)
教育用の情報処理機器は、大学院事務室により管理運営されている。すべての
教室に授業用 AV およびパワーポイント接続用端末など必要機材を配し、学生の自
習用にはコンピュータ室にコンピュータ、プリンタ等必要な機材を備えている。

（キャンパス・アメニティ等）
＜キャンパス・アメニティの形成・支援のための体制の確立状況＞
社会人である大学院生に配慮し、本学大学院設備は、現在、下記の時間利用で
きるようになっている。
授業のある通常期間：平日 9:00～21:45、土曜日 9:00～20:00
授業のない休暇期間：平日 9:00～21:00、土曜日 9:00～20:00
なお、現在の利用時間帯は、年 2 回開催する大学院生との懇談会での要望およ
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び授業時間帯の拡充（平日 1 から 2 コマ、土曜日 5 から 6 コマ編成へ拡充）に伴
い、2005（同 17）年度から延長した時間帯である。
今後も大学院生の要望や状況に配慮し、便宜を図っていきたい。

＜「学生のための生活の場」の整備状況＞
六本木キャンパスでは、社会人対象の夜間大学院であり学生の利用時間帯が限
られるということ、また、近隣に商店などもあり便利な立地であることから、キ
ャンパス内には自動販売機を設置している程度である。なお、自動販売機は 2 階
のラウンジに隣接して設けられ、ラウンジでの飲食が可能となっている。

＜大学院周辺の「環境」への配慮の状況＞
六本木キャンパスでは、学生の大部分が社会人で、平日の夜間、および土曜日
に通学し、課外活動がほとんどないという関係もあり、近隣住民からの苦情など
はなく、問題はないといえる。

（利用上の配慮）
＜施設・設備面における障がい者への配慮の状況＞
バリアフリー対応の現状について
大学院（六本木校地 本部・大学院棟内）
1．

１F 正面入口から室内各階とも床段差無し。

2．

１F 正面入口に自動ドアー有り。

3．

エレベーター１台有り。

4．

１F に身障者トイレ１箇所有り。

＜キャンパス間の移動を円滑にするための交通動線・交通手段の整備状況＞
横浜キャンパスからの六本木キャンパスへの学生・教職員の移動の便宜を図
るため、次のような工夫をしている。
横浜キャンパスは、最寄のバス停まで徒歩 7～8 分、さらに JR、私鉄等の駅ま
で 10 分から 25 分を要する。そこで教職員バスおよび学生用シャトルバスを運
行し、六本木キャンパスへの移動が円滑にできるよう配慮している。

（組織・管理体制）
＜施設・設備等を維持・管理するための責任体制の確立状況＞
六本木キャンパスについては、法人事務局総務部管財課が所管しており、横浜
キャンパスと同様に、樹木等植栽の管理、空調・電気・消防設備の維持管理、建
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物の清掃、構内警備を一部外部委託契約のうえ外注している。

＜施設・設備の衛生・安全の確保を図るためのシステムの整備状況＞
六本木キャンパスの施設・設備の衛生・安全確保を図るためのシステムについ
ても、法令を遵守しており、例えば、消防設備は消防法に基づく火災報知器を備
え、定期点検を行い、万全を期している。さらに、横浜キャンパス同様に、学内
での事故、地震などの災害を想定した緊急時マニュアルを備えており、危機管理
を念頭に置き、検討のうえ整備している。
六本木キャンパスの今後の課題としては、近年、本学院・大学院を含めた鳥居
坂地域一帯が、大手ディベロッパーによる再開発計画の対象となっており、環境
の変化が予測されることから、大学院生の教育と生活を良好な状態に保つため必
要な措置を講じられるよう、開発計画に関する情報収集ならびに地域との連携を
推し進めていかなければならないと考えている。
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東洋英和女学院大学 コンピュータ教室ハードウェア構成
建物

階

名称

機種

台数

周辺機器等

プリンター
モノクロ
カラー

コンピュータルームA

FUJITSU
FMV-C5200

42

FDD
CD-RW/DVD-ROM

2

コンピュータルームB

FUJITSU
FMV-C5200

28

FDD
CD-RW/DVD-ROM

2

コンピュータルームC

FUJITSU
FMV-C5200

42

FDD
CD-RW/DVD-ROM

2

6

FDD
DVD SuperMulti
スキャナ(EPSON GT-F520）
ドキュメントスキャナ(FUJITSU ScanSnap FI-5110E0X3)
メモリカードリーダー(BUFFALO MCR-C12/U2)
ペンタブレット(WACOM Intuos3)

54

FDD
CD-RW/DVD-ROM

2

86

FDD
CD-RW/DVD-ROM

2

1階
3号館
コンピュータサロン

2階

３２０５教室

3階

自習室

FUJITSU
FMV-C5200

FUJITSU
FMV-C610

2

東洋英和女学院大学 コンピュータラウンジハードウェア構成
機種

台数

周辺機器等

プリンター
モノクロ
カラー

建物

階

名称

図書館

B1階

アルファウイング

FMV-S8210

15

CD-RW/DVD-ROM

1

カルテット
ホール

2階

カルテットホール

FMV-S8210

10

CD-RW/DVD-ROM

－

161

－

教 室 設 備 備 品（大学）
教室

座席数

ﾋﾞﾃﾞｵ

ｶｾｯﾄ

MDP

OHP

ｽﾗｲﾄﾞ

教材

TV-VP

ﾃﾞｯｷ

提示

ﾀﾞﾌﾞﾙ

○

VP2

VP1

ﾏｲｸ

ｽｸﾘｰﾝ

ｴｱｺﾝ

その他

ﾜｲﾔﾚｽﾊﾝﾄﾞ1
電動2 ﾜｲﾔﾚｽﾀｲﾋﾟﾝ 22/31
1

○

ﾊﾟｿｺﾝ
44

電動1

○

ﾊﾟｿｺﾝ
30

○

ﾊﾟｿｺﾝ
45

型式

CH

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ
ﾙｰﾑA

42

DVD/VHS

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ
ﾙｰﾑB

28

DVD/VHS

○

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ
ﾙｰﾑC

42

DVD/VHS

○

LL1
(3201)

36

S-VHS/8mm
個別VHS18

ﾀﾞﾌﾞﾙ

DVD・LD

○

LL2
(3202)

36

S-VHS/8mm
個別VHS18

ﾀﾞﾌﾞﾙ

DVD・LD

○

3205

54

DVD/VHS
BD/DVD

ﾀﾞﾌﾞﾙ

CD/MD

○

3206

20

3207

70

DVD/VHS
世界対応

ｼﾝｸﾞﾙ

3208

117

DVD/VHS

ﾀﾞﾌﾞﾙ

3209

33

DVD/VHS

ｼﾝｸﾞﾙ

3210

26

3301

70

3303

86

3306

130

DVD/VHS

ﾀﾞﾌﾞﾙ
CD/MD

3307

34

DVD/VHS

ｼﾝｸﾞﾙ

TV1

○

3308

34

DVD/VHS

ｼﾝｸﾞﾙ

TV1

○

3309

34

DVD/VHS

ｼﾝｸﾞﾙ

TV1

○

3310

34

DVD/VHS

ｼﾝｸﾞﾙ

TV1

3311

34

DVD/VHS

ｼﾝｸﾞﾙ

TV1

○

3312

70

DVD/VHS
世界対応

ｼﾝｸﾞﾙ

TV1

○

3314

168

DVD/VHS

ﾀﾞﾌﾞﾙ
CD/MD

ﾜｲﾔﾚｽﾊﾝﾄﾞ1
手動3 ﾜｲﾔﾚｽﾀｲﾋﾟﾝ 13/14
1
ﾜｲﾔﾚｽﾊﾝﾄﾞ1
個別用 50ｲﾝﾁPDP
ﾜｲﾔﾚｽﾀｲﾋﾟﾝ 35/36
TV18
1
ﾜｲﾔﾚｽﾊﾝﾄﾞ1
個別用 50ｲﾝﾁPDP
ﾜｲﾔﾚｽﾀｲﾋﾟﾝ 55/61
TV18
1
VP3

VP1

ﾜｲﾔﾚｽﾊﾝﾄﾞ1
電動1 ﾜｲﾔﾚｽﾀｲﾋﾟﾝ 14/42
1 有線1

TV1
○

TV1

○

○

ﾊﾟｿｺﾝ
55

○
移動
ﾜｲﾔﾚｽﾊﾝﾄﾞ1
電動1 ﾜｲﾔﾚｽﾀｲﾋﾟﾝ 51/52
1

○

暗幕

TV1

○

ｴﾚｸﾄｰﾝ

DVD/VHS

TV1

○

S-VHS

TV1

○

ﾋﾟｱﾉ

○

ﾊﾟｿｺﾝ

○

暗幕

○

○

VP1

○

○

3号館
3階ﾛﾋﾞｰ

CD/MD

○

VP1

VP1

ﾜｲﾔﾚｽﾀｲﾋﾟﾝ
11
1
ﾜｲﾔﾚｽﾊﾝﾄﾞ1
電動1 ﾜｲﾔﾚｽﾀｲﾋﾟﾝ 53/54
1

移動

ﾜｲﾔﾚｽﾊﾝﾄﾞ1
電動1 ﾜｲﾔﾚｽﾀｲﾋﾟﾝ 23/24
1

○

○

○

4201

56

DVD/VHS

ｼﾝｸﾞﾙ

TV1

OHP

○

4202

56

DVD/VHS

ｼﾝｸﾞﾙ

TV1

OHP

○

4203

70

DVD/VHS

ｼﾝｸﾞﾙ

TV1

OHP

○

4204

34

DVD/VHS
DVD

ｼﾝｸﾞﾙ

TV1

4205

34

DVD/VHS

ﾀﾞﾌﾞﾙ

TV1
162

○
OHP

○

暗幕

4206

34

DVD/VHS

ｼﾝｸﾞﾙ

TV1

4301

34

DVD/VHS

ｼﾝｸﾞﾙ

TV1

4302

34

DVD/VHS

ｼﾝｸﾞﾙ

TV1

4303

34

DVD/VHS

ｼﾝｸﾞﾙ

TV1

4304

34

DVD/VHS

ｼﾝｸﾞﾙ

TV1

4305

34

DVD/VHS

ｼﾝｸﾞﾙ

TV1

OHP

○

4306

34

DVD/VHS

ｼﾝｸﾞﾙ

TV1

OHP

○

4307

34

DVD/VHS

ｼﾝｸﾞﾙ

TV1

4308

34

DVD/VHS

ｼﾝｸﾞﾙ

TV1

5101

342 DVD DV/S-VHS ﾀﾞﾌﾞﾙ

※エアコン⇒
※MDP⇒

○･･･冷暖両用

CD/MD

○

△･･･冷房専用

○

○

○
OHP

○
○

OHP

○
○

○
OHP

○

ﾜｲﾔﾚｽﾊﾝﾄﾞ1
電動1 ﾜｲﾔﾚｽﾀｲﾋﾟﾝ 41/42
1 有線1

VP

○
(要資
格)

ﾊﾟｿｺﾝ付

無印･･･ボイラー暖房のみ※

マルチディスクプレーヤー（CD・LDが再生できます）※

※TV⇒テレビ・VP⇒ビデオプロジェクター※

教室

座席数

ﾋﾞﾃﾞｵ

ｶｾｯﾄ
ﾃﾞｯｷ

教材

MDP

OHP

ｽﾗｲﾄﾞ

CD/MD

○

○

○

VP

○

○

VP

提示

TV-VP

ｽｸﾘｰﾝ

ﾏｲｸ

ｴｱｺﾝ

その他

ﾜｲﾔﾚｽﾊﾝﾄﾞ1
電動1 ﾜｲﾔﾚｽﾀｲﾋﾟﾝ 43/44
1 有線1

○
(要資
格)

ﾊﾟｿｺﾝ付

ﾜｲﾔﾚｽﾊﾝﾄﾞ2
14/45/
張込式1 ﾜｲﾔﾚｽﾀｲﾋﾟﾝ
46/52
2 有線1

○
(要資
格)

ﾊﾟｿｺﾝ付

型式

CH

5102

302 DVD DV/S-VHS ﾀﾞﾌﾞﾙ

5201

546 DVD DV/S-VHS

5202

84

ｼﾝｸﾞﾙ

○

5203

66

ｼﾝｸﾞﾙ

○

5204

256 DVD DV/S-VHS ﾀﾞﾌﾞﾙ

8101

238

S-VHS
8mm
DVD

8102

40

8103

ﾀﾞﾌﾞﾙ
(調整室)

CD/MD

CD/MD

○

○

○

VP

ﾜｲﾔﾚｽﾊﾝﾄﾞ1
電動1 ﾜｲﾔﾚｽﾀｲﾋﾟﾝ 25/26
1 有線1

○

ﾊﾟｿｺﾝ付

ﾀﾞﾌﾞﾙ
(調整室)

○
MD

○

○
(調整室)

○

VP1

ﾜｲﾔﾚｽﾊﾝﾄﾞ1
電動1 ﾜｲﾔﾚｽﾀｲﾋﾟﾝ 51/52
1

○

ﾋﾟｱﾉ
地図掛
ﾊﾟｿｺﾝ付

S-VHS

ﾀﾞﾌﾞﾙ

○

○

VP1
TV8

電動1

○

ﾋﾟｱﾉ
ｸﾗﾋﾞﾉｰﾊﾞ
ﾚｺｰﾄﾞ

144

S-VHS

ｼﾝｸﾞﾙ

○
(CDの
み)

○

ﾋﾟｱﾉ
DAT
ﾚｺｰﾄﾞ

9002

90

DVD/VHS

9003

144

DVD/VHS

ﾀﾞﾌﾞﾙ

CD/MD

9006

155

DVD/VHS

ﾀﾞﾌﾞﾙ

9007

144

DVD/VHS

ﾀﾞﾌﾞﾙ

9101

36

DVD/VHS

ｼﾝｸﾞﾙ

TV1

ﾜｲﾔﾚｽﾊﾝﾄﾞ1
ﾜｲﾔﾚｽﾀｲﾋﾟﾝ 15/16
1

PDP1

有線1

○

○

VP1

ﾜｲﾔﾚｽﾊﾝﾄﾞ1
電動1 ﾜｲﾔﾚｽﾀｲﾋﾟﾝ 25/54
1 有線1

○

暗幕

CD/MD

○

VP1

ﾜｲﾔﾚｽﾊﾝﾄﾞ1
電動1 ﾜｲﾔﾚｽﾀｲﾋﾟﾝ 15/61
1 有線1

○

暗幕

CD/MD

○

VP1

ﾜｲﾔﾚｽﾊﾝﾄﾞ1
電動1 ﾜｲﾔﾚｽﾀｲﾋﾟﾝ 36/46
1 有線1

○

暗幕

TV1
163

○

9102

90

DVD/VHS

ｼﾝｸﾞﾙ

TV1
PDP1

9103

32

DVD/VHS

ｼﾝｸﾞﾙ

TV1

9104

90

DVD/VHS

ｼﾝｸﾞﾙ

TV1
PDP1

9105

36

DVD/VHS

ｼﾝｸﾞﾙ

TV1

9106

112

DVD/VHS

ﾀﾞﾌﾞﾙ

CD/MD

○

VP1

ﾜｲﾔﾚｽﾊﾝﾄﾞ1
電動1 ﾜｲﾔﾚｽﾀｲﾋﾟﾝ 23/41
1 有線1

○

暗幕

9107

112

DVD/VHS

ﾀﾞﾌﾞﾙ

CD/MD

○

VP1

ﾜｲﾔﾚｽﾊﾝﾄﾞ1
電動1 ﾜｲﾔﾚｽﾀｲﾋﾟﾝ 42/43
1 有線1

○

暗幕

9108

72

DVD/VHS

ｼﾝｸﾞﾙ

TV1

○

9109

72

DVD/VHS

ｼﾝｸﾞﾙ

TV1

○

9110

72

DVD/VHS

ｼﾝｸﾞﾙ

TV1

○

9201

36

DVD/VHS

ｼﾝｸﾞﾙ

TV1

○

9202

120

S-VHS
DVD

ﾀﾞﾌﾞﾙ

9203

32

DVD/VHS

9204

48

DVD/VHS

ｼﾝｸﾞﾙ

TV1

9205

36

DVD/VHS

ｼﾝｸﾞﾙ

TV1

○

9206

36

DVD/VHS

ｼﾝｸﾞﾙ

TV1

○

○

○

○

VP1

有線1

○
○

移動

有線1

○
○

ﾜｲﾔﾚｽﾊﾝﾄﾞ1
張込式
ﾜｲﾔﾚｽﾀｲﾋﾟﾝ 11/12
1 OHP
1

TV1

△

暗幕
ﾊﾟｿｺﾝ付

○
OHP

○

福祉実習室

9207

暗幕

○

9208

185

S-VHS
8mm

ﾀﾞﾌﾞﾙ

9209

72

DVD/VHS

ｼﾝｸﾞﾙ

9210

72

DVD/VHS

○
(ﾋﾞﾃﾞｵ
ｽﾗｲﾄﾞ)

DVD・LD

○

VP1
TV1

10204

S-VHS

ﾀﾞﾌﾞﾙ

○

体育館

S-VHS
8mm

ﾀﾞﾌﾞﾙ

CD/MD

ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ

DVD/VHS

ｱｸｱｾﾝﾀｰ

○

移動

○

164

ﾊﾟｿｺﾝ付

○

暗幕

○

TV1

○

TV1

CDのみ

OHP

○

TV1

VP1
ﾀﾞﾌﾞﾙ

ﾜｲﾔﾚｽﾊﾝﾄﾞ1
張込式1 ﾜｲﾔﾚｽﾀｲﾋﾟﾝ 21/22
1

ﾜｲﾔﾚｽﾊﾝﾄﾞ1 26/34/
ﾜｲﾔﾚｽﾀｲﾋﾟﾝ 44/45/
1
46/55

○

移動式 ﾜｲﾔﾚｽﾊﾝﾄﾞ2 15/16

○

ﾜｲﾔﾚｽﾊﾝﾄﾞ2 11/12

○

OHP

LD･DVD
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教 室 設 備 備 品 (大学院）
教室

ﾊﾟｿｺﾝ

ﾗｯｸ

機材提示 ﾃﾚﾋﾞ

AV機器

投影方式

DVD/S-VHS
ｶｾｯﾄ

液晶

名称

操作ﾊﾟﾈﾙ

ﾓﾆﾀ

固定式
ﾗｯｸ

ﾀｯﾁ式

13ｲﾝﾁ

202

移動
ﾜｺﾞﾝ

なし

Aﾃﾚﾋﾞ DVD/S-VHS

203

移動
ﾜｺﾞﾝ

なし

Bﾃﾚﾋﾞ

VHS

204

移動
ﾜｺﾞﾝ

なし

Bﾃﾚﾋﾞ

VHS

205

固定
ﾗｯｸ

ﾀｯﾁ式

13ｲﾝﾁ

301
(中教室)

固定
ﾗｯｸ

ﾀｯﾁ式

13ｲﾝﾁ

401

移動
ﾜｺﾞﾝ

なし

Aﾃﾚﾋﾞ DVD/S-VHS

402

移動
ﾜｺﾞﾝ

なし

Bﾃﾚﾋﾞ

403

移動
ﾜｺﾞﾝ

なし

Bﾃﾚﾋﾞ DVD/S-VHS

405-1

移動
ﾜｺﾞﾝ

なし

Bﾃﾚﾋﾞ

405-2

移動
ﾜｺﾞﾝ

なし

Bﾃﾚﾋﾞ DVD/S-VHS

201-1-2

書画ｶﾒﾗ

ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ

ﾏｲｸ

暗幕

OHP

ﾊﾝﾄﾞ型4本ﾀｲﾋﾟﾝ型1
本 (ﾜｲﾔﾚｽと共用不 有線2本 電動式
可)

201-3
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ
室

DT
17台

書画ｶﾒﾗ

DVD/S-VHS
ｶｾｯﾄ

液晶

DVD/S-VHS
ｶｾｯﾄ

液晶

ﾊﾝﾄﾞ型1本ﾀｲﾋﾟﾝ型1
本 (ﾜｲﾔﾚｽと共用 有線2本 手動式
可)
ﾊﾝﾄﾞ型1本ﾀｲﾋﾟﾝ型1
移動式
本 (ﾜｲﾔﾚｽと共用 有線2本 手動式
映写機設置
可)

移動式
映写機設置

VHS

404
VHS

手動式
手動式

※Aﾃﾚﾋﾞ:PC接続可、Bテレビ:PC接続不可

165

ｽﾗｲﾄﾞ映写
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第１２章

図書･電子媒体等

【到達目標】
○ 学生の学習環境、学習態度の変化に対応した学生支援を図るため、従来の図
書館機能に加えて、個別に学習支援しうる環境を整える。
○ 学術情報基盤としての図書館機能の充実のために、電子資料の導入・活用を
進め、さらに情報発信を担当する部署として機能することをめざす。
○ 横浜キャンパス（学部）の大学図書館と六本木キャンパス（大学院）の大学
院図書室の連携を強化する。

１．図書、図書館の整備
＜図書、学術雑誌、視聴覚資料、その他教育研究上必要な資料の整備の現況＞
図書
2008(平成 20)年 5 月 1 日現在、横浜キャンパスの大学図書館の蔵書数は約 23 万冊、
内洋書 27％、六本木キャンパスの大学院図書室においては、蔵書数は約 3 万 6 千冊、
内洋書は 26％である。大学図書館、大学院図書室ともに過去 3 年間（2005（同 17）年
度～2007(同 19)年度）の年間受入冊数は連続増加となっている。
大学図書館と大学院図書室は個別に予算を組んでおり、図書予算もそれぞれで執行し
ている。
大学図書館図書購入費は、各学科教員が教育、研究のために購入を希望する学科配分
費、学生希望図書費、参考図書費、継続図書費などに配分、大学院図書室においても研
究科配分費のほか大学図書館とほぼ同様に分けられる。年度当初の図書館委員会におい
て決定される配分額に沿い予算が執行される。
これまで明文化されていなかった収書方針及び寄贈図書受入基準を、それぞれ
2006(同 18)年度及び 2007(同 19)年度に定めた。これらは今後これまで以上に本学のカ
リキュラムに沿った適切な資料収集の基盤となるものである。
収書方針等に続き除架・除籍の基準を定めることが早急に必要である。利用度ならび
に資料の劣化度を考慮に入れ、蔵書構成について慎重かつフレキシブルな対応をしてい
きたい。DVD-ROM など新しい媒体の登場、電子ブックの普及も急速であり、今後導入の
可能性を探っていきたい。
洋図書は価格が高いことも受入れ難い一因である。しかし、研究・教育において国際
化を目指し、語学に重きをおく本学としては、基本的な洋図書資料は欠落しないように
留意していきたい。
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学術雑誌
電子ジャーナルが普及し、雑誌の発行形態は従来の冊子体と電子媒体による提供が並
立しているが、本学においても 2003(同 15)年度から電子ジャーナルの契約を開始した。
大学図書館における冊子体の所蔵雑誌は 2007(同 19)年度末で約 3300 タイトル、この
内購入は国内雑誌約 320 タイトル、外国雑誌約 350 タイトルの計約 670 タイトル、大学
院図書室では、国内雑誌 157 タイトル、外国雑誌 91 タイトルである。近年特に外国雑
誌の値上がりによる購入費の増大が図書費を圧迫している。図書費から予算を雑誌費に
回すなどして、現在の雑誌の購読維持に努めている。
なお電子ジャーナルにおいては、フルテキストで利用できるタイトル数は 2008(同
20)年 4 月約 4500 タイトルであるが、電子媒体で提供できるタイトル数は年々大幅に増
加している。
2006(同 18)年度後半期にカレント雑誌の利用調査を実施した。大学院図書室では続
けて今年度も調査を行っている。この調査結果に加え ILL による外部からの利用依頼、
電子ジャーナルの利用統計を含めて利用度を観察し、結果を踏まえて洋雑誌の購読見直
しを行なう予定である。
図書館に所蔵する冊子体雑誌と Web アクセスによる電子ジャーナルを併用しつつ、資
料提供の便をいかに図ることができるかが、今後の課題といえる。OPAC 上で媒体は異
なっていても雑誌をフレキシブルに検索・利用できるよう改善を目指す。将来は OPAC
においても雑誌の枠を超え、論文単位の情報提供が利用者から求められるだろう。電子
的図書館機能への検討も必要になると思われる。またリモートで自宅からも利用できる
環境を整えるなど、時代に即した教員、大学院生への研究環境も検討したい。

視聴覚資料
2007(同 19)年度末現在の視聴覚資料所蔵数は 5,600 である。近年視聴覚資料はその
形態の変動も著しく、当館においても、テープから、より耐久性に優れるディスクにか
えて購入するようになっている。教員希望によるカリキュラムに密着した学術的内容の
視聴覚資料、及び学生の希望による教養向き資料が中心である。大学院図書室でも、専
門性のある視聴覚資料がふえてきており、研究を援助するメディアとして今後も活用し
たい。
新鮮な視聴覚資料があることは利用者にとって魅力ある図書館の要素の一つである
が、図書と比較してまだ十分とはいえない。文部科学省平成 18 年度学術情報基盤実態
調査結果における私立大学平均所蔵数 7,429 に比較しても、本学の所蔵数はそれを大き
く下回っている。
視聴覚資料も図書と同一の資料費から支出するため、予算面で安定さに欠ける｡ただ
高額なものが多いのも確かで、図書、視聴覚資料を予算で分離せず、内容で判断し柔軟
に対応したい。またケースに入っているがために、チェックしにくい破損、紛失に対す
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るメンテナンスを継続的に行なっていきたい。

＜資料の体系的整備とその量的整備の適切性＞
蔵書は人文・社会科学系の資料が中心であり、収集の中核をなしている。また従来か
らキリスト教関連資料、保育・幼児教育関連資料などに特徴がある。
選書は、カリキュラムに関係した図書を中心に、各教員が選書資料に目を通して随時
図書館に推薦し、参考図書は図書館が中心に選書、学生による購入希望も積極的に受け
付けている。高額資料は 30 万円以上を基準とし、各学科で了承を経た後図書館委員会
で検討し、購入を決定している。
大学図書館・大学院図書室ともにシラバスに掲載されている参考書、教科書はほぼ網
羅的に購入するほか、年度途中で配布された参考文献リストや指定図書については教員
の協力を仰いで整備を心がけている。大学院図書室においては院生の多岐にわたる研究
テーマをバックアップするために 2007(同 19)年度から希望図書の枠を拡大した。
本学の書誌作成ツールとして、目録に「日本目録規則 1987 年版改訂ニ版」
（和図書）
、
「AACRⅡ Rev.」
（洋図書）を、分類には「日本十進分類法新訂 9 版」
、件名は「基本件
名標目表第 3 版」と「基本件名標目表第４版」を併用して使用している。 図書館シス
テムは大学・大学院図書室共通でリコーの LIMEDIO を使用し、国立情報学研究所（NII）
の NACSIS-CAT と接続して受け入れ資料を整理している。
大学図書館では 2006(同 18)年度から一部新刊書について整理業務の委託を試行して
いる。
2007(同 19)年度までを見る限り、一般に他学では減少傾向にある図書資料費、購入図
書総冊数は本学においては大きな変動なく推移した。しかしこれが今後も継続するとは
限らず、また将来スペースの狭隘化は必定であるため、既に書架に並んでいる資料に及
んで蔵書構成を見直す必要がある。洋図書に関しては減少傾向となっているが、文部科
学省の学術情報基盤実態調査報告によれば他の私立大学図書館も同様に減少傾向とな
っている。
大学院図書室においては、大学図書館と補完しあうことで足りない部分を補い、さら
に大学院の特性に合った資料や、大学院生の研究に必要な資料を積極的に購入している。
大学図書館における資料の分類法は従来「日本十進分類法新訂 8 版」に当館独自分類を
多く加えたものを使用していたが、整理業務の効率化を考える上で継続使用が困難で
あると判断し、2006(同 18)年 9 月、なるべく独自分類は残さない方針ですでに大学院
図書室で導入していた「日本十進分類法新訂 9 版」へ切り替えた。
2008(同 20)年 3 月末時点で、大学図書館所蔵資料の約 88％はデータ化され、現在の
時点で利用されうる大部分の資料が OPAC 上で検索可能となった。しかし約 26,700 件が
まだデータ化されていないため、作業を継続する必要がある。
大学院図書室においては全所蔵資料のデータベース化が終了している。
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大学図書館では兼務業務に携わりながら整理業務の担当者が 2 名という状態で、本学
で必要な質を保ちながら整理をしていくのはなかなか容易でない。そのような状況の内
で、利用者に早く資料が提供できるよう、優先順位をつけて作業しているが、一層業務
の効率化をすすめていく必要がある。件名については、基本件名表目標 3 版と 4 版の併
用を統一させ、主題検索の精度を高めたい。

＜図書館の規模、開館時間、閲覧室の座席数、情報検索設備や視聴覚機器の配
備など、利用環境の整備状況とその適切性＞
《ハード面における利用環境の配備と適切性》
図書館の規模、閲覧室の座席数、視聴覚機器の配置
大学図書館の建物は総延面積 5422.08 ㎡ 鉄筋コンクリート造 地上 2 階地下 2 階で
ある。閲覧席数は 455 席、この外にグループ学習室 4 部屋（計 39 席）
、非常勤講師およ
び院生の利用を目的とした研究個室 2 部屋（計 2 席）
、対面朗読室 1 部屋（計 2 席）
、マ
イクロ資料室および定員 60 名のミニホールなどを有する。また身体障がい者用の車椅
子対応キャレル、トイレなどを配備しバリアフリーに努めている。現在図書収容能力は
電動書架を含め 310.000 冊である。視聴覚ブースについては、17 台のうち 4 台はオー
ディオブースとして CD、MD、カセットを装備、13 台には DVD、VHS などを搭載している。
また 2006 年 9 月に入館ゲートを設置しセキュリティ確保を図った。
閲覧席数は学生数 2,337 名（2008(同 20)年 5 月 1 日現在）に対し約 19.5％であり、
ゆとりがあると考えられる。また、グループ学習室は学生の利用のみならず、教員が授
業において利用するなど活用されている。同様にミニホールも図書館オリエンテーショ
ン、データベース講習以外に、授業や卒業論文の発表会で、装備してある機器を使用し
たプレゼンテーションなどに活用されている。上記の閲覧席に含まれていないが、館内
にリフレッシュルーム 1 部屋および各階にソファを配置し利用者へ居心地よさを提供
している。収容能力については現在所蔵冊数が 220,000 冊以上になり、キャパシティー
の 70％を超えたため、2006(同 18)年度、2007(同 19)年度と年度末に複本などを別館書
庫へ移動したが、さらに除架・除籍が必要となっている。視聴覚機器の整備については
ソフトの形態がビデオから DVD に移行しているため、ビデオの全ブースに DVD プレーヤ
ーを増設し、要望に応えている。
大学院図書室においても座席数は現在の大学院入学定員の２割以上を確保しており、
今後在籍者数の大幅な増加がない限り不足することはない。また 2003(同 15)年 4 月新
築の際 AV ブースを設置し、館内で視聴覚資料の利用環境を整えた。今後は利用促進の
ため PR する必要がある。
大学図書館では蔵書収容能力が 70％を超え、別館書庫に複本などを移動したが近々
に除架基準・廃棄基準を制定し、利用に即した適切な資料配置をめざす。
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大学院図書室の利用環境については 2003(同 15)年の新築に伴いほぼ整備されたと思
われるが、書架の収容冊数は充分とはいえない。すでに満杯になっている書架もあり、
寄贈資料や重複資料を中心に除架基準の検討と実施も考える必要がある。

開館時間
大学図書館では、
2002(同 14)年度以前の開館時間は 9：00～18：00 であったが、2002(同
14)年度～2004(同 16)年度において 9：00～19：00

と延長、さらに 2005(同 17)年度以

降 9：00～19：20 とした。
大学院図書室の開室時間は、2006(同 18)年度からの授業時間の延長に合わせ、平日
は 14：00～21：40、土曜日は 9：00～19:30 と閉館時間を延長した。
開館時間については段階的に授業終了時間に合わせ開館時間を延長し、現在一日当た
りの時間外開館時間は 2 時間である。その一方授業終了時間が更に延びており、充分に
対応できているとはいえない状況である。なお、現在大学図書館においては土曜日が閉
館であるが、今後検討すべき点である。また、大学院図書室でも、午前中から開室して
ほしいという利用者の要望は寄せられるが、現在の人員のまま交代制シフトで維持する
のは不可能である。人員増、サービス内容の見直し、設備の増設などの措置を検討する
ことが前提となる。
更なる開館時間の延長については、人的措置およびキャンパスの立地事情も考慮に入
れ、検討する必要がある。

情報検索設備
2003(同 15)年 9 月ハードウェアを含めたシステムリプレイスを実施、
館内設置の OPAC
パソコン（情報検索用パソコン）32 台の機器入れ替えを行なった。OPAC パソコンには
インターネット検索用ソフトをインストール、図書館ホームページから本館蔵書検索シ
ステム（OPAC）のほか、各種電子ジャーナル、雑誌記事・新聞記事データベースなどに
アクセスできる。上記以外に 2003(同 15)年 4 月に、B1F に学習用ノートパソコン 15 台
とプリンタ 1 台、プリンタサーバ 1 台を設置し、図書館の資料を閲覧、各種データベー
スにアクセスしながらレポートや論文を作成できる環境とした。
2005(同 17)年 8 月にはデータベース検索席のパソコン 6 台の機器入れ替えを実施。
ネットワークプリンタも導入し、より快適にデータベースを利用できる環境を整備して
いる。
2001(同 13)年 4 月に外部公開した図書館ホームページは、2003(同 15)年 4 月に全面
リニューアルし、図書館が提供する各種情報にアクセスしやすいよう、ユーザビリティ
に配慮し、ポータルとしてのホームページ構築を図ってきた。さらに 2008(同 20)年 4
月に２回目の全面リニューアルを実施。今回大学ホームページの管理下に移行し、レイ
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アウトが大学他部署と統一された。管理の一元化によりホームページ維持の業務効率化
も実現した。
大学院図書室では、2003(同 15)年に大学図書館が図書館システムをリプレイスした
際に同時にパソコンを入れ替え、台数をふやした。2007(同 19)年 7 月に大学院図書室
の検索用パソコンを図書室のある法人・大学院棟の IP アドレスに接続し、図書館契約
データベースを図書室だけではなく、大学院棟のどのパソコンからもアクセスできるよ
うに変更した。これにより、かねて不満が出ていた検索スピードとアクセシビリティが
向上した。なお、図書館システムは大学図書館、大学院図書室共通である。
利用者に快適な情報検索環境を提供できるよう、定期的にハードウェアの入れ替えを
実施、図書館ホームページから各種情報にアクセスできるようポータル機能の充実も図
っている。また情報検索パソコンだけでなく、レポート・論文などが作成できる学習用
パソコンを設置したことで、利用者がより図書館の提供する情報を活用できる環境とな
った。
環境整備に伴いメンテナンスや細かな設定変更など、図書館での管理の負担が多く、
HP を大学管理下に移行したように、業務を集約し大学内での業務の効率化を図ること
が課題である。
情報環境の変化や、多様化する利用者のニーズに対応できるよう、2008(同 20)年 8
月の図書館システムのリプレイスを機に検討を重ねる予定である。図書館ホームページ
のポータル機能の充実、OPAC からの電子ジャーナルや電子ブックにもシームレスなア
クセス、院生の論文作成などに有効な文献管理ソフトの導入、シラバスと OPAC のリン
クによる学習援助、学院資料のデジタル化、図書館 HP からデジタルコンテンツへのア
クセス、遠隔からの図書館利用を可能にする電子図書館機能の導入などが考えられる。
これらの実現については、大学当局の理解が必要となる。

《ソフト面における利用環境の配備と適切性》
利用者教育
レファレンスサービスカウンターをメインカウンターの横に配置し、利用者の図書館
利用に関するアドバイスをはじめ、文献検索の援助、ILL 受付などのサービスを行って
いる。
2007(同 19)年度からは図書館ホームページから、資料の借出期間延長、予約、資料
の取寄せ、教員に対しては上記に加え ILL 文献複写依頼ができるよう整備した。
利用者教育は、新入生オリエンテーション期間中、入学式後に実施する図書館・図書
室でのオリエンテーションのほかに、教員からの依頼により授業の中で情報・文献探索
指導を行なうオリエンテーションを、初年次教育授業であるフレッシュマンセミナーや、
各種講義、ゼミナール単位で行なっている。参加者がより理解を深められるよう、
2006(同 18)年からは 30 分程度の演習も加え、実際にレファレンスブックスを使った情
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報探索や、OPAC やデータベースを使った情報検索などを体験させている。演習問題は
回収し、採点、必要に応じてコメントを付与し返却している。
新規データベースや電子ジャーナル導入時にベンダーによるオリエンテーションを
実施。2005(同 15)年度からは定期的に様々なデータベースオリエンテーションを開催
し、データベースの活用促進を図っている。その際、利用者がデータベースの使い方を
理解しやすいように、使い方を簡略にまとめたクイックガイドをデータベース毎に作成
し、利用指導に活用している。参加者のニーズが多様化してきていることから、2006(同
18)年からは 1 名から申し込み可能な、個人参加オリエンテーションも実施。個々の希
望に合わせてデータベースの利用指導や情報探索指導などを行なっている。
大学院図書室の新入生オリエンテーションは入学式当日の説明では不十分であり、次
段階のオリエンテーションとして、図書室がプログラムを設定して行うもの、利用者の
求めに応じて個々のニーズに合わせて行うもの、データベースの専門家を招いて講習会
を行うものの 3 形式を行っている。それぞれアンケートをとり評価して、次のプログラ
ムに生かすようにしている。ただ昼間働いている社会人の大学院生が多いため、時間を
設定してまとめてオリエンテーションを行うことが難しい。授業時間での実施など教員
との連携の強化が、利用者教育には不可欠である。
また利用者の自己学習を援助するために大学院図書室では「データベース総合マニュ
アル」を作成、配布している。
新入生図書館オリエンテーションは、2005（同 17）年度までは参加者が 6～7 割程度
であったが、2006(同 18)年度から、開催日を新入生オリエンテーション期間の初日に
まとめて行うようにしたところ、8 割、更に 2008(同 20)年度においては 95％を超える
ようになった。新入生オリエンテーションは図書館活用の第一歩であり、今後もこの出
席率を維持するための工夫・方策が必要であると思われる。
上記に述べたように、大学では授業として行うオリエンテーション依頼も増加傾向に
ある。授業の中に演習を追加したことにより、双方向のオリエンテーションが実現した。
演習中は数名の司書が検索補助をするなど、参加者の疑問や質問に対応するインタラク
ティブな授業となっている。これらが成果となって授業の依頼増加につながっていると
考える。一方、個人参加のオリエンテーションは、参加者数があまり伸びていない。オ
リエンテーションの存在を知らない利用者も多いと思われるので、レポートや卒論作成
時期など潜在的ニーズが高まる時期に合わせ、便利さや効果を謳った積極的な広報をし
ていく必要がある。
参加者の増加のためには、図書館だけでは限界があり、他部署との連携や、教員との
更なる連携で向上を図りたい。参加者アンケートを徹底し、参加者のニーズを調査。要
望に合わせオリエンテーションプログラムの一層の内容充実を図りたい。説明を受けな
がら実習も可能なオリエンテーション環境の整備が必要である。
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２．情報インフラ
＜学術情報の処理･提供システムの整備状況、国内外の他大学との協力の状況＞
大学および大学院では、研究紀要 2 タイトル、研究所単位発行の年報 2 タイトルを発
行している。
このうち大学発行紀要「人文･社会科学論集」
（21 号 2004(同 16)年から）と大学院発
行の紀要「東洋英和女学院大学院紀要」
（初号 2005(同 17)年から）については、国立情
報学研究所の学術雑誌公開支援事業により電子化を行っており、全文が国立情報学研究
所の CiNii で検索、閲覧が可能である。2004(同 16)年に大学院の修士論文を電子化し
て公表することを前提に著作者の許諾を得ることを検討したが、臨床心理系の大学院の
ためプライバシイ保護の観点から実現しなかった。今後、学術リポジトリへの取り組み
も必要になることからまず博士論文の電子化に向けて著作者許諾を得て大学からの情
報発信に寄与したいと考える。
国立情報学研究所（Nii）による NACSIS－ILL に加盟し、料金相殺制度を利用し各大
学図書館との相互協力を積極的に行っている。本学大学図書館においては、複写、図書
貸借ともに、依頼件数より受付件数が圧倒的に多い。国外大学図書館については Nii に
よるグローバル ILL の登録をして要望に対応している。実際には海外からの依頼は今の
ところないが、海外への文献複写は英国図書館（BL）、米国議会図書館（LC）などに Nii
を介して依頼している。
横浜市内大学図書館コンソーシアム発足（2005(同 17)年 4 月）と同時に加盟し、参
加大学図書館間の学生（受入は女子大生に限定）へのサービスを図っている。神奈川県
内大学図書館相互協力協議会に加盟、院生、教職員に限定した共通閲覧証を発行し相互
の利用を可能にしている。公立私立大学図書館コンソーシアム（PULC）に加盟し、中規
模図書館単独ではベンダーとの困難な価格交渉など電子媒体資料の契約において恩恵
を受けている。
相互協力件数の経年変化に表れるようなはっきりした傾向は出てはいないが、徐々
に雑誌の電子化の影響が感じられる。Nii による紀要の電子化サービスにより依頼者が
直接論文をインターネット上で入手できる、あるいは図書館で購入している冊子体雑誌
をはるかに上回る数のタイトル数が収録されている電子ジャーナルから、フルテキスト
が入手できることで依頼の減少傾向が見られる。
今後、学外から本学の研究成果すなわち大学院博士論文、研究所発行年報等について
情報発信が求められるだろう。学内での論文投稿規程の整備、著作権処理の整備を行う
必要があるが、文部科学省が進めている通り図書館が学術ポータルの窓口になる事が求
められるであろう。図書館システムに搭載されている電子図書館機能の活用が必要にな
ると思われる。
以上述べたように、本学図書館所蔵の資料を超えた情報提供を可能にしているが、こ
れらを充分に利用者が駆使しているわけではない。図書館のもつ可能性について利用者

 
173

への PR を今後更に考えていく必要がある。
また、地域社会への図書館の開放であるが、生涯学習センターの受講生に限って利用
することができるようにしている。更なる開放については、女子大学の雰囲気を守りた
い、学生の安全面にも配慮したいなどの意見もあり、今後の検討課題である。

＜学術資料の記録・保管のための配慮の適切性＞
大学図書館においては、研究紀要 1 タイトル、研究所単位発行の年報 2 タイトル、大
学院を発行している。これらは、教員室および各研究所において編集、保管している。
このうち大学発行紀要「人文･社会科学論集」
（21 号 2004(同 16)年から）および大学院
発行「東洋英和大学院紀要」
（1 号 2005（同 17）年から）については、国立情報学研究
所の学術雑誌公開支援事業により電子化を行っている。
今後、学外から本学の研究成果すなわち大学院博士論文、研究所発行年報等について
情報発信が求められるだろう。学内での論文投稿規程の整備、著作権処理の整備を行う
必要があるが、文部科学省が進めている通り図書館が学術ポータルの窓口になる事が求
められるであろう。図書館システムに搭載されている電子図書館機能の活用が必要にな
ると思われる。
他方、六本木キャンパスの大学院図書館では、大学院で発行している紀要「東洋英和
女学院大学院紀要」は全文が初号より国立情報学研究所の CiNii で検索、閲覧が可能で
ある。
2004（同 16）年に大学院の修士論文を電子化して公表することを前提に著作者の許
諾を得ることを検討したが、臨床心理系の大学院のためプライバシイ保護の観点から実
現しなかった。
今後、学術リポジトリへの取り組みも必要になることからまず博士論文の電子化に向
けて著作者許諾を得て大学からの情報発信に寄与したいと考えている。
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第１３章

管理運営

【到達目標】
○大学における教員組織・運営等に関する適切な規程を設け、それに基づき管
理運営を行う。
○大学と学校法人間の相互理解を深め、連携を強化する。

（教授会、研究科委員会）
＜学部教授会の役割とその活動の適切性＞
＜学部教授会と学部長との間の連携協力関係および機能分担の適切性＞
＜学部教授会と評議会、大学協議会などの全学的審議機関との間の連携および
役割分担の適切性＞
＜大学院研究科委員会等の役割とその活動の適切性＞
＜大学院研究科委員会等と学部教授会との間の相互関係の適切性＞
大学の管理運営は学校法人東洋英和女学院規程集に則って行われており、学部の意
思決定機関である教授会の機能と権能については学則ならびに関連諸規定とその細則
等に明記されている。学部の管理運営はこれら明文化された諸規程に従って適切、公
正に行われている。
現在、人間科学部教授会、国際社会学部教授会が存在する。教授会の役割は、学則
第 12 条および「教授会規則」に定められており、学則及び同規則に沿った運営が行わ
れている。
各学部・学科に専任として所属する教授、准教授、講師、助教の教員は、それぞれ
学部教授会を構成し、教学、教育研究予算、人事等に関する審議を行い、学部長を選
出している。学長の指名による学科主任が、学科における意見のとりまとめを行い、
それを教授会で審議・協議するという形式をとっている。また、各種委員会の委員お
よび委員長（副委員長）は学部長の意見を聴取した上で、学長が指名し、それぞれの
業務を担当し、学部教授会で報告、必要とあれば協議事項として提示され、審議され
る。
また、必要に応じて両学部合同教授会が開催される場合があるが、今後さらに、こ
のような場を設けて、両学部間の意志の疎通を図る必要がある。
大学院については、各学部の大学院担当教員により、研究科委員会が設置され、大
学院関連の事項は人事を除いて、そこで審議・協議・決定がなされている。
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（学長、学部長、研究科長の権限と選任手続）
＜学長、学部長、研究科長の選任手続の適切性、妥当性＞
学長の選任は、
「東洋英和女学院大学学長選考規則」に基づき、教授会及び大学評議
会の議を経て院長の上申により理事会がこれを行う。その手続は次のとおりである。
学長の選考は、
「学長候補推薦委員会」が推薦し、理事会の了承を得た原則として複数
の学長候補者について、選挙によって行う。選挙に関する事務は、
「学長選挙管理委員
会」が管理する。学長の選挙資格者は、投票日前 30 日において在職する本学の専任の
教授、准教授、講師、助教及び課長(事務長・室長を含む。)以上の一般職員とする。
学部長の選任は、
「東洋英和女学院大学学部長選出規則」に基づいて学部所属の教授、
准教授、講師及び助教を構成員とする教授会において選出され、学部長の被選挙資格
は、専任教授とされている。選挙人の 3 分の 2 以上の出席による投票により有効投票
の過半数を得たものが当選者となる。任期は就任の日から２年とされるが再任を妨げ
ない。ただし、教授会の申し合わせ事項として、連続する場合の学部長任期は原則と
して 2 期 4 年を限度とすることとされている。
同様に大学院研究科長の選任は、
「東洋英和女学院大学大学院研究科長選出規則」に
基づいて研究科所属の教授、准教授、講師及び助教を構成員とする研究科委員会にお
いて選出される。研究科長の被選挙資格は、専任教授とされている。選挙人の三分の
二以上の出席による投票により有効投票の過半数を得たものが当選者となる。任期は
就任の日から 2 年とされるが再任を妨げない。
以上のように、本学における学長、学部長、研究科長の選任手続は、それぞれの規
程に基づいて適切、かつ、妥当に行われている。

＜学長権限の内容とその行使の適切性＞
学長は、教授会の意向を最大限に尊重しながら、予算、人事、そして教学上の決定
を行う。
例えば、専任教員の採用に当たっては、両学部の学部長が、学部ごとの要望をまと
め、学長に採用希望を申請する。学長は両学部長の希望を最大限に尊重し、採用人事
を起案する。
その後、学部長は専任教員選考委員会を任命し、選考委員会が複数（2-3 名）の候
補を選出し、順位を付けて、学長に報告する。そして学長面接を行い、学長は 1 名を
選出し、その 1 名について、教授会の投票によって最終的に採用を決定する。
副学長、教務部長、学生部長、入試委員長などの役員人事も、すべて、学科主任、
学部長の意見を、最大限に尊重しながら、最終的には学長が決定する。
学長の権限は大きいが、絶えず、副学長、学部長、研究科長などの意向を十二分に
聞きながら決断しているので、円満に運営されている。
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＜学部長や研究科委員長の権限の内容とその行使の適切性＞
学部長、研究科長についても、まったく同様で、学部長は、学科主任の、研究科長
は、研究科主任の、意向を、十二分に聞きながら、学部の案件については学部長が、
大学院研究科の案件については研究科長が決定するが、協力関係も良好で、適切に運
営されている。

＜学部長権限の内容とその行使の適切性＞
学部長は、学長・副学長・学部長・事務部長で構成される学部長会の構成員および
学長の諮問機関である大学運営委員会の構成員として学内管理運営事項の審議に参与
する。学部長会・大学運営委員会の調整結果は、学部長から学科主任を通じて、また
学部長が主宰する教授会を通じて学部を構成する全教員に報告される。逆に、学部を
構成する各教員からの要望事項等についても学科主任を通じ、あるいは教授会を通じ
て学部長会・大学運営委員会に上程される。
学部長の職務は、第一に、教授会を招集し、議長となり、学則第 12 条 5 項に定めら
れた事項を審議することである。定期的に教授会を開催し、3 分の 2 以上の出席と議
事録の確認を行い、確実な運営に努めている。
学部長の第二の職務として、大学全体の学務に関しての運営委員会における調整結
果は、学部教授会において全教員へ報告され、それらへのフィードバックの機会も与
えられている。

＜学長補佐体制の構成と活動の適切性＞
学長を補佐する「執行部」は、学長を含め、現在、副学長 2 名（学長任命）
、各学部
より学部長各 1 名（教授会選出）
、の合計 5 名よりなる。
学部長は学部の運営という重責があるが、随時、将来計画に基づいて、学部改革、
国際交流の推進、学院との連携のための各種委員会担当、
などの任務も担当している。
副学長は、学長、学部長を助け、大学の新規事業の立案、学院・外部団体との連携・
交渉、卒業生、同窓会との連携などに当たる。
いずれも、現在までのところ、たいへん順調に運営されている。

（意思決定）
＜大学の意思決定プロセスの確立状況とその運用の適切性＞
上記のように、学院の常務理事会の意向は直ちに学部長会議や大学運営委員会に報
告され、学科懇談会、教授会で審議され、学長、学部長が、迅速に決断し、大学は運
営されている。
学長、学部長が独断的になることも無く、学院との関係も円満に運営されており、
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意思決定のプロセスは、ほぼ適切に行われている。

（評議会、大学協議会などの全学的審議機関）
＜評議会、大学協議会などの全学的審議機関の権限の内容とその行使の適切性
＞
学部長会議：上記、執行部による会議。学長、両副学長、両学部長の 5 名に、大学事
務部長が陪席する。重要な案件だが、運営委員会にかけるほどのことは無いような案
件は、ここで処理される。
大学運営委員会：学長の諮問機関で、ここには、副学長、学部長、学科主任、教務部
長、入試委員長、学生部長、就職委員長など、大学の主だった役員がほぼ全員出席し
ているので、重要な議事は、ここで審議し、その後、学科懇談会、教授会で承認され、
決定する。
大学評議会：学長、副学長、学部長、学科主任、及び大学院研究科長よりなる。教員
採用、予算決定、学部再編など大学における重大な決定は、評議会の承認を必要とす
る。

(教学組織と学校法人理事会との関係）
本学は、東洋英和女学院のなかの一組織であるため、財務・大学運営の基本方針の
決定などについては、学院の理事長、常務理事会、理事会の決定を必要とする。また、
学事についても、院長、学院運営協議会の承認を得ながら、運営している。
学院常務理事会：原則として月に一度開催され、大学、学院（中高部・小学部・幼稚
園）の運営に関する主要な事項を審議し、決定し、運営に当たる。特に重要な事項に
ついては、年に 3 回程度開催される理事会に、提案し、承認を得る。
学院理事・評議員会：学院の最終意思決定機関。まず評議員会に諮問し、その結果を
受けて理事会で決定する。
学院運営協議会：学事に関する学院の最高意思決定機関。大学と学院の情報交換を行
いながら、審議、決定し、運営に当たる。

(教学組織と学校法人理事会との関係）
＜教学組織と学校法人理事会との間の連携協力関係および機能分担、権限委譲
の適切性＞
東洋英和女学院は 120 年の伝統をもつミッションスクールであるが、大学は 20 年前
に新しく開学したものである。したがって、理事会、学院運営協議会も、幼稚園・小
学部・中高部については事情に詳しい理事が多いが、大学の事情に詳しい理事は少な
く、大学の、特に教学に関しては、学長、学部教授会に大きく権限が任されている。

178

その点、学院理事会と大学教授会とは、良好な連携を保ちながら、運営されている。
お互いに切磋琢磨しながら幼稚園から大学院まで、一貫教育を進めていくために、尽
力している。

(法令遵守等)
＜関連法令等および学内規定の遵守＞
大学を適正に管理運営するためには、学校教育基本法、大学設置基準、大学院設置
基準等関連法令、および学内諸規程に則った手続が行われ、制度が適切、かつ公正に
運用されることが最も重要と考える。
本学では、学長のもとに、副学長、学部長、研究科長、学科主任、教務部長、学生
部長により構成される「大学運営委員会」が招集され、学内手続・制度の適正な運用
についても審議し、効果的な教育研究活動が行われるよう配慮している。
また、事務部門では特に総務課が、関連法冷および学内諸規程の遵守と、適正な運
用への配慮をしている。

＜個人情報の保護や不正行為の防止等に関する取り組みや制度、審査体制の整
備状況＞
個人情報の保護については、2006(平成 18)年 2 月に、「東洋英和女学院個人情報の
保護に関する規則」が制定され、制度が整備された。大学においては、個人情報管理
総括者は、学長であり、学長の下、学部長、研究科長、付属機関長、室長、所長、セ
ンター長、事務部長が、個人情報管理責任者となっている。さらに、各教育職員、課
長、課長補佐、事務室長及び事務長は、所属の教育職員及び一般職員に対し、個人情
報保護の周知徹底を図ることにより、個人情報の適正な取扱いが確保されるよう努め
ることが義務付けられている。また、学院全体の個人情報総括責任者は、理事長とな
っている。
不正行為の防止については、2008(同 20)年 2 月に、「東洋英和女学院大学研究活動
に係る不正防止に関する規程」が制定され、制度が整備された。最高管理責任者は学
長であり、大学全体の公的研究費の最終的な運営・管理に関する責任を負う。統括管
理責任者は、事務部長であり、大学全体の公的研究費の実質的な運営・管理に関する
責任を負う。
以上のように、東洋英和女学院大学においては、個人情報の保護や不正行為の防止
等に関する取り組みや制度、審査体制を適切に整えている。
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第１４章

財務

【到達目標】
○ 資産の効率的管理及び学外からの研究費の導入を図る。
○ 教育研究活動を適正に継続させるための収支の均衡に努める。

１．中・長期的な財政計画
＜中・長期的な財政計画の策定およびその内容＞
本学においては、毎年学院全体の中長期計画（消費収支見通し）について、9 月の
常務理事会で協議し、承認を得ている。幼稚園から大学院までの各部から提出され、
今後 5 年間にわたり予想される様々な事業計画を織り込んだ学院全体の中長期計画的
性格のものである。この全体計画が、今後 5 年間に予想される財政上の課題等が浮き
彫りにされた学院全体の財政計画の基本となる。この中長期計画（消費収支見通し）
は毎年常務理事会で了承されることにより、常に新しい状況の下での財政計画として
位置づけられている。一方、大学では｢将来計画検討委員会」が設けられており、大学
独自の課題を見据えての議論が常に行われ、中長期的観点からの大学のあるべき姿が
検討されている。
中長期事業計画の中心は、各部から提出される個別の事業計画に基づき集計された
今後 5 年間の財務シミュレーションである。算定にあたっては前提条件をいくつか設
定する必要があり、例えば、在籍学生数では次年度以降は入学定員とする他、人件費
算定についても、退職者の後任者についての給与水準は、小学部、中高部、大学等各
部毎に設定し、実態に合わせるよう工夫しているが、こうした分析を通じて見えてく
る学院全体の姿としての明るい材料は、借入金の返済が進むことによる支払利息の減
少と、過去の設備投資の結果として、負担が大きかった減価償却額の減少が挙げられ
る。
これまでは、財務シミュレーションからなる学院全体の中長期計画を中心に捉えて
きたが、大学を取り巻く環境が今後益々厳しくなることを前提とすれば、今後は大学
単独の様々なシミュレーションを基にした事業計画を検討していく必要がでてくると
思われる。帰属収入を増加させるため、あらゆる努力をするとともに、一方では教育
研究活動の質を維持しつつ、消費支出の各科目を如何に抑制的に管理していく努力を
していくのか、大学内で検討の上、施策として実施していきたい。
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２．教育研究と財政
＜教育研究目的・目標を具体的に実現する上で必要な財政基盤の確立状況＞
東洋英和女学院大学は、これまで定員移動、調整を行った結果、2002（平成 14）年
度からは現状の 2 学部 3 学科で入学定員 540 名（人間科学部—人間福祉学科 120 名、人
間科学部―人間科学科 200 名、国際社会学部―国際社会学科 220 名）を維持している。
また、2007（同 19）年度には、入学定員総数を変えずに学科の中を更に区分し、学
生の学ぶ動機を明確にし、取得できる資格を整理・充実するための新カリキュラムが
スタートした。そして人間科学部人間科学科は｢人間文化専攻｣｢臨床心理・社会心理専
攻｣｢保育子ども専攻｣に分類、人間科学部人間福祉学科は｢身体・健康福祉コース｣｢保
健・医療福祉コース｣｢家族・生活福祉コース｣に分類、国際社会学部国際社会学科は｢国
際コミュニケーション専攻｣｢社会システム専攻｣に分類され、これらの教育研究活動を
国際交流センターと総合実習センターが支援する体制となっている。
新カリキュラムは、魅力ある大学教育を目指し、学生に対してより木目の細かな教
育指導を行っていく上で、教育研究経費や人件費増の財政上の圧迫要因となる傾向は
あるが、学院を挙げて健全な学院財政の維持に努力していくことが今後必要となる。
以下に、2003（同 15）年度から 2007（同 19）年度までの専任教職員数と人件費に
関するデータを示す。

年 度

教 員 数

2003

2004

2005

2006

2007

(平成 15)年度

(平成 16)年度

(平成 17)年度

(平成 18)年度

(平成 19)年度

人

国

計

人

49

32

81

51

国
30

計
81

人

国

計

人

国

計

人

国

51

30

81

54

30

84

55

29

計
84

職 員 数

52

54

54

55

53

人件費比率％

48.7

50.8

53.9

60.0

59.0

人件費依存率％

56.3

59.4

62.6

73.8

71.7

上にデータとして示した大学単独の人件費比率や人件費依存率を含め、過去 5 年間
の大学単独の財務データを振り返ると、2002（同 14）年度以前に行われた｢臨時定員
の一部返上｣の影響を結果として引きずっていることがわかる。学生生徒等納付金が減
少した結果、帰属収入もほぼそれに沿った形で減少したことにより、人件費比率や人
件費依存率も残念ながら大きく上昇した。また、定員減の影響が払拭された 2006（同
18）年度については、入学者数が定員を割ったために、学生生徒等納付金の減少傾向
が結果的に続いたことも、財務比率悪化の要因となったが、その後 2007（同 19）年度、
2008（同 20）年度は、定員を上回る入学者があり、2007（同 19）年度には財務指標は
改善している。この間、在学学生数の減少に応じて、人件費圧縮を図るべく定年退職
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者の補充にあたっては、学院を挙げて抑制的に対応してきたものの、財務諸指標の維
持は困難であった。
東洋英和女学院としては、過去の臨時定員枠返上の影響や 2006（同 18）年度の入学
定員割れの事態を経て、一方では、大学全入時代の流れの中で、学生にとり魅力ある
大学作りをめざして 2007（同 19）年度からの新カリキュラム導入等による大学改革の
実施で、新たに発生する教育研究経費等支出増もあり、これが大学単体の財務指標の
悪化に繋がった面はあるが、これを学院関係当事者全員の理解と協力の下に吸収して
きた。
今後については、2007（同 19）年度からスタートした新カリキュラムが実施される
中で、教育研究活動の質を維持しながら、限られた消費収入を、人件費と教育研究経
費にいかに効率的に配分していくか、検討を加えていく段階に入る。

３．外部資金等
＜文部科学省科学研究費、外部資金、資産運用益等の受け入れ状況＞
文部科学省科学研究費及び研究助成財団などへの申請とその採択の状況については、
大学基礎データ表 33 および 34 に示すとおりであり、現在、文部科学省科学研究費以
外の学外からの研究費は導入されていない。
外部資金の獲得と導入が、今後最も大きな課題である。

４．予算編成と執行
＜予算編成の適切性と執行ルールの明確性＞
本学の予算編成については、以下の手順を辿っている。
10 月 常務理事会・理事会・評議員会による｢予算編成方針｣決定
10 月 大学・教職員予算申請書及び事業計画書配布
11 月 大学・各部から大学･会計部門へ予算申請書提出、大学内各部関係者で調整
12 月 大学・予算準備委員会、予算委員会
1 月 大学

予算委員会にて大学部門予算案決定

1 月 各部から本部に予算案・事業計画案提出
1 月 本部・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 各部に査定結果報告
本学院の予算編成過程は以下の通りである。前年 10 月に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、職員担当分毎に各部予算申請が行われ、いったん
申請内容は取りまとめ部署である総務・会計に集められる。その後、事務部長、各学
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科主任、各課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、両学部長、学科主任、両研究科長、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。学院全体の予算案は、2 月に学院全体の予算
委員会で審議された上で、常務理事会を経た後、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、本部と各部で調整を加えた後、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、常務理事会での審議を経た上で、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おり、その過程では、十分な透明性が確保さ
れていると考える。

５．財務監査
＜監事監査、会計監査、内部監査機能の確立と連携＞
本学院では監査法人による会計監査が毎年 11 月から 5 月までほぼ毎月実施されてお
り、5 月の所謂決算監査を以って年度の監査法人監査が終了するスケジュールとなっ
ている。また、学院役員である監事（学外者）を 2 名置き、毎年 5 月に前年度の決算
が固まった段階で、業務監査と会計監査が実施されている。これまでは、監査法人監
査と監事監査が全く別個に行われていたが、監査法人と監事の連携を図り、相互の監
査機能を高めるため、2007(平成 19)年度決算分については、監査法人代表社員と学院
監事の意見交換の場を設けた。なお、ホームページ上で、本学院の財務状況を積極的
に公開しており、学院全体の財務資料として資金収支計算書、消費収支計算書、貸借
対照表、監事監査報告書、事業報告書を掲載している。
監査法人と監事の連携は既に実現しているが、今後は内部監査システムの構築が課
題となる。

６．私立大学財政の財務比率
＜消費収支計算書関係比率および貸借対照表比率における、各項目ごとの比率
の適切性＞
a. 学院全体の消費収支計算書関係比率（比較は「今日の私学財政」2006（平成 18）
年度大学部門学生数 2000 人から 3000 人規模別による）
①人件費比率（低い方が良い）
入学者数減少の影響を受けて帰属収入が減少したため比率が上昇し、規模別平均を
7.2 ポイント上回る。
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②人件費依存率（低い方が良い）
規模別平均を 7.6 ポイント上回る。人件費比率上昇と同様の理由。
③教育研究経費比率（高い方が良い）
規模別平均を 1.4 ポイント上回る。
④管理経費比率（低い方が良い）
規模別平均を若干下回っている。
⑤借入金等利息比率（低い方が良い）
過去の施設拡充に関連した借入金の影響で規模別平均を 0.9 ポイント上回っている
が、借入金の返済が進み、比率は徐々に下がってきている。
⑥消費支出比率（低い方が良い）
規模別平均を 8.2 ポイント上回っている。
⑦消費収支比率（低い方が良い）
規模別平均を 6.3 ポイント上回っている。
⑧学生生徒等納付金比率（安定的に推移することが好ましい）
規模別平均を 1.5 ポイント上回っている。比率はここ数年低下傾向。
⑨寄付金比率（高い方が良い）
規模別平均を 1.7 ポイント上回っている。
⑩補助金比率（高い方が良い）
規模別平均を 0.7 ポイント下回る。
⑪基本金組入比率（高い方が良い）
規模別平均を 2.4 ポイント下回っている。
⑫減価償却比率
規模別平均とほぼ同率である。
b.大学財政の財務比率
消費収支計算関係比率
大学基礎データ表 46－2 に基づき、過去 5 年間の消費収支計算書関係比率の推移に
ついて以下に言及したい。
① 人件費比率
比率は 40％後半から 60％まで漸増した後、2007（同 19）年度に再び 50％後半に
戻した。
② 人件費依存率
比率は 50％後半から 70％前半まで漸増した後、2007(同 19)年度に若干比率を戻し
た。
③ 教育研究経費比率
比率は 20％後半から 30％前半で上下を繰り返している。
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④ 管理経費比率
比率は 4％後半から 8％前半まで漸増している。
⑤ 借入金等利息比率
比率は 2％前半から 1％前半に漸減している。
⑥ 消費支出比率
比率は 80％後半から 90％後半に漸増している。
⑦ 消費収支比率
比率はほぼ 100％から 100％後半に漸増している。
⑧ 学生生徒等納付金比率
比率は 80％半ばから 80％前半に漸減している。
⑨ 寄付金比率
比率は 2％後半でほぼ安定している。
⑩ 補助金比率
比率は 6％半ばから 9％前半に漸増している。
⑪ 基本金組入率
比率は 10％半ばから 8％半ばに漸減している。
⑫ 減価償却費比率
11％から 12％の水準で安定している。
c.学院全体の貸借対照表関係比率（比較は「今日の私学財政」2006（同 18）年度大学
法人学生生徒等数 3000 人から 5000 人規模別による）
①固定資産構成比率（低い方が良い）
施設の拡充、基金・引当特定資産の積み増し等に伴い固定資産が増加。規模別平均
を 8.1 ポイント上回る。
②流動資産構成比率（高い方が良い）
規模別平均を 8.1 ポイント下回っている。
③固定負債構成比率（低い方が良い）
規模別平均とほぼ同率。過去の施設の拡充等に関る借入金は返済が進み、比率は低
下してきている。
④流動負債構成比率（低い方が良い）
規模別平均を 1.6 ポイント下回っている。
⑤自己資金構成比率（高い方が良い）
規模別平均を 1.6 ポイント上回る。年々増加傾向にある。
⑥消費収支差額構成比率（高い方が良い）
過去の施設の拡充等基本金組入額多く、繰越消費支出超過である。
⑦固定比率（低い方が良い）

185

施設の拡充等を借入金で行っているので、規模別平均を 7.4 ポイント上回っている。
⑧固定長期適合率（低い方が良い）
固定比率同様、施設の拡充等を主に借入金で賄ってきたため、規模別平均を 7 ポイ
ント上回っている。
⑨流動比率（高い方が良い）
固定資産の増加のため、流動比率は規模別平均より 86.1 ポイント下回っている。
⑩総負債比率（低い方が良い）
規模別平均を 1.6 ポイント下回っている。
⑪負債比率（低い方が良い）
規模別平均を 2.1 ポイント下回っている。
⑫前受金保有率（高い方が良い）
規模別平均に対し 313.4 ポイント減と大きく下回るが、その主な要因は、従来現金
預金に計上していた譲渡性預金を、平成 19 年度決算から有価証券勘定に計上したた
め。
⑬退職給与引当預金率（高い方が良い）
規模別平均を大幅に上回っており、100%を目途に実施している。
⑭基本金比率（高い方が良い）
規模別平均を 1.7 ポイント下回っている。
⑮減価償却比率
規模別平均を 2.4 ポイント下回っている。
大学の人件費比率と人件費依存率がここ数年徐々に上昇してきた要因は、主に過去
の臨時定員枠の返上の影響と、2006（同 18）年度の入学者が定員を割ったことによる。
幸いにも 2007（同 19）年度以降は定員を上回る入学者を確保していることから、この
比率は若干改善していることがわかる。以下に 2003（同 15）年度からの入試状況を挙
げる。
2003(平成 15)

人科・国社

定員

540

入学者数 689

対定員比 1.28

2004(平成 16)

人科・国社

定員

540

入学者数 613

対定員比 1.14

2005(平成 17)

人科・国社

定員

540

入学者数 612

対定員比 1.13

2006(平成 18)

人科・国社

定員

540

入学者数 509

対定員比 0.94

2007(平成 19)

人科・国社

定員

540

入学者数 580

対定員比 1.07

2008(平成 20)

人科・国社

定員

540

入学者数 595

対定員比 1.10

教育研究経費は、30％前後で安定的に推移しているが、過去 5 年間では大きな変
動要素がなかったことを示している。管理経費が比率では大きく上昇しているのは、
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もともと管理経費が実額ベースで比較的少額であり、かつ、分母の帰属収入が学生
生徒等納付金の減少が響いたことと、2006（同 18）年度、2007（同 19）年度につい
ては、大学の広報活動を戦略的に強化したことから、広報費が増加したことによる
ものである。
また、借入金等利息比率が逓減している理由は、校舎建築資金として取り入れた
借入金の約定弁済が進んでいることに因る。帰属収支差額比率、消費支出比率、消
費収支比率が、それぞれ悪化しているのは、人件費比率の上昇と同様に、学生生徒
等納付金の減少が大学全体の消費収支構造を短期的に悪化させたことによるもので
ある。その意味では、今後とも 100％をある程度超える定員充足率を継続的に維持
していくことが、大学の財政安定化には必要となる。
また、補助金比率は、漸増傾向にあるが、これは、その期間に発生した在籍学生
数の減少が、経常費補助金の算定上は、教員一人当たりの学生数が減少したこと等
で、むしろ補助金増に寄与したことを意味している。さらに、基本金組入率が 8％
を超えている点、また減価償却比率が 10％を超えている状況は、大学単体としては
過去の校舎建築等の設備投資に伴う借入金返済の負担（基本金組入要因）と減価償
却負担が大きいことを示している。しかし、この点は今後借入金の返済が進み、減
価償却負担が逓減していけば、むしろ大学単体の財務体質が改善される余地がある
ともいえる。
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第１５章

自己点検・評価

【到達目標】
○自己点検・評価を定期的に行い、その結果を分析し、公開するシステムを確
立する。
○自己点検・評価に学生・外部者の意見を反映させ、大学に対する社会的評価
を高めるために努力する。
（自己点検・評価）
＜自己点検・評価を恒常的に行うための制度システムの内容とその活動上の有
効性＞
本学における自己点検・評価活動の最初の成果は、1993(平成 5)年度の『自己点検・
自己評価Ⅰ』である。この報告書は、序章で述べたとおり、全教員を対象とするアン
ケート調査に加えて、各種委員会の 5 年間の実績、また新設された社会人を対象とす
る夜間大学院(1993(同 5)年 4 月発足）の初年度実績（大学院生のアンケート調査も含
む）
、そして学院本部の諸活動を総括的に自己点検・評価するものであった。以後の報
告書は、これらを基本として踏襲しながらも、1995(同 7)年刊行の『自己点検・自己
評価Ⅱ』ではすべての学生を対象とする全科目アンケート調査を加えたこと、英語教
育に関しては別途調査を実施し、その具体的成果を『大学英語教育の改革――東洋英
和女学院大学の試み』（三修社 1996 年刊）として出版したこと、1998(同 10)年刊行
の『自己点検・自己評価Ⅲ』では初めて外部に本学の教育・研究活動を公表したこと、
2002(同 14)年刊行の『自己点検・自己評価Ⅳ』では常勤・非常勤教員の全授業を対象
とする《学生による授業評価アンケート調査》を導入したこと、その際に学生たちの
回答をすべてウェブ掲示板によって実施した結果、50%を超える高い回答率を得たこと
など、自己点検・評価の方法や内容に改善の跡が見られる。
2003(同 15)年度初頭より、翌 2004(同 16)年 4 月の大学基準協会加盟を目的とする
準備作業が開始されたが、同年半ばに学校教育法の改正に伴う「認証評価制度」がス
タートした結果、本学は同協会への加盟申請と同時に認証評価を受けるとのダブル・
チェックを受けることとなった。その結果、提出された『東洋英和女学院大学の現状
と課題』は、2005(同 17)年 4 月 1 日付で同協会への加盟条件を満たすものとして承認
されると同時に、認証評価の面でも「大学基準協会の大学基準に適合する」との認定
を受けた次第である。したがって、上記の刊行が実質的に本学の『自己点検・評価Ⅴ』
となるものであった。そして 2008(同 20)年 3 月末には『自己点検・評価Ⅵ』が刊行さ
れ、2007(同 19)年度改革の実施経過を明らかにした。
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＜自己点検・評価の結果を基礎に、将来の充実に向けた改善・改革を行うため
の制度システムの内容とその活動上の有効性＞
本学は自己点検・評価業務を主体的に担う組織として、1993(同 5)年に「自己評価委
員会」
（翌年「自己点検・評価委員会」と改称）を発足させた。その後、
「東洋英和女
学院大学学則」(1988(昭和 63)年 12 月 22 日認可)に依拠する「東洋英和女学院大学自
己点検・評価実施に関する規則」(2004(平成 16)年 10 月 29 日制定、2007(同 19)年 2
月 28 日最新改正）が設けられ、これに基づいた「自己点検・評価委員会」が定期的に
活動し、学長・学部長はじめ各種委員会と適宜協議し連携して、大学の資質改善およ
び向上のための点検・評価を実施している。
今後の課題としては、FD(ファカルティ・ディベロップメント)活動に関しては、従
来各学部、学科毎に行なわれていたが、今後は全体的視野に立った取り組みが必要で
ある。

（自己点検・評価に対する学外者による検証）
＜自己点検・評価結果の客観性・妥当性を確保するための措置の適切性＞
本学の『自己点検・自己評価Ⅰ』および『自己点検・自己評価Ⅱ』は非公開であっ
たが、1998(平成 10)年刊行の『自己点検・自己評価Ⅲ』で初めて外部に本学の教育・
研究活動を公表した。つまり、学内教職員や学院本部・中高部のみならず、学外の関
係諸団体および諸大学、また横浜近隣の教育研究機関に対して送付した。以降、
『自己
点検・自己評価Ⅳ』は外部へ公表されるとともに、内部においてもすべての学生が授
業評価結果を閲覧できる機会を設けることとした。また 2004(同 16)年 3 月にまとめら
れて提出された『東洋英和女学院大学の現状と課題』は、大学基準協会加盟と同時に
認証評価を受けるための自己点検・評価報告書として、同協会など学外者側から厳し
く審査された。そして最新の『自己点検・評価Ⅵ』も、建学の理念に基づく「専門に
根ざしたリベラルアーツ教育」と「専門教育の重視」の実情と問題点を自己評価した
結果を公表している。
これはとりもなおさず、本学が主体的に実施している一連の自己点検・評価を独善
的なものに陥らないよう、あくまでも客観的な立場からその的確性ないし妥当性を検
証してもらうことを期待するからであり、さらには学外者からの貴重な意見や建設的
批判が本学のさらなる発展に役立つことを深く認識するからにほかならない。
一方、自己点検・評価に関して以下のような問題が今後の課題として残されている。
前記の『東洋英和女学院大学の現状と課題』は、2004(平成 16)年 4 月の大学基準協
会加盟を目指して、本学の自己点検・評価委員会がその前年から準備作業を開始した。
ところが年度途中より、認証評価を同時平行して受けるとの予想外の事態に直面し、
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根本的な書き直しや追加執筆などの混乱が生じたものの、幸い加盟が承認されるとと
もに大学基準に適合するとの評価を受けることができた。今回が本学としては外部の
認証評価機関によって本格的な評価を受けた最初であった。しかし後記のとおり、教
育内容・方法や研究環境など改善に向けての「助言」を得たばかりでなく、学生の受
け入れに関する「勧告」も付与された。そこで本学の各学部・学科および各委員会で
は、直ちにこれらの改善に向けた改革に取り組み、その結果が「2007 年度改革」とし
て実施された。さらに各組織は、現在「2010 年度改革」を目指して再び真剣に検討を
重ねている。
しかしながら、学院理事会および評議会を別とすれば、その他の学外者からの反応
は鈍く、ほとんど建設的意見が寄せられることはなかった。学院理事会および評議会
の意見は、本学の教育・研究活動に関する事項というよりも、本学の経営基盤のあり
方に対する批判であり、同時に本学の多様な努力への激励の意味も含まれていた。
今後は自己点検・評価報告書を刊行する以前の段階で、学院理事会・評議会の理事・
評議員や、後援会や同窓会等の役員から意見を聴取する機会を設けることを積極的に
実施する。また学外の評価者の意見を大学運営に反映できるようなシステムを早急に
導入する。ジャーナリズムが行っている諸種の大学ランキングにも注視し、社会的な
動向にも留意していきたい。

(大学に対する社会的評価等）
大学に対する外部からの社会的評価の指標として、ここでは入試動向からの評価、
就職動向からの評価、マスコミ報道からの評価の 3 点について述べたい。
最初に入試動向からの評価について述べる。
本学に対する社会的評価の指標としてもっとも重視しなければならないのは、入試
動向である。入学者数の増減は、本学の社会的評価の直接的な反映であり、いわゆる
バロメーターであると考えられるからである。確かに少子化現象は深刻であり、さら
に共学志向が強まる傾向の中で、女子教育を専門とする本学にとって現実は厳しく、
その意味からも入試動向に多大な関心を抱かざるをえない。
しかし本学は 2007(平成 19)年度より、新カリキュラムを開始するとともに、
「専攻
制度」を新規導入したことによって、受験者数は全体として着実に増加している。た
とえば、国際社会学部・国際社会学科の社会システム専攻では 80 名定員に対する 130%、
国際コミュニケーション専攻では 120 名定員に対する 120%を受け入れる結果となって
おり、人間科学部・人間科学科の人間文化専攻でも定員に対する 120%、臨床心理・社
会心理専攻も入学定員を上回る学生を確保している。ただし人間福祉学科の 3 コース
は、一般的な人気低落の影響を受けて 100%確保が困難となった。
以上のような順調な入試動向は、第一に、本学がこれまで実施してきたカリキュラ
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ムなど現実的な改革の試みが首都圏受験層に一定の評価を獲得してきていること、第
二に約 1 万人に達する卒業生の社会貢献と実績が好評を得ていること、第三に偏差値
にこだわることなく、4 年間を通してのゼミ中心の細やかな少人数教育への実績評価
があるばかりでなく、教員の自由主義的かつ人間性を尊重した指導方法への高い評価
を得ていること、第四に学園祭（本学では“かえで祭”）はじめ、入学希望者本人や
父母などへの入試説明会などオープンキャンパスを通じて、本学の恵まれた教育施設
や環境に対する高い評価が浸透しつつあることも影響を及ぼしていると思われる。
次に、就職動向からの評価について述べたい。
入試を大学の入口とすれば、就職は大学の出口である。本学は開学以来 20 年間、常
にこの学生の出口を重要視してきた。事実、本学の就職率は開学以来 90%台、しかも
ほぼその後半という高い就職率を誇ってきた。たとえば、2003(平成 15)年度 98%、
2004(同 16)年度 98%、2005(同 17)年度 98%、2006(同 18)年度 98%、そして 2007(同 19)
年度 98%である。平成不況の時期、しかも男子学生と比較して女子学生の就職が氷河
期といわれた時期でさえも、本学の就職率は大幅に減少することなく、卒業生を実社
会へと送り込むことができた。これは本学でキャリアを積んだ学生が実業界など現実
の社会からその適合性を認められていることを如実に示すものと理解できる。実際、
『週刊東洋経済』2008(同 20)年 10 月 18 日号において、本学の国際社会学部は就職に
強い大学として全国 400 大学中 55 位にランクされた。文系ベスト 100 大学のうち 51
位、関東地区に限れば 25 大学中 12 位にランクされている。
このような高い就職率を維持する要因としては、第一に本学は大学としての歴史は
20 年と短いものの、東洋英和女学院としては 125 年の歴史があり、また約 50 年の歴
史がある短期大学の卒業生がすでに厚い社会的信用と評価を確立してきていること、
第二に就職委員会という組織の下で「就職課」
（2007( 同 19)年度より「キャリア就職
課」と改称）職員が早い段階からきめ細かい個人指導を行い、本人の意思を確認しな
がら、模擬面接・IP テスト・自己分析などを通じて将来の方向性を自覚させるコース
を敷いていること、第三に大学推薦者を多く採用する企業がかなり増えていること、
たとえば某大手都市銀行では、ほぼ例年 50 名もの大量採用していることがある。この
ように大学卒業という出口において、本学はその高い就職率から社会的評価を着実に
獲得していると自認している。
最後に、マスコミ報道からの評価について述べたい。
本学は学院として長い歴史を有しながらも、その存在と評価は東京を中心とする首
都圏に限られ、地方での知名度が比較的低い傾向にある。主たる理由は、幼・小・中・
高等部の園児・生徒が首都圏に住居をもつ子女に集中していることにある。したがっ
て、大学入学者も創設以来、首都圏の出身者に集中する傾向があり、それ以外の地方
出身者はきわめて少数にとどまってきた。しかし大学は全国の高校生を受験対象者と
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する以上、このような傾向は、是正される必要がある。そのためには本学の存在を広
く全国にアピールする努力が必要であり、これまであまり重視してこなかったマスコ
ミを活用することを考慮すべきである。すなわち、第一に、テレビ、ラジオ、出版社、
新聞社、広告代理店などマスコミ方面への就職者数を拡大すること、第二に在校生の
マスコミ業界への関心を深めるために、マスメディア関連の授業科目を新設すること、
第三により直接的には、新聞広告や車窓広告など目に触れる大学報道を積極的に活用
することを検討する必要がある。

（大学に対する指摘事項および勧告などに対する対応）
＜文部科学省からの指摘事項および大学基準協会からの勧告などに対する対応＞
１．文部科学省からの指摘事項に対する対応
前回、大学基準協会への加盟判定審査のための報告書提出以降、文部科学省から本
学に対する指摘事項はないため、この点は該当しない。

２．大学基準協会からの勧告に対する対応
本学は、2005(平成 17)年 3 月 22 日、大学基準協会から以下のような「助言」およ
び「勧告」を受けた。それらに対する対応については、今回の大学評価報告書各章に
記載した。

【助

言】

１． 教育内容・方法
全研究科

第4章

p.75、85 参照

１）FD(ファカルティ・ディベロップメント)に関わる取り組みが不十分なので、改
善を検討されたい。
２． 学生の受け入れ
人間科学部

第5章

p.94～95 参照

１）収容定員に対する在籍学生数比率が高いので、改善が望まれる。
２）学科別にみると人間福祉学科の収容定員に対する在籍学生数比率が高いので、
改善が望まれる。
国際社会学部

第5章

p.94 参照

１）収容定員に対する在籍学生数比率が高いので、改善が望まれる。
人間科学研究科

第5章

p.102～103 参照

１）博士課程の収容定員に対する在籍学生数比率が高いので、改善が望まれる。
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国際協力研究科

第5章

p.104 参照

１）修士課程の収容定員に対する在籍学生数比率が低いので、改善が望まれる。
３． 研究環境
人間科学研究科

第7章

p.125 参照

１）専門職業人の育成という研究科の目的にも表われているように、研究活動のウ
ェイトが低い。研究活動のあり方を検討し、これを一層活発化していくことが
望まれる。
国際協力研究科

第7章

p.125 参照

１）国際協力の分野を専門とするスタッフが少なく、この分野での研究業績が少な
いので、改善が望まれる。
２）研究科の理念・目的からみれば、国際協力の現場に精通した専門家が少ないこ
とも研究上の問題と思われるので、国際協力分野との接点を模索して改善を検
討することが望まれる。
４． 教員組織
人間科学部

第9章

p.134 参照

１）50 歳台の教員が突出して多く、今後、様々な影響があると思われるので、慎重
な対処が望まれる。
５． 情報公開・説明責任
全研究科

第 16 章

p.200 参照

１）研究面を含めた自己点検・評価体制の整備充実を図り、自己点検・評価活動の
結果を広く社会に公表するよう改善を検討することが求められる。

【勧

告】

１． 学生の受け入れ
人間科学部

第5章

p.94 参照

１）人間科学科の収容定員に対する在籍学生数比率が 1.34 と高いので、是正された
い。
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３．厚生労働省からの指摘事項
本学は、2007（平成 19）年 12 月 4 日、5 日の両日にわたり、厚生労働省より指定
保育士養成施設に対する実地調査を受け、指摘された事項について措置を講じた。
この指摘を受けるに至った経緯は、次のとおりである。
ある指定保育士養成施設が法令遵守をしていないことが明らかになり、そのこと
が社会問題化され、それ以降、保育士養成施設の所管担当課である厚生労働省の各
地に所在する地方厚生局（本学の場合：関東信越厚生局）の指導調査体制が強化さ
れるとともに見直され、2007（同 19）年度以降各地方厚生局管内に所在する指定保
育士養成施設の指導調査が行われるようになった。そのような状況の中で、本学は、
人間福祉学科及び人間科学科（保育子ども専攻）が指定保育士養成施設となってお
り、とりわけ、人間科学科（保育子ども専攻）では、2007（同 19）年度より指定保
育士養成施設となった関係で、2007（同 19）年 12 月に指導調査を受けることにな
った。その際の指摘事項と具体的な是正改善が、以下の内容である。
養成施設名 東洋英和女学院大学人間福祉学科
指摘事項
１

具体的な是正改善の措置状況

定員に関する事項

（１）入学者の適正な選考

平成 20 年度、人間福祉学科に入学する者

ここでいう入学者とは、保育士資格課程定

については、授業開始日の前日、4 月 8 日ま

員を指す。平成 19 年度時点では、2 年次に

でに、定員の 50 名を限度に、保育士資格課

資格課程履修者を選考していた。1 年入学時

程履修者を決定する。

に資格課程履修者を決定すること。

平成 19 年度、人間福祉学科に入学した者
の保育士資格課程履修者数は、47 名である。

（２）入学定員の遵守

平成 19 年度入学者より、人間福祉学科は、

平成 16～18 年度、資格課程定員 50 名を
超えていた。定員遵守のこと。

保育士資格課程履修者数を 50 名以内に留め
ている。

（３）適正な編入学者の受入れ

平成 21 年度より、人間福祉学科の編入学

平成 19 年度時点で編入学定員の指定ない

生入学試験は、学年（4 年次を除く）ごとに

まま編入生を受け入れていたため、定員を設

保育士資格課程履修者が定員に達していな

ける。

い場合のみ、実施する。定員に達している学
年（4 年次を除く）については、実施しない。
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２

教育に関する事項

（１）適正な学生数による授業の実施

平成 19 年度、人間福祉学科保育士資格課

演習、実技科目の一部で 50 名を超えて授

程における告示第 198 号第 1 条各号の教科

業を行っていたため、50 名以下で授業を行

目の授業のうち、演習、実技及び実習科目の

う。

履修者数が 50 名を超えていた科目は、別紙
資料１のとおりである。平成 20 年度より、
資料１のとおり、履修者数が 50 名を越えな
いよう対応する。

（２）適正な授業時数の確保

平成 20 年度の学事暦は、前期後期とも、

休講等により学則に定められた授業時間
数が確保されていないことがあったため、授

授業および試験期間を 16 週確保している。
告示第 198 号第 1 条各号の教科目の授業に
おいては、前期 15 コマ、後期 15 コマ、通

業時間数は補講等で確保する。

年 30 コマの授業および試験の実施をする。
なお、休講した場合は、補講を実施する。
平成 20 年度から補講日を前期後期とも 1 日
増加した。
平成 19 年度、告示第 198 号第 1 条各号の
教科目の授業のうち、学則に定められた授業
時数に達していない教科目については、別紙
資料２のとおり、補講を実施した。

（３）学生の出席状況の適正な把握等

平成 20 年度より、告示第 198 号第 1 条各

文書取扱規程に履修者名簿とその保存期

号の教科目の授業について、受講者名簿は適

限が規定されていなかったため、定めるこ

正に記録するよう、教科目担当者に対し指示

と、及び出席状況は適正に把握すること。

する。
受講者名簿の保存年限は、東洋英和女学院
文書取扱規程に 5 年と規定することとし、平
成 20 年 5 月の理事会において制定する。

３

実習に関する事項

平成 20 年度より、人間福祉学科において、

（１）適正な実習巡回指導の実施
人間福祉学科では、助手も巡回指導してい

実習巡回指導は、助手には巡回指導させず、
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たため、指定保育要請施設の教員が実習巡回

人間福祉学科保育士資格課程の専任教員及

すること。

び非常勤教員による巡回指導に改める。
平成 20 年度に実習巡回指導を行う教員は
別紙資料３のとおりである。
今後は、効果的な実習巡回指導を行う観点
から、実習期間の初日及び最終日には、実習
巡回指導を行わない。
なお、実習巡回指導記録に関しては、学生
ごとに実習巡回指導記録を作成する。

平成 20 年度より、人間福祉学科保育士資

（２）適正な実習指導による実習
保育実習実施基準に基づく実習施設で実
習が行われていない場合があったため、定め
られた施設で行うこと。

格課程における保育実習Ⅲは、保育実習実施
基準、第 2 の１の表第３欄、(c)に定める施設
で行う。
平成 20 年度、保育実習Ⅲの実習施設は別
紙資料４のとおりである。

４

学則の見直し

理事会において学則および保育士資格課

平成 19 年度の学事暦では、夏季休暇中に

程履修規程を改正した。平成 20 年 2 月 29

授業を行っていた。学事暦と学則の整合性を

日制定、平成 20 年 4 月 1 日施行。

持たせること。

養成課程（カリキュラム）の変更申請を速や
かに行う。

５

法令に基づく適正な手続

人間福祉学科の養成施設名称の変更届は、

「保母」から｢保育士｣に名称変更されたこ

速やかに届け出る。

とに伴う養成施設名称の変更届がなされて
いなかったため、届け出ること。
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養成施設名 東洋英和女学院大学人間科学科保育子ども専攻
指摘事項
２

具体的な是正改善の措置状況

教育に関する事項

（３）学生の出席状況の適正な把握等

平成 20 年度より、告示第 198 号第 1 条各

文書取扱規程に履修者名簿とその保存期

号の教科目の授業について、受講者名簿は適
正に記録するよう、教科目担当者に対し、指

限が規定されていなかったため、定めるこ

示する。
受講者名簿の保存年限は、東洋英和女学院

と、及び出席状況は適正に把握すること。

文書取扱規程に 5 年と規定することとし、平
成 20 年 5 月の理事会において制定する。

４

理事会において学則および保育士資格課

学則の見直し
平成 19 年度の学事暦では、夏季休暇中に

授業を行っていた。学事暦と学則の整合性を
持たせること。

程履修規程を改正した。平成 20 年 2 月 29
日制定、平成 20 年 4 月 1 日施行。
養成課程（カリキュラム）の変更申請を速や
かに行う。
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第１６章

情報公開・説明責任

【到達目標】
○ 公 共 性 の 高 い 、 教 育 や 研 究 を 提 供 す る 機 関 と し て 社 会 的 責 任 (USR:
University Social Responsibility)を追求する。
○本学に対する理解と信頼を確保するために情報公開に努める。

(財政公開）
＜財政公開の状況とその内容・方法の適切性＞
本学の財政公開状況は、まず大学の学報に予算・決算を掲載して、在学生・在学生保
護者・教職員に公開している。予算については、資金収支予算書（大科目）
・消費収支
予算書（大科目）である。決算においては、資金収支決算書（大科目）
・消費収支決算
書（大科目）である。また、学院のホームページ「学院概要」の「財政状況」には、学
院の予算書（資金収支計算書及び消費収支計算書）
、決算書（資金収支計算書、消費収
支計算書及び貸借対照表）
、財産目録、事業報告書、監事による監査報告書を掲載し、
広く社会一般に対し財政状況の情報公開を行っている。

(情報公開請求への対応）
＜情報公開請求への対応状況とその適切性＞
本学は、教育、研究という公的サービスを社会に提供する機関として、USR の追求を、
不可欠のものと考えている。
また、在学生、その保護者、入学希望者、卒業生はじめ、広く社会に向けて適切な情
報提供をすることにより本学に対する正しい理解と信頼を得ることが重要と考えてい
る。
【多様な情報公開方法】
その具体的対応方法として、財政状況についてはすでに述べたとおり、第一のステー
クホルダー（利害関係者）である、在学生、在学生保護者に情報公開するとともに、学
院のホームページを通じ、広く社会一般に対しても情報公開をしている。
○在学生とその保護者への情報提供
財政のみならず、大学全般の状況について、年 2 回発行される大学からのお知らせで
ある「学報」を在学生には学内配布、その保護者には送付しており、学院全体の状況に
ついては、年 4 回発行されるニューズレター「楓園（ふうえん）
」を同様の方法で配布
および送付することにより、広く知らせている。そのほか、同窓会や母の会の便り、
「史
料室だより」など学院関係の定期刊行物があり、多彩な情報提供を行っている。
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以上のような、ニューズレターなど定期刊行物あるいはホームページなど媒体を介し
ての情報提供のほかに、年 2 回、横浜キャンパスにおいて「保護者と教職員の懇談会」
を開催し、在学生の保護者と在学生のアドバイザー(＊注)が直接懇談する機会を設けて
いる。この懇談会は、教育活動、就職状況、課外活動、国際交流など大学の状況を直に
知らせる良い機会であると同時に、施設・設備の様子、自然環境についてもまた、直接
触れていただくことで、要望・感想等を得られる大変貴重な機会となっている。
＊注：アドバイザー
本学では、アドバイザー制度をとっている。履修と学習に関するさまざまな
問題について本学専任教員であるアドバイザーに相談し、指導・助言を受ける
ことができる制度。
アドバイザーは、1 年次についてはフレッシュマン・セミナー、２年次につい
ては基礎演習、3、4 年次については演習担当教員が担当する。
○入学希望者への情報提供
横浜キャンパスでは、入学希望者への情報提供として「オープンキャンパス(入試説
明会)」を、年間を通じて 8～9 回開催し、模擬授業や個別相談で本学の教育内容を知っ
てもらうだけでなく、学食体験やキャンパス・ツアーなどにより、学生生活の環境に直
に触れてもらい、進路選択の参考になるよう努めている。最近の特徴として、入学希望
者本人ばかりではなく、家族もともに参加する姿が以前に増して見受けられるようにな
った。いわゆる「不本意入学」にならないためにも、本学、入学希望者双方にとって、
よい傾向と考える。
また、学内での入試説明会のほか、学外での「進学相談会」にも年間 20 回近く、入
試広報担当教員および職員が参加しており、情報提供に努めている。
社会人向け夜間大学院として出発した、六本木キャンパスの大学院においても、入学
希望者への説明会を年 3 回開催するほか、学外での進学相談会に教職員が参加し、説明
するなど、積極的な情報提供を行っている。
本学の教育内容や施設・環境についてよく理解したうえで、受験し、入学してもらえ
るよう、適切な情報提供をすることが重要と考えている。
○卒業生への情報提供
東洋英和女学院同窓会は、1895(明治 28)年に創設された。当初は、現在の中高部同
窓会として発足したものであるが、近年大学、大学院ができたため、それぞれの同窓会
もできた。同窓会は、年 1 回会報誌を発行しており、総会も年 1 回開催され、卒業生相
互および大学、学院と卒業生との情報交換の場となっている。また、2008(平成 20)年、
大学開学満 20 年になるのを機に、卒業生と学院の絆を一層強めるため「東洋英和楓の
会」を創設する準備を進めている。
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本学は、今後ともこのように多様な情報提供を継続していくことが、在学生ならびに
その保護者、入学希望者、卒業生、そして広く一般社会への適切な対応方法であると考
え、それにより説明責任を果たしていきたいと考えている。
【開示請求への対応】
情報主体からの開示請求や申し立てに対しては、
「第 13 章 管理運営」の章でふれた
とおり、
「個人情報の保護に関する規則」を 2006(平成 18)年 2 月に制定し、その定める
ところに従って、公正に対応している。
情報開示請求への具体的な対応方法を次に述べる。
① 成績通知の内容に関する在学生からの確認について
年度当初に通知される前年度後期科目と通年科目の成績評価、あるいは後期開始時に
通知される前期科目の成績評価について、疑問や確認事項がある場合、所定の期日まで
に所定の手続により、学生支援課に申し出ることができる。学生支援課は、この申し出
を受けて、担当教員に評価について確認を取り、その結果を当該学生に伝える。
② 入学試験の結果に関する受験生からの成績開示請求
一般入学試験においては、受験生が成績開示請求できることを「入学試験要項」に明
記している。
「入学試験要項」には、成績開示請求方法、開示内容、請求受付期間等を
明示しており、請求があった場合には、成績結果等を開示する。
なお、この成績開示請求は、受験生本人からの請求に限っている。
以上のように、情報開示請求に対しても、本学では適切な対応をしており、十分説明
責任を果たしていると考える。

（点検・評価結果の発信）
＜自己点検・評価結果の学内外への発信状況とその適切性＞
既述のとおり、2008(平成 20)年 3 月末、
「2007(同 19)年度改革」の経緯を主体に詳述
した『自己点検・評価Ⅵ』が刊行されたが、学内のすべての教職員には配布されたもの
の、学外に関しては限られた組織や個人に対して送付されるに止まった。一方、ホーム
ページ上では、2005(同 17)年からその内容を内外に公表している。大学院では、2005
（同 17）年度から前期と後期の授業終了後に、学生による授業評価アンケートを実施
してきた。その結果は、ウェブ上に掲載される。また大学院生と教員の懇談会の場にお
いても報告され、アンケート結果のフィードバックとその活用が、迅速に行われるよう
に努めている。
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＜外部評価結果の学内外への発信状況とその適切性＞
『自己点検・評価』報告書の送付先を限定したことは、不特定多数の利害関係者ある
いは潜在的利害関係者を想定するものではなかったゆえに、公平な情報公開という観点
からすれば不十分といえる。とりわけ在校生およびその保護者への情報公開という点で
も不徹底であったと思われる。ステークホルダー(利害関係者)としての在校生およびそ
の保護者、さらには今後の入学希望者とその保護者を含む地域社会への効果的かつ公平
な情報公開システムの確立を早急に図らねばならない。
今後の改善策としては、第一に、《第三者評価の導入》を優先して考慮せねばならな
い。本年から来年において本学は大学基準協会による認証評価（大学評価）を受ける時
期にあり、同協会加盟とともに初の認証評価以後の第三者機関からの評価となるが、こ
れをもって終了とせずに、その後においても継続的な第三者評価の導入を検討せねばな
らない。
第二に、学外の評価者（他大学の権威ある教授など）の意見を定期的に聴取し、それ
を大学運営に反映させていくようなシステムを確立することを考慮せねばならない。具
体的には、学外評議員制度の導入や学外者から構成される評価機関の常設などである。
第三には、研究面において産学官連携による研究活動を通じて、本学への評価の導入
を図るべきである。本学に直属する現代史研究所、死生学研究所、また人間科学部の臨
床心理学や社会心理学では他大学や病院や一般企業などとの連携が行われているが、そ
の研究成果を本学の評価へと結びつける努力をするべきである。
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終

章

以上、第 1 章から第 16 章まで東洋英和女学院大学の自己点検・評価の結果を明らか
にした。最後に個々の章を簡潔に要約し、本報告書の総括としたい。

第１章 理念・目的
本章は、大学の学部・大学院の理念・教育目標、人材養成の目的への適切性について、
それぞれ 2 学部・2 研究科を対象に自己点検を行った。大学建学の理念である「専門に
根ざしたリベラルアーツ教育」、
「新しい時代の女性リーダーの育成」
、
「キリスト教教育
による人間形成」に基づき、学部では、2007（平成 19）年度に開始された改革が現在
進行中である。とりわけ、人間科学科の場合、心理学と幼稚園教諭 1 種免許課程を志望
する学生が偏る傾向があったこと、人間福祉学科の場合、資格取得優先の行き過ぎがあ
ったことへの是正に努めている。一方大学院では、人間科学研究科の臨床心理領域にお
いて、例年、修了生のほぼ 9 割が臨床心理士資格試験に合格する成果を上げており、ま
た国際協力研究科は、国際協力分野の専門教員の不足という課題に対して、同分野の新
教員を 2 名採用することによって解決している。

第２章

教育研究組織

本章は、大学の学部・大学院の組織構成と理念・目的との関連について、自己点検を
実施した。現状の学部・学科の組織体制は、2007（平成 19）年度改革を基礎に成立し
ており、新旧体制の過渡期にある。進行中の改革のポイントは、人間科学部人間科学科
の場合、心理学と幼児教育の専門性を重視したこと、同人間福祉学科の場合、幅広い福
祉教養を基礎として、特に資格や専門性を重視したことである。国際社会学部国際社会
学科の場合は、社会科学系の伝統・特色を生かした 2 専攻へと改組した。大学院組織は、
2003（平成 15）年、国際支援活動を積極化している日本の現状に鑑み、国際協力研究
科と名称を変更した。一方、人間科学研究科では、現在、臨床心理領域の修士課程を専
門職大学院へと再編する構想が生じており、改組にあたり、専門教員の獲得と授業科目
の拡充が課題となっている。

第３章 学士課程の教育内容・方法
本章は、大学の学部・学科の教育内容と教育方法について、自己点検を行った。現在、
「専門に根ざしたリベラルアーツ教育」、「新しい時代の女性リーダーの育成」
、そして
「キリスト教教育による人間形成」を目標に、2007（平成 19）年度改革による新カリ
キュラムを具現化しつつある。専門教育、一般教育、外国語教育の一層の充実化を図っ
ている。教育方法に関しては、教育改善に日々努めており、学生アンケートの結果から
は有効・適切と評価できるものの、その一方で、FD の全学的取り組みは現状では活発
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とはいえず、基礎学力、大学での学習に困難を抱えている学生の増加に対する支援充実
といった課題も残している。今後は、教員を対象とした授業方法調査の立案・実施、教
員間の情報交換の仕組みを確立する努力を重ねる必要がある。

第４章

修士課程・博士課程の教育内容・方法

本大学院の特徴は、社会人の再教育の場として設置された点にある。時代の要請に合
わせた多様な授業を提供し、高度な専門知識を持った職業人の養成を目指している。仕
事や家庭と学業の両立に苦労する社会人学生のために、2 年分の学費による長期履修制
度を設けた。論文の書き方等のガイダンス、個別の研究指導、修士論文に相当する「研
究成果」の承認等を行ってきたが、さらに個別に緻密な対応を検討する必要がある。

第５章

学生の受け入れ

本学部・大学院の受け入れの現状については、特に学生募集の方法、入学者受け入れ
方針、入学選抜の仕組みおよび選抜方法の検証、定員管理、編入学者・退学者への対応
等に留意して自己点検を行った。学部においては、一般入試に加え、数度にわたる公募
制推薦入試の実施、センター試験利用（科目数の変更）など選抜方法を多様化すると同
時に、本学の特徴の一つである少人数教育の実践を念頭に置いて、学生個々の可能性や
能力・意欲を汲み取れるような体制作りに配慮がなされている。学生数の自然減という
状況にあって、両学部ともに各定員を著しく下回っていないことは、全学的な広報活動
ときめ細かな選抜方法の成果と考えられる。
一方、大学院においては、広報活動のさらなる充実、入試回数の増加、教育課程の見
直しなどの改善策が検討されている。それら改革の実践を通じて学生の確保に積極的に
取り組むことが今後の課題となっている。

第６章

学生生活

学生生活の支援については、学生支援課とキャリア就職課が担っている。学生支援課
は、学生の研究活動および課外活動への支援のほか、学生への経済的支援や生活相談を
主に行っている。経済的援助としては、本学独自の奨学金制度や対応策を設け、学生の
ニーズに応えるばかりでなく、意欲的な学生が学業を安心して継続できるような方策を
講じている。また新入学生が大学生活にスムーズに適応できるように、あるいは学業や
課外活動などを円滑に始められるように、各種ガイダンスのほか、オリエンテーション
合宿を実施している。
そのほか、学生の心の悩みや身体的障害など様々な生活上の問題にも適切に対応でき
るように、学生相談室および健康相談室が設置されており、常時アドバイザーが待機す
る態勢を整えている。しかし学生の相談は年々多岐にわたり、また増加の傾向にあるた
め、全学的規模での協力体制が必要となっている。しかも本学は課外活動が活発な大学
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であり、東京女子大との定期的なスポーツ交流会などの開催を支援するほか、その他の
交流試合などの諸活動に対して財政的援助を行ったりしている。就職については、毎年
高い就職率を維持している。今後も、限られたスタッフ数と空間の中で、より親しみと
信頼を持たれるキャリア就職課を目指している。

第7章

研究活動と研究環境

研究活動に関しては、2003（平成 15）年以降、死生学研究所、現代史研究所、保育子
ども研究所が学部間の横断的かつ専門的な研究機関として新設され、各専門教員の研究
活動の拠点となっている。とくに学外向けのシンポジウムや連続研究講座などの開催を
通じて、学生や一般の方々に対する知識向上の場を提供している。同時に、個々の教員
が精力的に研究に従事できるようなより良い研究環境を整える努力をしている。とくに、
研究論文の執筆と内外への公表を奨励すると同時に、より充実した研究を進めるため、
学内共同研究費の活用や文科省の科学研究費など外部資金の獲得を目指すよう奨励し
ている。また教員の研究時間をより多く確保できるように、担当授業のコマ数を原則 6
コマに限定し、会議日を水曜日午後に集中させることを実施している。

第８章

社会貢献

本学の社会貢献に関しては、生涯学習センター、社会人大学院、東洋英和こころの相
談室が主要な役割を果たしている。生涯学習センターは、年間延べ 2000 人に及ぶ受講
者に対して各種の講座が提供されている。社会人大学院は、交通の利便性を考慮して、
六本木キャンパスにて開講されている。同様に、こころの相談室も六本木に設置されて
おり、大学院生ばかりでなく、近隣住民の心の健康維持のために援助を行っている。し
かしながら、国や地方自治体の政策形成のための寄与は必ずしも活発とはいえず、今後、
各教員をはじめとする大学の資源の有効活用を目指すところである。

第９章 教員組織
本学の教員定員は、大学設置基準を満たしており、学生数に対する専任教員の比率も
適切である。また専任教員による主要な授業科目を優先的に配置している。ただし教員
の年齢構成に関しては若干高めであり、是正の努力を続けているが、いまだに逆ピラミ
ッド型となっている。今後は若手教員の採用を増やすことにより、改善する必要がある。
一方、教員間の意思疎通のための連絡ないし調整の機会は、両学部における各学科懇
談会、各教授会等で図られている。また教務委員会や学生委員会など各種委員会が 10
以上設けられており、大学運営上の問題点を十分に議論し、解決策や方法を決定ないし
模索する態勢が整えられている。それ以外にも、学科懇談会や教授会では、教員の任免・
昇格・選考に関する基準が定められており、この基準に基づいて教員資格の判定が行わ
れている。
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第１０章

事務組織

本学の事務組織は、2007(平成 19)年度に従来型の縦割り構成、つまり、各課の独自
性を重視する業務遂行の構成を大きく変革した。具体的には、これまでの教務課と学生
課を統合して、新カリキュラムに対応する教育研究の支援、また学生への支援・サービ
スを効率的に適応できるように改善した。この結果、情報の一元化・共有化が可能とな
り、学生へのサービスを重視する組織となった。また事務組織は、教学組織として日常
的に連携や協力が行われる体制を整えている。たとえば、各種委員会には必ず事務職員
が陪席し、教員主体の審議決定に係る情報をも共有しており、そのことが職員による日
常的な学生サービスに反映されている。つまり、事務組織は教学組織の補佐機能以上の
役割を果しているといってよい。もう一つの事務組織の改革は、キャリア就職課の機能
強化が図られた点である。この結果、インターンシップを含めた学生進路に係る部署と
して、学生や保護者からの種々の相談に対応できようになったほか、研修を含む SD の
機会が確保されるようになった。

第１１章

施設・設備

本学の横浜キャンパスは、自然豊かで恵まれた環境下にあり、学生数に比べて広大な
キャンパスであるといえよう。今後も、このような自然環境を維持する必要がある。従
来、交通の利便性が悪いという問題点が指摘されていたが、数年前よりシャトルバスを
導入し、限られた運行ではあるが、この問題をかなり改善することができた。今後も、
さらなる改善策を講じる必要がある。校舎自体も女子大として、自然環境と同様に、メ
ンテナンスに細心の配慮しており、学生の使用法も粗雑でないため、比較的に良好な状
態で保たれている。視聴覚施設、情報処理機器なども大学として充実している。ただし
今後の課題として、機器のメンテナンスや入れ替えなどに留意する必要がある。キャン
パスには、学生食堂、書店兼文房具店、コンビニエンス・ストアがあり、学生の様々な
声を反映させた生活の場として整備を進めている。他方、大学院が置かれている六本木
キャンパスは、横浜キャンパスと比べて都心中央に位置するなどきわめて利便性が高く、
横浜キャンパスのような交通上の問題はないが、限られたスペースの効率的活用方法を
さらに検討する必要がある。

第１２章

図書・電子媒体等

本学図書館は、図書収集方針を定め、その下に図書資料費を運用し、購入図書総冊数
を維持している。つまり、図書の体系的・量的整備が進んでいるといってよい。しかし
他面、視聴覚資料が少ないことや、年々狭くなくスペースを考慮した除架・除籍を考え
ねばならないといった問題点もある。パソコンの新規入れ替え、ホームページのリニュ
ーアルなど、情報検索システムの充実も進んでいるが、利便性の更なる向上が必要であ
る。利用者教育についても、さまざまな工夫・方策が実施された結果、入館者数は着実

205

に増えつつある。今後も教員や他部署との連携を深めながら、参加者の増加を図る必要
がある。

第１３章

管理運営

本学の教員組織による運営は、法令および明文化された学則、学内諸規程等に従って
日々公正に行われている。今後は、大学の両学部間の運営面における円滑な意思の疎通
を図る努力がさらに必要である。また本学は横浜キャンパスと六本木キャンパスとに分
かれており、相互間の理解を一層深める必要がある。

第１４章

財務

本学の予算編成の過程には、十分な透明性が確保されている。たとえば、監査法人と、
監事による会計監査等を行っているばかりでなく、学院全体の財務状況をホームページ
上で公開している。また大学の財政に関しては、人件費比率の上昇と学生生徒等納付金
の減少が、他の財税状況に影響を及ぼしている。今後は、定員充足率の維持に努め、教
育研究活動の質を維持しつつ抑制的に支出を管理する必要がある。他面、基本金組入率、
減価償却比率の高さは、今後のそれらの負担軽減によって、財務体質が改善する見込み
があることを示している。

第１５章

自己点検・評価

本学における自己点検・評価システムは、1993（平成 5）年の報告書の作成以来、着
実に実績を重ねている。同時に、点検・評価の方法や内容の改善にも努め、今やシステ
ムとして本学に定着しているといえるが、より明確な自己点検・評価システムの強化に
も配慮する必要がある。今後の課題としては、全体的視野に立った FD（ファカルティ・
ディベロプメント）活動を具体的に推進していくことがあげられる。そして、本学に対
する学外者による点検・評価に関して、学院関係者以外からも、広く積極的に評価を求
める必要がある。さらに本学に対する社会的評価の指針として、入試動向、就職動向、
マスコミ報道などにも注目し、将来の改善プランに活かす必要がある。

第１６章

情報公開・説明責任

情報公開に関しては、本学は学生や保護者をはじめ、入学希望者や卒業生などに対し
ても、様々な方法で情報を公開する場を提供するように努めている。また学院の HP を
通じて、広く一般に情報公開をしている。今後は学内外への情報公開の一層の拡大に努
め、また第三者評価の導入、学外の評価者の意見の定期的聴取、産学官連携による研究
活動を通じての本学への評価の導入などを検討する必要がある。
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む

す

び

本報告書の作成にあたり、多くの方々のご執筆のほか、様々なご支援をいただいた。
大学基準協会への加入から 5 年を経過し、今回の自己点検・評価が東洋英和女学院大学
にとっては初の本格的なものとなった。そのため、自己点検・評価委員会を中心に全学
的に真摯に取り組み、十全を期したつもりではあるが、至らぬ面、不十分な点が多々あ
ることは否定できない。ともかく、本学の現状と将来に向けての大きな課題を見出すこ
とができたことを多としたい。
最後に、この報告書の執筆を担当した自己点検・評価委員会の委員を以下に記してお
きたい。
増田 弘

（委員長、副学長 国際社会学部）

池田 裕恵（副委員長

人間科学部）

石津 珠子（委員 人間科学部）
佐藤 智美（委員
島

人間科学部）

創平（委員 人間科学部）

下坂 英

（委員

人間科学部）

直子（委員

人間科学部）

山本 真実（委員

人間科学部）

古川のり子（委員

国際社会学部）

林

望月 敏弘（委員 国際社会学部）
吉川 健治（委員

国際社会学部）

崎村 敏彦（総務課長）
町田 智子（事務部長付係長）
自己点検・評価委員会
2009(平成 21）年 3 月

207

